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LUMIRADX SARS‐CoV‐2 Ab Test

LumiraDx SARS‐CoV‐2 Ab Test (以下、本品) はルミラ・プラットフォームの専⽤試薬で
す。 ルミラ・プラットフォームは医療従事者向けのポイントオブケアシステムで、
体外診断および研究⽤に使⽤されます。システムはポータブルの ルミラ 測定機器と
各テスト⽤のルミラ・テストストリップからなります。本品は医療従事者⽤で少量
の検体で使⽤でき、機器のタッチスクリーンに迅速に結果が表⽰されま す。

使⽤⽬的：
LumiraDx SARS‐CoV‐2 Ab Testは、ルミラ 測定機器と共に使⽤する迅速マイクロ流体免
疫蛍光法で、全⾎（指先⽑細管⾎または静脈⾎）、⾎漿⼜は⾎清中の抗SARS‐CoV‐2 
トータル抗体の定性検出を⾏います。LumiraDx SARS‐CoV‐2 Ab Testは、SARS‐CoV‐2に対
する適応免疫反応を持つ個体を特定する補助として使⽤され、最近または過去の感
染を⽰します。
現在のところ、感染後どれぐらい⻑く抗体が残るか、抗体の存在が防御免疫を与え
るかは分かっていません。
結果は抗SARS‐CoV‐2トータル抗体の検出として表⽰されます。SARS‐CoV‐2に対する抗
体(IgM, IgG, IgA) は通常初回感染の数⽇後から検出可能になりますが、感染後の抗体
存続期間は良く分かっていません。
抗体陽性化後数週間は検出可能なウイルスが存在する可能性があります。感染初期
におけるLumiraDx SARS‐CoV‐2 Ab Testの感度は分かっていません。陰性結果は急性期
感染を除外するものではありません。急性期感染が疑われる場合には、SARS‐CoV‐2を
直接検出するテストが必要です。LumiraDx SARS‐CoV‐2 Ab Test の偽陽性は、以前から
存在する抗体やその他原因による交差反応で起きる可能性があります。
LumiraDx SARS‐CoV‐2 Ab Testは、検査室やポイントオブケア環境でトレーニングを受
け、ルミラ 測定機器を使⽤する測定に習熟した⼈の使⽤を前提としています。
注意：研究⽤試薬

測定開始前に、ルミラ 測定機器やルミラ・プラットフォームの使⽤経験が
なければ、 ルミラ・プラットフォームのユーザーマニュアル、クイックレ
ファレンスガイドとこの取扱説明書全体をお読みください。これらの書類は
lumiradx.com.から⼊⼿可能です。
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本資料はLumiraDx SARS‐CoV‐2 Ab Test (SPEC‐32880 R3 ART‐00532 R3)を日本語訳したものです。一部変更をしてい
ます。

取扱説明書

SPEC‐32900 R1  ART‐00723 R1
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本テストの概要及び説明：
World Health Organization (WHO) は、SARS‐CoV‐2ウイルスにより引き起こされる疾
病を coronavirus 2019 または COVID‐19と命名しました。¹
COVID‐19の最も典型的な症状は発熱、倦怠感と乾いた咳です。患者によっては、
うずきと痛み、⿐づまり、頭痛、結膜炎、咽喉炎、下痢、味覚や嗅覚の喪失、⽪
膚の発疹、⼿⾜の指の変⾊を⽰します。
これらの症状は通常軽症から徐々に始まり、⼈によっては感染しても無症状であ
ったり、具合が悪くならない場合もあります。しかし、この疾病は急激に発症
し、特に基礎疾患の ある集団では⾼い死亡率を⽰します。
この疾病は⼈から⼈へ、COVID‐19患者の咳や吐く息から⾶び散る、⿐や⼝からの ⼩
さな⾶沫で感染します。COVID‐19の潜伏期間は2‐14⽇間と推定されます。 SARS‐
CoV‐2 Ab Test はSARS‐CoV‐2抗原固相化磁気粒⼦と蛍光粒⼦の組み合わせにより、全
⾎（⽑細管および静脈）、⾎漿⼜は⾎清中でのSARS‐CoV‐2感染への免疫反応で⽣成
されるトータル抗体(Ab)を検出します。

