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A bou t LifeScan
LifeScan は血糖測定やデジタルヘルステクノロジーにおいて

Creating a world without limits
for people with diabetes and
related conditions

世界的なリーディングカンパニーです。
革新の 40 年の歴史を持つ LifeScan は、統合された
デジタルヘルスプラットフォーム製品を持ち、
血糖管理（血糖測定器、センサー、穿刺器具）に焦点を当てた、
血糖管理製品およびソリューションの象徴的な
OneTouch® ブランドのメーカーです。

糖尿病と関連疾患を抱える
患者さんに
制限のない世界を創造する

LifeScan は、全世界に 2000 人以上の社員を有し、
OneTouch® ブランドの製品は、世界中で 70 以上の国々、
2000 万人以上の人々に使用されています。

私 た ち の Mission は 糖 尿 病 患 者 さ ん や 関 連 疾 患 を 抱 え る 患 者 さ ん が
それぞれの人生を送れるように働きかけるパーソナライズされた健康と
健康体験を提供することです。

OneTouch® 製品の取り扱いがある国（2021 年 10 月時点）

日本初カラー画面を搭載

先端ディスポーザブルで

ワンタッチウルトラビュー

器 具・ ワ ン タ ッ チ ア ク ロ ®

し た 血 糖 自 己 測 定 器・

を発売。

Powered By Bing
©Australian Bureau of Statistics, GeoNames,
Microsoft, Navinfo, TomTom, Wikipedia

初めて 33G を実現した穿刺

ColorSure® と ふ り か え り

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式

血糖測定サポーター機能を

を発売。

べリオビューを発売。

株式会社を設立。

べリオリフレクトを発売。

機能を搭載したワンタッチ

会 社 か ら 独 立 し、LifeScan Japan

搭載した測定器・ワンタッチ

患 者 さ ん と 医 療 従 事 者 を 繋 ぐ、

クラウドベースのエコシステム、
OneTouch Reveal® を発売。

ジョンソン・エンド・

ア メ リ カ・ カ リ

ジョンソン・エンド・

LifeScan 創立。

を買収。

フォルニア州にて
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ジョンソンが LifeScan

ジョンソン株式会社

の ラ イ フ ス キ ャン
事業部として、日本
進出。
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Ou r B rand

私たち LifeScan は、糖尿病患者さんがより良い日常
生活をお送りいただけるよう OneTouch ブランド ®
として血糖測定器を開発して参りました。

いつも一緒に、一歩先へ
私たちは患者さん、そして医療従事者の皆さんにいつも
寄り添いながら、糖尿病とうまく付き合っていくための

※実際の画面と異なる場合がございます。

自分なりの方法を見つけるお手伝いをします。
糖尿病の患者さんが毎日、自分のやりたいことを実現で
きるように、私たち OneTouch がサポートします。

Bluetooth ® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、LifeScan Scotland Ltd、およびその関連会社
によるこれらのマークの使用はライセンス契約に基づいて行われます。その他の商標および商号は、それぞれの所有者のものです。
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Ou r Bu sines s
製品ポートフォリオ

センサー

院内専用機

ワンタッチべリオ ® センサー

スタットストリップ グルコース ケトン（左）
スタットストリップ エクスプレス グルコース ケトン（右）

LifeScan は、世界で血糖測定器を提供するリーディングカンパニーです。
世界中で 2000 万人以上が使用しており、テクノロジー主導のソリューション、
革新的なデジタルパートナーシップを提供しています。

ISO15197：2013 の基準を満たす測定精度と、9 年間の
正確性調査、スマートスキャン ® テクノロジーによる正確

血糖自己測定器とセンサー

さの追求、さらに 0.4 μℓ以上の少量の血液で測定が可能
な、高精度なセンサー。＊

＊既知濃度の検体を測定するとき、測定値の95％が既知濃度の±15％以内（≧80mg／dL）
または±12mg／dL 以内（＜80mg／dL）に含まれる

血 中 グ ル コ ー ス 測 定 に お い て、院 内 全 部 署 で の 使 用 が
FDA に唯一認可（2019 年 9 月時点）。検査室なみの高精度
を実現 1。測定可能な検体が多く 2、グルコース・ケトンが

測定でき、電子カルテへのデータ転送も可能。

＊同時再現性評価にて、変動係数（CV）が 4.5％以下（≧ 80mg／dL）
、標準偏差（SD）が
3.6mg／dL 以下（＜ 80mg／dL）

1 Kost GJ, Tran NK, Louie RF, Gentile NL, Abad VJ. Assessing the performance  
of handheld glucose testing for critical care. Diabetes Technol Ther. 2008

