
全自動核酸検査機器「LifePad(研究用)」の社会実装証研究のご報告 
 

 

１．実装の背景 

新型コロナウイルス（オミクロン株）の感染拡大が続く中で、様々な施設や企業において陽性者の早期特定

とクラスター発生の防止が課題となっている。LifePad は、将来核酸検査機器として機能する感度と正確性を兼

ね備え、かつ、その場ですぐに結果が出る POCT（Point of Care Test）型の検査機器である。 

小型軽量で常に持ち運べる LifePad の強みを生かすため、迅速検査に着目して実装研究を行うことで、感染

拡大防止につながる仕組みを模索した。 

※日本国内では、本製品は研究用試薬です。 

 医薬品医療機器等法に基づく体外診断用医薬品としての承認・認証などを受けていません。 

 

２．実装の目的 

本実装は、医療機関及び高齢者施設、スポーツ団体、一般企業と 

連携して、「医療」、「福祉」、「スポーツ」、「職域」の 4 領域における 

LifePad の活用方法及び、使い勝手を検証する目的で実施した。 

 

３．実装の内容 

3.1 期間 

2022 年 1 月 28 日～2022 年 3 月 15 日 

 

3.2 参加団体 

医療領域：クリニック、医院 

福祉領域：高齢者施設 

スポーツ領域：スポーツ団体 

職域領域：一般企業 

 

3.3 実装の対象 

(１) 対象機器： LifePad 

(２) 検出対象： COVID-19（新型コロナウイルス） 

(３) 機器の操作： 医師、看護師、臨床検査技師、高齢者施設職員、選手、トレーナー、一般社員 

(４) 検査対象： 有症状者、濃厚接触者、クラスター発生時の無症状者、スクリーニング検査 

(５) 検体採取対象： 有症状者、濃厚接触者、無症状者 

 

４．実装結果 

本実装では、医療領域 30 名、福祉領域 37 名、スポーツ領域 83 名、職域領域 763 名にご協力を頂き、合計

913 名から意見を頂いた。測定は、769 名実施し、新型コロナウイルスが検出されたのは 7 名、検出されなかっ

たのは 762 名だった。 

医師からは「簡便性の割に、しっかりしたインターナルコントロールがあるため、経過を含めて総合的に判

断しての上ですが、体外診断用医薬品(医療機器)となった場合には「陰性」とはっきり診断でき、大変優れた

システムと言えると思う。」との高評価を頂いた。一方で、課題事項のご指摘もあり、改善が必要な事項も明確

になった。 

また、参加者アンケートや各領域の測定結果から、医療従事者や高齢者施設職員、一般社員と検査に対する

経験や知識は関係なく、誰でも気軽に使用できる機器であり、誰が操作しても同様の結果が得られることが確

認できた。 

 

 

 

 

 

 



 

4.1 各領域での活用事例と意見(原文) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 医療領域 

事例 1〈 医療機関 〉 

クリニック外勤医師のお子さんがコロナウイルス陽性になり、医師ご自身は濃厚接触者に該当した。医療従

事者は、特例で毎朝抗原検査または、PCR 検査で陰性を確認すれば濃厚接触者であっても業務に従事できるの

で、出勤後にまず抗原検査を施行し、陰性の結果を確認して仕事を開始した。念のために LifePad で測定した

ところ、すぐにコロナウイルスが検出されたので、その時点で診察業務からは外れた。診察業務の後に高齢者

施設に行って回診する予定だったが、感染拡大を防いだ。 

 

意見 1〈 医師 〉 

LifePad が体外診断用医薬品や医療機器になった場合には、医療施設職員に軽微な上気道炎症状があった際に

「陰性確認」に使用したい。 

 

意見 2〈 医師 〉 

医療施設職員の家族が濃厚接触者になった際に、その職員自身は濃厚接触者に該当しないため、出勤停止(自

宅待機)の対象にはならない。LifePad が体外診断用医薬品や医療機器として使用できるようになった際に、「陰

性」が確認できれば、職員や利用者が安心して、過ごせる。 

 

(２) 福祉領域 

事例 1〈 高齢者施設 〉 

複数のデイサービス施設を利用している高齢者で、利用している施設の内の 1 施設において送迎の運転手が

コロナウイルスに感染したことが判明したため、抗原検査を実施した。抗原検査でも、LifePad でもコロナウイ

ルスが検出されなかった。 

 

事例 2〈 高齢者施設 〉 

高齢者施設利用者で、家族がコロナウイルス陽性だった際に抗原定性検査を行ったところコロナウイルスは

検出されなかった。その後、LifePad で測定したところコロナウイルスが検出された。 

 

事例 3〈 高齢者施設 〉 

高齢者施設でのクラスター発生時 

①利用者がコロナウイルスに感染した際に、同室で生活している他の利用者は、抗原検査で陰性の判定が続い

ていた。そこで、LifePad で測定を行ったところコロナウイルスが検出された。 

②発熱などの症状から陽性が疑われたが抗原検査で陰性だったため、LifePad で測定を行ったところコロナウイ

ルスが検出された。 

 

 



 

事例 4〈 高齢者施設 〉 

高齢者施設の入居者に 38 度台の発熱と倦怠感、のどの痛みがあったが、SARS-CoV-2 抗原検査の結果が陰性

だった。LifePad でもコロナウイルスが検出されなかったため、適切な診察と治療ができた。コロナウイルスが

検出されないことを確認した後にじっくり診察し、歯からの感染症と診断できた。迅速に陰性確認ができるこ

とで、詳細な身体診察が可能となり、適切な治療が導入できた症例となった。 

 