測定原理：
LumiraDx SARS‐CoV‐2 Ab Testは単回使⽤の免疫蛍光測定デバイスで、全⾎（指先⽑
細管⾎とEDTA静脈⾎）、EDTA⾎漿または⾎清中の、SARS‐CoV‐2トータル抗体(Ab)を
検出します。測定⼿順は、指先穿刺⾎、静脈全⾎、⾎漿または⾎清を測定機器に
挿⼊されたテストストリップの検体滴下エリアに添加し、テストストリップ内の
試薬に検体が到達すると測定を開始するようプログラムされています。
測定は、測定機器が検出したテストストリップの測定エリア内の蛍光量に基づい
て⾏われます。検体内の測定対象物の濃度は検出された蛍光に⽐例します。定性
結果は検体添加から約11分で、測定機器のタッチスクリーン上に表⽰されます。

キット内容物：
• LumiraDx SARS‐CoV‐2 Ab Test Stripsは乾燥剤⼊りフォイルで個包装されています。
• LumiraDx SARS‐CoV‐2 Ab Test 取扱説明書
• RFID (Radio frequency ID) タグが本品の箱に内蔵されています。

必要だが本テストの箱に⼊っていない物：
• ルミラ 測定機器
• LumiraDx SARS‐CoV‐2 Ab Test クイックレファレンスガイド (QRI)
• ⼀般的な採⾎器具（ハイフローランセット、静脈穿刺具、マイクロピペット、

適切な医療⽤廃棄物容器）
• LumiraDx SARS‐CoV‐2 Ab コントロール (地域または施設の要求事項に応じて)



3

警告と予防措置：
• 本品は研究⽤試薬です。
• 使⽤期限切れのキット内容物を使⽤しないでください。
• テストストリップは使⽤直前まで開封しないでください。
• 破損したり、落下したテストストリップやその他の物は使⽤しないで廃棄してく

ださい。
• 不適切で妥当でない検体採取、保存、移送は正しくない結果を出すことがありま

す。
• 冷蔵保存された全⾎、⾎清や⾎漿はテスト前に室温に戻してください。使⽤前に

全⾎、⾎清や⾎漿を、やさしく数回転倒混和して、完全に混合してください。
• 本測定は⽬視判定できません；結果を出すにはルミラ 測定機器を使⽤する必要

があります。
• キットの構成品は全て再利⽤できません。
• 検体は、本取扱説明書の検体採取およびテスト操作の章に従って操作してくださ

い。説明書に従わないと不正確な結果が出る可能性があります。
• 本キットの全構成品は、地域の規則と⼿順に従い、バイオハザード廃棄物として

廃棄してください。
• リスク、安全、廃棄情報は製品安全性データシートを参照してください。製品

安全性データシートは当社Websiteから⼊⼿できます。 https://lumiradx.com/uk‐
en/what‐we‐do/diagnostics/test‐technology/antibody‐test

• 施設の試薬の取扱に関する通常の予防措置に従ってください。検体採取と測定時
には検査⾐、使い捨て⼿袋、保護メガネ等の防護具を着⽤してください。

• SARS‐CoV‐2患者検体を取り扱う際には常に、適切な施設の安全⼿順に従ってくだ
さい。患者検体、使⽤済みテストストリップと使⽤済みマイクロピペットは感染
性がある可能性があります。地域の基準と予防措置に従って施設で適切な取り扱
いと廃棄⽅法が確⽴される必要があります。

