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ȁȗȖǣȔȝǚŝ4�,)�
神奈川県川崎市に道場を構えるプロレスリングZERO1は、靖国神社にて唯一「奉納プロレス」を行うことが許

されているプロレス団体です。けして裕福な団体経営とはいえないものの、東日本大震災や熊本地震の際に

は、いの一番に現地へ出向き、ボランティア活動に励むなど、チャリティー活動に熱心な唯一の団体として、

周知されています。
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4�,)�Ž͜ƄങƛƢ

ZERO1お助け隊とは、プロレス団体ZERO1によるボランティア活動です。コロナを機に外出ができなく

て困っているお年寄りや体の不自由な方へプロレスラーが無償でサポートサービスを行っています。

2020年5月に立ち上げ以降、様々な困りごとを解決しています。

ƚǂžƾƆƛܳݭʯإ

新型コロナウイルスに対する抗体が体内に存在するかを検査します。

抗体がある陽性と判断された場合は、今後新型コロナウイルスにかかりにくいことがわかります。
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���եת ���եँࢥ �Ʊƚਁܟਚܳݭ̸
医療機関の性能評価の下、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）既感染者数の把握に有用性が認められまし
た。

＊感度：疾患のあった人が陽性とわかる確率　特異度：疾患のない人が陰性とわかる確率

左）新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）IgG/Ig'抗体検出キット
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検査結果データをクラウドで管理し、確認できるスマホアプリを開発する株式会社アクロディアが塩野

義製薬株式会社・株式会社マイクロブラッドサイエンスと提携し、コロナの抗体検査を実施し、地域の

皆様に安心をお届けするチームです。

ФдơƲǆƝƚ

ǝȗǴӯƛˢիǅ

ŨˢիǻǣȇȡǲǌȁȔũ

検査結果をお知らせする「健康パスポートアプリ」は、コロナ抗体検査を含め、様々な健康情報を管理できま

す。情報はお住まいの自治体に送信された後、自治体がそれらの情報を活かし、地域に最適な医療・健康サー

ビスの拡充を図ります。

રߧʯ
・医療サービス提供

・適切な地域医療構想の実現

・地域健康サービスの拡充
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ŽࣱొƲƢ

ںΫʍҔෝ

ƻƂŵƾఐϵ

Q.1 ƞ࣬ƢžžƽƱƎǆžܳݭ

A.1 はい、抽選に当たった場合、会場までの交通費などを除き、検査に一切の費用はか

かりません。

Q.2 ࣱొƢӛڷơ̸ǅƱƛƴƙୣŹƆƛſƚƀƱƌž

A.2 はい。代表の方をお一人で、ご家族の分を申し込むことができます。(ご家族4名様

まで）

Q.3 ȁȗȖǣƓƄ؍ƊƒŷơƚƌſŞηએƚƌž

A.3 はい、会場で陰性証明の提示または体調申告フォームに入力の上、入場頂けます。

Q.4 ơƲֲͫƌƾƆƛƢηએƚƌžܳݭʯإ
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A.4 はい、抗体検査のみを受けることは可能です。応募の際のチェックボックスでご選
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