意見 1〈 医師 〉 

簡便性の割に、しっかりしたインターナルコントロールがあるため、LifePad が体外診断用医薬品や医療機器

になった場合には、経過を含めて総合的に判断した上ですが、「陰性」とはっきり診断でき、大変優れたシステ

ムと言えると思う。現在のオミクロン株の蔓延の中で、高齢者施設における大きな問題は、高齢者施設でのク

ラスター発生による後方二次病院の病床逼迫である。これを防ぐために、高齢者施設でのクラスター対策が喫

緊の課題であり、今後は、「早期発見・早期終息」をキーワードにして、施設内のクラスター対策を行っていき

たい。有症状者の検査や濃厚接触者の検査をその場で実施し、早期診断ができることにより、感染確認後すぐ

に隔離対策が取れることでクラスターを防げる。また、万が一クラスターが発生してしまった際には、LifePad

の測定で陽性者の経過観察と施設内のスクリーニング検査を行い、コロナウイルスが検出されなければ、クラ

スター終息の判断も的確に行える。 

今回の実証研究で使用してみた感触では、高齢者施設職員のみで充分運用可能なので、医師は適宜管理すれ

ばよく、高齢者施設でも問題なく運用できる機器と判断した。 

 

意見 2〈 医師 〉 

LifePad を使用する事で、高齢者施設職員は安心して働くことができ、利用者にとっては安心して生活するこ

とができている。可能であれば継続して使わせていただき、願わくは事業所として導入したい。一つ一つの不

安が安心に変わっていく度に、導入したいという気持ちが強くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) スポーツ領域 

事例 1〈 スポーツ団体 〉 

練習日や試合日に選手の中で発熱者や体調不良者が発生した場合に備えて、LifePad を準備した。LifePad

は、抗原検査よりも精度が高い検査ができるため、感染の拡大をより的確に防ぐことができる。幸い、今回の

対象となった試合では、発熱者が出なかったため LifePad は使用せずに済んだ。 

 

事例 2〈 スポーツ団体 〉 

試合出場予定選手を対象に LifePad でコロナウイルスの測定を実施した。全員コロナウイルスは検出され

ず、試合は無事に開催された。 

   

(４) 職域領域 

事例１〈 一般企業 〉 

社内に出入りする業者がコロナウイルス陽性となり、業者の対応を行った社員が濃厚接触者となった。濃厚

接触者となった社員は、LifePad を自宅に持ち帰り、5 日間の経過観察を実施した。5 日間の自宅待機中にコロ

ナウイルスが検出されなかったため、出社が許可された。 

 



事例 2〈 一般企業 〉 

社員の家族がコロナウイルス陽性となった際に LifePad を自宅に送り、濃厚接触者となった家族の経過観察

を毎日実施した。1 週間の自宅待機中にコロナウイルスが検出されなかったため、出社が許可された。 

 

 

意見 1〈 一般社員 〉 

社員の家族が陽性になった場合に、濃厚接触者となった社員は LifePad を持ち帰り、自宅で経過観察を実施

できる。自宅待機終了時にコロナウイルスが検出されない事を確認して出社することで、クラスターを防ぐ効

果がある。 

 

意見 2〈 一般社員 〉 

発熱した(体調不良の)社員の自宅へ LifePad を届け、経過観察を実施する。コロナウイルスが検出されなけれ

ば自宅で経過観察を行い、検出されれば医療機関受診の判断ができる。 

 

意見 3〈 一般社員 〉 

社内のスクリーニング検査を行い、無症状の感染者がいた場合には直ちに隔離し、クラスターを防ぐ効果が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．今後の展開 

5.1 各職域での LifePad の活用方法 

(１) 医療領域 

・医療スタッフ向け： 

  定期的なスクリーニング検査/出勤前検査/発熱や咳などの症状があった場合の検査等 

・訪問診療での検査 

・入院患者向け： スクリーニング検査/入院前検査/手術前検査 

・通院患者向け： スクリーニング検査/有症状で来院した際の検査 

・医療機関でクラスターが発生した際の検査 

 

(２) 福祉領域 

・職員向け： スクリーニング検査/出勤前検査/発熱や咳などの症状があった場合の検査 

・高齢者施設入居者向け： スクリーニング検査/有症状が発生した際の検査/家族の面会前検査 

・デイサービス利用者向け： スクリーニング検査 

・来訪者向け： 面会前検査 

・高齢者施設でクラスターが発生した際の検査 

 

(３) スポーツ領域 

・選手・スタッフ・審判団・一般来場者向け： 試合開催時の陰性確認 

・選手・スタッフ向け： 

 国外及び国内遠征前後の検査/練習前の陰性確認/合宿の集合・解散時の検査/スクリーニング検査 

 



(４) 職域領域 

・社員向け： 有症状者の検査/国外及び国内出張前後の検査/会合や会食前の陰性確認/出社前検査/ 

濃厚接触者が発生した際の検査/単身赴任者の帰宅前検査/スクリーニング検査 

・来訪者向け： 面会前検査 

 

5.2 お客様対応方法 

今回の社会実装研究にあたり、お客様のサポートを目的とし、以下の対応を実施しましたが、今後は、さらに

その内容や頻度を充実させる予定です。 

① LifePad お客様サポートセンターを社内に設立 

② LifePad 購入者限定 Web サイトの開設  

③ LifePad 教育プログラムの開催 

④ Zoom の活用によるリアルタイムでのご説明 

 

 