• 本キットの構成品の安全、取り扱い、廃棄に関する追加情報は、lumiraDx.comの
安全データシート(SDS)を参照してください。

テストストリップの保存：
元の箱に戻してテストストリップを保存してください。2‐30℃（36‐86℉）の温度で
保存可能です。冷凍や30℃を超える温度で保存しないでください。適切に保存さ
れれば、テストストリップはパウチや箱に印刷されている使⽤期限まで使⽤でき
ます。使⽤期限を過ぎたテストストリップは廃棄してください。

テストストリップの取扱い：
テストを開始するときには、テストストリップの箱を開封し、テストストリップ
を取り出し、パウチから取り出します。テストストリップをパウチから取り出した
後は、すぐに使⽤してください。パウチに、裂け⽬や⽳など⽬で⾒える損傷がある
場合、テストストリップを使⽤しないでください。

4

検体種類：
LumiraDx SARS‐CoV‐2 Ab Testには以下の検体に使⽤できます:
• 抗凝固剤なしの全⾎‐ 指先⽑細管⾎（直接またはマイクロピペット使⽤）
• 抗凝固剤⼊り静脈全⾎(EDTA)
• ⾎漿(EDTA)
• ⾎清

テストストリップの含有物：
• SARS‐CoV‐2抗原
• 蛍光粒⼦
• 磁性粒⼦
• 緩衝液と保存剤

測定検体採取と調製：
検体採取時には検体種にかかわらず、⼀般的な⾎液採取の注意と施設のガイドラ
インに従ってください。静脈全⾎、⾎漿、⾎清の検体採取では採⾎管の製造業者
の推奨⼿順に従ってください。
指先穿刺での⽑細管⾎採取の⼿順。指先穿刺⾎採取では抗凝固剤なしのマイクロ
ピペットを使うことができます。推奨マイクロピペットの詳細はhttps:// 
lumiradx.com/uk‐en/product‐listをご確認ください。再使⽤不可の単回使⽤のハイ
フローランセットのみが⽑細管⾎採取に使⽤可能です。

測定のための測定機器の準備：
機器の背⾯の電源ボタンを押し、機器の電源を⼊れます。電源のパワーオンの⾳
が聞こえ、起動まで数秒間空⽩の⿊い画⾯になります。もし画⾯が淡⾊表⽰され
ている場合は、機器を復帰させるためにタッチスクリーンをタップしてくださ
い。患者検体の測定の情報は、本説明書の測定の章を参照してください。
ルミラ・プラットフォーム クイックレファレンスガイドではイラストでステッ
プバイステップの測定⼿順を紹介しています。⼀度インストールされると、機器
はその測定に必要な情報を得ます。同じロットのテストストリップを使⽤する場
合はインストールの必要はありません。

ロット較正ファイルのインストール：
ロット較正ファイルのインストールは、機器が測定を⾏うのに必要な情報を⽤意
するために必要です。これは、各テストストリップロットに対し⼀度だけ実施す
る必要があります。新たなテストストリップロットが挿⼊された場合には、機器
にロット較正ファイルをインストールするように表⽰されます。



置の
RFIDストリップコードリーダー：

装 印の位置にあります。

インストール：
インストールするには、テストス
トリップ箱の背⾯の 印を近づ
けます。
確認⾳が鳴り、確認メッセージが
表⽰されます。

タッチスクリーン上に指⽰が表⽰されたら、使⽤直前にパウチを開け、テストス
トリップをルミラ 測定機器に挿⼊します。検体を添加する準備ができると、機
器に表⽰されます。LumiraDx SARS‐CoV‐2 Ab   Testは研究⽤試薬です。測定結果
は、全ての⼊⼿可能な臨床症状と検査データとを含めて、医療従事者が総合的に
評価してください。
新鮮な指先⽑細管⾎検体での測定
1. 指先の⾎流を増やすと、⼗分な⾎液採取量が得られやすくなります。指先穿刺の

前に、指先の⾊が濃くなるまで以下のことを⾏います。
• お湯で患者の⼿を温めます。
• 患者の腕を体の側⾯につけて下げてもらいます。
• 指の根元からマッサージし、必要に応じて、穿刺直後に指の根元からそっ

と絞るようにして⾎流を促します。
2. ⾎液検体を得るために選んだ指にハイフローランセットを使⽤します(20μL)。
3. 挿⼊されたテストストリップの検体滴下エリアの上に⾎液滴のついた指を保持し

ます。テストストリップの検体滴下エリアに⾎液滴を触れさせます。⾎液滴は
⽑細管現象でテストストリップに吸い込まれます。検体が機器に検知されると⾳
が鳴り（サウンドが有効の場合）、確認メッセージが表⽰されます。機器のタッ
チスクリーンにユーザーにカバーを閉めるように表⽰されます。

4. ⾎液を途中で追加しないでください。測定中はカバーを開けないでください。
タッチスクリーンに測定の進⾏状況が表⽰されます。

5. 検体を滴下し測定開始から約11分以内に、結果がタッチスクリーンに表⽰され
ます。結果の表事例：
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図１．SARS‐CoV‐2 抗体陰性結果
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図２．SARS‐CoV‐2 抗体陽性結果

6. ランセットとテストストリップを適切な医療⽤廃棄物容器に廃棄してくだ
さい。

7. 患者の指を清潔なティッシュで拭い、軽く圧迫してください。
8. 再テストが必要な場合は、新しいテストストリップとランセットで別の指

から採取してください。

判定保留結果
問題がある場合は、機器のタッチスクリーンにメッセージが表⽰されます。
警告メッセージは有⽤な情報が含まれオレンジ⾊のバーナーで強調されま
す。エラーメッセージは マークが表⽰されます。全てのメッセージは機器
の状態またはエラーの説明と指⽰を含みます。エラーメッセージはその後のト
ラブルシューティングのための識別コードを含みます。エラーメッセージがル
ミラ 測定機器のタッチスクリーンに表⽰されたらルミラ・プラットフォーム
ユーザーマニュアルを参照し、ルミラのカスタマーサービス
customerservices.jp@lumiradx.comまでご連絡ください。



エラー画⾯の例
オンボードコントロール(OBC)不合格の場合、
エラーメッセージが表⽰され、測定結果は返
されません。画⾯表⽰に従い、テストスト
リップを廃棄し、新しいテストを開始してく
ださい。もし問題が続くようなら、カスタ
マーサービスへご連絡ください。
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指先⽑細管⾎検体からマイクロピペットを使⽤した測定
指先穿刺での⽑細管⾎検体をテストストリップの検体滴下エリアへ移すには、
抗凝固剤なしのマイクロピペットをご使⽤ください。指先穿刺での⽑細管⾎
採取の⼿順に従ってください。指先の⾎液滴にマイクロピペットを接触させる
と、⾎液はピペット内にすぐ移動します。それからマイクロピペットを、テス
トストリップの検体滴下エリアの上⽅に保持し、検体を滴下します。これで検
体滴下滴下エリアを満たすのに⼗分な量です。検体に気泡が⼊らないように注
意してください。検体を検知すると機器の確認⾳が鳴り（サウンドが有効の場
合）、確認メッセージが表⽰されます。機器のタッチスクリーンにカバーを閉
めるよう表⽰されます。マイクロピペットを適切な医療⽤廃棄物容器に廃棄し
ます。ステップ４以降の操作⼿順に従います。

静脈全⾎、⾎清、⾎漿検体での測定
測定前に検体をよく撹拌します。EDTA静脈全⾎、⾎清、⾎漿検体が使⽤可能
です。採⾎管からピペットで20μLを使⽤します。ピペットを検体滴下エリ
ア上⽅に保持し、検体を滴下します。これで検体滴下エリアを満たすのに⼗
分な量です。検体に気泡が⼊らないように注意してください。
検体を検知すると確認⾳が鳴り（サウンドが可になっていれば）、確認メッ
セージが表⽰されます。機器のタッチスクリーンにカバーを閉めるよう表⽰
されます。ピペットを適切な医療⽤廃棄物容器に廃棄します。ステップ４と
５の操作⼿順に従います。

患者検体測定⼿順の注意：
• 冷蔵された全⾎、⾎清、⾎漿検体は測定前に室温に戻してください。
• 使⽤前に、静脈全⾎、⾎清、⾎漿検体は、やさしく数回転倒混和して完

全に混ぜてください。
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内在性コントロール
機器は、各テストストリップの⼆次元バーコードを読み、使⽤期限が過ぎてい
るか、ロット較正ファイルがインストールされていないかを判断し、指⽰しま
す。
ルミラ 測定機器およびLumiraDx SARS‐CoV‐2 Ab Testは、各測定の有効性を確認
するための数種類の品質管理機能があります。これらのチェックは、添加され
た検体量が⼗分か、テストストリップの測定⼿順が決められた通りであること
を確認します。また、テストストリップが破損していないか、使⽤済みでない
かも確認します。これらのチェックが検証されないと、その測定は無効とな
り、機器のタッチスクリーンにエラーメッセージが表⽰されます。
ルミラ 測定機器は、以下の特性により、測定結果の品質を確認します。
• 電源をオンにした際および操作中に機器が正常に機能していることとを⾃

動的にチェックします。
• これには、電気部品動作、ヒーター動作、バッテリー充電状態、機械的な

アクチュエーターおよびセンサー、光学システムの性能を含みます。
• 測定中のテストストリップの性能と制御をモニターします。
• ルミラ・コントロールを使⽤した品質管理テストを⾏います。

ヘマトクリット(Hct)範囲：
試験時に滴下された検体のヘマトクリット値が測定されます。LumiraDx 
SARS‐CoV‐2 Ab Test はヘマトクリット値が25-55% の⾎液検体に使⽤可能で
す。この範囲外のヘマトクリット値の検体では機器のタッチスクリーンに
「ヘマトクリット値 範囲外」と表⽰されます。ヘマトクリット値が範囲外
の検体では、SARS‐CoV‐2抗体値は報告されません。

品質管理：
SARS‐CoV‐2 Ab のコントロールは当社から購⼊可能です。詳細はwebsite 
(lumiradx.com)をご確認ください。品質管理テストのポリシーはご施設の裁
量 によります。医薬品安全性試験実施基準ではコントロール物質の使⽤を
推奨 しています。品質コントロールの使⽤頻度に関しては適切なガイドラ
インに 従ってください。ルミラ 測定機器とSARS‐CoV‐2 Ab Test の品質
コントロール 評価するには、LumiraDx SARS‐CoV‐2 Ab ・コントロールをご使
⽤ください。 品質コントロールは陽性と陰性コントロールからなります。
当社としては、コントロール測定頻度は以下をお勧めします：
• 新しいロットごと
• 新しい測定者ごと
• 施設内の品質管理基準や規制認証の要求に従って
LumiraDx SARS‐CoV‐2 Ab ・ コントロール が期待値から外れたら、コント
ロール測定を繰り返し、問題が続くなら、患者結果を報告せず、ルミラ
カスタマーサービスへご連絡ください。
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清掃と消毒：
患者検体ごと、または、汚染が疑われたときに機器を消毒することをお勧め
します。過剰な⽔分は機器を損傷するおそれがあります。機器の保護のた
め、過剰な⽔分を避けることが重要です。全て消毒⽤布やワイパーは少し湿
らすぐらいで、過剰な⽔分は使⽤前に⼿で絞ってください。アルコールでの
ふき取りだけでは、⾎液由来病原体が存在する可能性があり、⾎液検体に対
する機器の消毒として不⼗分です。
 当社が推奨する消毒⽤品を使⽤し、機器の外側表⾯をふき取ってくだ

さい。その時、カバーのヒンジ、テストストリップ挿⼊⼝、電源コー
ド、USBポートを避けてください。

 次の検体測定までに、消毒剤が最低5分間、付けたままにしておいてく
ださい。

 消毒⽤品は⾃治体の医療廃棄物⼿順に従って廃棄してくだささい。

測定⼿順上の制限：
• 使⽤上の注意に従わない場合、測定性能に悪影響や測定結果が無効になる可

能性があります。
• 測定結果は、患者履歴や他の測定結果を含んだ全ての臨床上診断上の情報と

関連させてご検討ください。
• 以下にリストされている以外の⾎液検体中の物質だけでなく、技術的や⼿順

的なエラーなどの要因も、測定に影響し間違った結果を出す可能性がありま
す。

• 本説明書で記述されてない⾎液検体の種類、採⾎⽅法、抗凝固剤は評価され
ていません。

• ⾎漿ビオチン濃度が0.007mg/dLを超えると測定結果に影響を及ぼす可能性
があります。

• ヘマトクリット値が 25‐50%の場合は測定結果に顕著な影響は与えません。
ヘマトクリット値が 25‐50%の範囲外では、「ヘマトクリット値範囲外」 の
エラーが表⽰され、SARS‐CoV‐2 Ab 測定結果は表⽰されません。

• 測定結果に異常が⾒られた場合、潜在的な原因を特定するためのフォロー
アップが必要です。

• 抗体検査の結果は、急性期のSARS‐CoV‐2感染を除外するのに使⽤できませ
ん。

• 臨床症状と⼀致しない結果は、操作法によるエラーの可能性を除外するため
に、再検してください。

• 新しくまたは繰り返し患者測定を⾏う場合は、別の指から新たな⾎液滴を採
るために新しいランセットを使⽤し、新しいテストストリップを使⽤してく
ださい。

• お勧めの清掃⽤品に関する情報はlumiradx.com をご覧ください。
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性能特性：
臨床との⼀致率
陽性⼀致率は、⽶国と英国での有症状患者から集めた⾎漿検体を使⽤して評価
されました。全対象者はRT‐PCRにより2019 Novel Coronavirus陽性と確認されて
います。
RT‐PCRから採
⾎までの⽇数

検体数 2019‐nCoV RT‐
PCR結果

RT‐PCRと⽐較したLumiraDx  
SARS‐CoV‐2 Ab Test結果

≤6 days 13 Positive 11/13 = 84.6%

7‐13 days 7 Positive 7/7 = 100%

14‐20 days 6 Positive 6/6 = 100%

≥ 21 days 46 Positive 46/46 = 100%

Total 72 Positive 70/72 = 97.2%
(95% 信頼区間: 90.4 – 99.2%)

LumiraDx SARS‐CoV‐2 Ab Testの陰性⼀致率は、⽶国と英国での流⾏期の有症状
と無症状対象者、⾮流⾏期の無症状対象者からの⾎漿検体を使⽤して評価
されました。流⾏期の検体は2020年のCOVID‐19流⾏期中に集められ、RT‐PCR
により2019 Novel Coronavirus陰性と確認されています。LumiraDx SARS‐CoV‐2 Ab
Testの 期待される結果との陰性⼀致率を以下に⽰します。

検体数 国別 試験集団 特異性：LumiraDx SARS‐CoV‐2 
Ab TestをRT‐PCRと⽐較

15 UK 流⾏期の有症
状群(PCR‐)

15/15 = 100%

13 UK 流⾏期の無症
状群(PCR‐)

13/13 = 100%

99 USA ⾮流⾏期の無
症状群(PCR‐)

99/99 = 100%

163 UK ⾮流⾏期の無
症状群(PCR‐)

163/163 = 100%

Total 290 UK/USA 流⾏期PCR‐群
と⾮流⾏期の
無症状群

290/290 = 100%
(95%信頼区間：98.7 ‐ 100%)
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有症状と無症状の対象者から前向き研究で集められた指先穿刺検体で、陽性⼀
致率が評価されました。全対象者は、試験前にRT‐PCRにより2019 Novel 
Coronavirus 陽性か陰性かが確認されました。各患者からの指先穿刺検体は直
接またはマイクロピペットを使⽤して滴下されました。提⽰された結果はPCR 
テストから8-118⽇後に測定されました。

検体 検体数 2019‐nCoV 
RT‐PCR結果

RT‐PCRと⽐較したLumiraDx  
SARS‐CoV‐2 Ab Test結果

直接指先穿刺 62 Positive 62/62 = 100%

指先穿刺から
マイクロピペット
を使⽤

62 Positive 62/62 = 100%

有症状と無症状の対象者から前向き研究で集められた指先穿刺検体で、陰性⼀
致率が評価されました。全対象者は、RT‐PCRにより2019 Novel Coronavirus 陰性
が確認されました。各患者からの指先穿刺検体は直接またはマイクロピペット
を使⽤して滴下されました。
陰性⼀致率がCOVID‐19流⾏中に評価されたので、⼀部患者は抗体陽性でPCR陰
性の可能性があることに留意することが重要です。

検体 検体数 2019‐nCoV 
RT‐PCR結果

RT‐PCRと⽐較したLumiraDx  
SARS‐CoV‐2 Ab Test結果

直接指先穿刺 54 Negative 54/54 = 100%

指先穿刺から
マイクロピペット
を使⽤

56 Negative 56/56 = 100%

検体種マトリックスの同等性
マトリックス同等性試験が、臨床性能の決定に使⽤された⾎漿に対する、静脈
全⾎と⾎清の評価として⾏われました。
各マトリックスセット（全⾎、⾎漿、⾎清）が同⼀供⾎者から試験され、ペア
検体が使⽤されました。陰性、弱陽性、中陽性が、5つの別々の検体で、各濃度
2重測定で⾏われました。試験は3つのマトリックスタイプ（全⾎、⾎漿、⾎
清）で100％⼀致したため、マトリックス間の性能は同等であることが⽰唆さ
れました。

感度と特異
反応性/包括性：
拡散しているウイルスのSARS‐CoV‐2遺伝⼦の変異が同定されているが、オリジ
ナルの分離ウイルスに対して⾎清学的にユニークな株は存在していません（こ
の研究は現時点では⾮常に限られています）。
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交叉反応性：
LumiraDx SARS‐CoV‐2 Ab Testは、インフルエンザA、インフルエンザB、C型肝炎
ウイルス、B型肝炎ウイルス（ジェノタイプD）、インフルエンザ菌、ヒトコ
ロナウイルス (HKU1, NL63, OC43 and 229E)、抗核抗体、ヒト免疫不全ウイルス
(HIV)、単核球症、マイコプラズマ・ニューモニエ、肺炎連鎖球菌、百⽇咳
菌、結核菌、レジオネラ・ニューモフィラの抗体陽性検体と交叉反応しません
でした。
⼲渉物質：
以下の物質は表⽰した濃度まで影響は認められませんでした。

⼲渉物質 試験濃度
アセトアミノフェン 15.6mg/dL

アスコルビン酸 5.25mg/dL

ビリルビン（⾮抱合） 40mg/dL

ヘモグロビン（溶⾎） 1000mg/dL

脂肪⾎ 1500mg/dL

総タンパク 16.7mg/dL

尿酸 23.5mg/dL

ゲンチシン酸 0.5mg/dL

エタノール 200mg/dL

カフェイン 10.8mg/dL

アセチルサリチル酸 3.0mg/dL

ビオチン 0.007mg/dL

ジフェンヒドラミン 0.0774mg/dL

フルチカゾン 0.000126mg/dL

ポイントオブケアでの使⽤：
LumiraDx SARS‐CoV‐2 Ab Test は、⽶国の3施設でトレーニングを⾏っていな い7
名のユーザーに使⽤され、ユーザーテストとして 420例の測定が⾏われ ました
。ユーザーエラー率は3.1%と低く、LumiraDx SARS‐CoV‐2 Ab Testは 使⽤が容易
であることが⽰唆されました。

参考⽂献：
1. World Health Organization www.who.int

2. Centers for Disease Control and Prevention www.cdc.gov
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カタログ番号

バッチコード/ロット番

使⽤期限

使⽤に関して説明書参照

欧州代理⼈

2、24、48テストに対して⼗分な数量

「 CEマーク」本製品は”European Directive 98/79/EC on in
vitro diagnostic medical devices”の要求事項を満たしてい
る

再使⽤禁⽌

ルミラカスタマーサービス：
製品へのお問い合わせは、ルミラカスタマーサービス
customerservices.jp@lumiradx.com またはlumiradx.com 内の電話番号までご連
絡ください。
本製品の使⽤に関して結果の不具合および品質問題は、ルミラカスタマーサービ
スまで eメール：customerservices.jp@lumiradx.comまたはlumiradx.com までご連絡
ください。

返品について：
LumiraDx SARS‐CoV‐2 Ab Test に問題がある場合、返品をお願いすることがあ
ります。返品前にルミラカスタマーサービスから返品承認番号を取得してくださ
い。この返品承認番号は返品のための輸送箱上に必要です。購⼊後の通常の返品
では、ルミラカスタマーサービスへ取引条件についてお問い合わせください。
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限定的保証：
LumiraDx SARS‐CoV‐2 Ab Test 使⽤期限について
未使⽤テストストリップは、取扱説明書記載の要求される保存条件で保存され、
テストストリップパウチと箱に印字の使⽤期限までにご使⽤ください。
適⽤できる保証期間について、LumiraDxは(i)良好な品質でデバイスに⽋陥がな
い、(ii)取扱説明書のデバイス仕様に従って機能する、(iii)適切な政府機関による
承認で要求される製品販売に対する⽤途限定（限定的保証）の場合、保証しま
す。製品が限定的保障の要求事項に適合しない場合は、顧客の唯⼀の救済とし
て、
LumiraDxは⾃⾝の裁量によりテストストリップの修理または交換を⾏います。

この章で述べている限定的保障を除けば、いかなる全ての保証も、明⽰あるいは
黙⽰を問わず、商品性・特定⽬的への適切性・製品としての無違反性を含むがそ
れらに限らず、LumiraDx は、責任を拒否します。
あらゆる顧客苦情に対するLumiraDxの最⼤保証限度は、顧客が商品へ⽀払った正
味の製品価格を超えません。
いづれの当事者も、相⼿⽅に対し、特別な偶発的な⼜は結果として⽣じる損害、
取引・利益・データ・収⼊を含むがそれらに限らず、事前にそれらの損害の可能
性を通知されていたとしても、責任を負いません。
上記の限定責任は、顧客が⾝体的虐待、誤使⽤、異常使⽤、ルミラ・プラット
フォームユーザーマニュアルや取扱説明書に従わない使⽤、詐欺、改ざん、異常
な⾝体的ストレス、不注意、や事故に該当する場合は適⽤されません。
顧客による限定責任保証請求は、書⾯により、適切な限定責任期間内に、⾏われ
なければなりません 。

知的財産：
ルミラ 測定機器、テストストリップ、および供給されるLumiraDxの書類
（「製品」）は法律により保護されている。LumiraDx製品の知財権利は LumiraDx
に帰属する。我々の製品に関する知財権利の詳細はlumiradx.com/IP を参照してく
ださい。

法律上の表⽰：
Copyright©2021LumiraDx UK および関連会社 無断
複写・転載を禁じます。
LumiraDxと炎のロゴは、LumiraDx International LTDの商標として保護されています。
LumiraDxの登録詳細はlumiradx.com/IP をご覧ください。
その他の全商標は個別の所有者に所属します。

製造業者情報：
LumiraDx UK Ltd, Dumyat Business Park, Alloa, FK10 2PB, UK.
Registration number: 09206123

LumiraDx AB, Västra Vägen 5A, 16961 Solna, Sweden

CE mark の適⽤はLumiraDx Instrument、Test Strips、 品質コ
ントロールとConnect Hub のみになります。