穿刺器具

App

OneTouch Reveal®
モバイルアプリ／ウェブアプリ

ワンタッチべリオリフレクト ™

ワンタッチべリオビュー®

ワンタッチアクロ ®（左）・アクロ ® ランセット（右）

測定結果から得たはげまし・アドバイス・気づきを
提供する血糖測定サポーター機能を搭載した唯一の
測定器。
（2019 年 12 月現在）

見やすい大きい画面、人間工学に基づいた設計、ふ
りかえり機能など、毎日使うものだからこそ “ 使い
やすさ ” を大事にした測定器。

33G の細い針を使用し、痛みを連想させる穿刺時の音を
軽減。痛みの軽減を目指した穿刺器具。

Dec；10（6）
：445-51.
2 毛細管血、静脈血、動脈血、新生児血での測定が可能（グルコース測定時）

患者さんと医療者を繋げ、糖尿病患者の健康管理をサポー
トすることを目指したクラウドベースのエコシステム。

デジタルパートナーシップ

品質ポリシー

私たちは糖尿病管理において、血糖値のみならず、ウェルネス、運動、食事、栄養、健康、体重などを様々な

私たちは、安全で、信頼できる高品質の製品及びサービスをお客様に提供することに取り組みます。これは

パートナーシップを通じて、シームレスに管理することが不可欠であると考えています。

私たち LifeScan の品質方針です。私たちは血糖自己測定器、血糖管理のソフトウェアといった製品をお届け

LifeScan は、患者さんの制限のない生活や医療従事者をサポートできるように、新しいサービス、ツール、

するとともに、糖尿病関連の情報も合わせてお伝えしております。また 24 時間 365 日製品に関するご質問

最先端のデジタルテクノロジーを結びつけるパートナーシップをリードしたいと考えております。

なども受け付けております。これら私たちの活動全てが安全で高品質であり、お客様から信頼いただけるよ
う研鑽しています。また、お客様の貴重なご意見は方針を同じくする全世界の LifeScan で統一されたシステ
ムに入力され、新しい製品の開発や改良のために役立てられています。製品開発からサービス体制に至るま

最新の製品ラインナップに関しては、


で、全世界の LifeScan 製品がお客様により信頼していただけるよう活動しています。

弊社ホームページをご参照ください。
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Re spo nsib i l i ty
お客様とともに

地域社会とともに

私たちは、製品やサービスを自信をもってお届けしています。

Care は LifeScan のコアバリューの一つ

患者さんや医療従事者に寄り添ったサービスを提供する

です。LifeScan はグローバルおよびロー

Lifescan Japan の部門を紹介します。

カル規模で、製品の寄付、チャリティ、
ボランティア活動を通じて、患者さんや
医療従事者、私たちが住む地域社会、そ

コールセンター

ワンタッチコールセンターでは、血糖測定器についてわからないことや困っ
たことがあった際に、夜間や休日でも迅速にお応えできるよう、24 時間

してお互いを Care し、サポートしてい
ます。

365 日サポート体制をとっております。対応の際は自動音声ではなく、つ
ねにスタッフが電話口で対応します。その為、ご高齢の患者さんでも安心し
てご利用いただけます。また製品の操作に関するお問い合わせの際には、一
緒に操作しながら、ゆっくりご案内いたします。もし故障が発生したとき
は、測定器の状態をお電話口でお伺いし、必要に応じてすみやかに製品のお
取り換えの対応を行います。患者さんのご対応以外にも、医療従事者や販売
代理店の皆さまなど、様々な方からのお問い合わせに対応しています。患者
さんが安心して血糖測定を行えるように寄り添ってサポートする、それが
ワンタッチコールセンターです。

LifeScan Diabetes
Institute

LifeScan Diabetes Institute は世界の LifeScan に存在する education に
特化した組織で、日本の LifeScan Japan にもその専門チームがあります。

2018 年の LifeScan の活動実績

550 万本の血糖測定センサー、
40,5000 台の血糖測定器、
299,000 本の穿刺針を寄付しました

● 

70 を超えるコミュニティ組織で
6,500 時間以上のボランティア活動

● 

「糖尿病患者さんに寄り添う医療者と共に一歩先へ」を mission とし、医療
従事者の方向けのセミナーの企画運営、糖尿病患者さんやそのご家族向け
の資材の企画提供などをおこなっています。
いつでも顧客目線とチャレンジ精神を忘れずに、わたしたちが提供するプロ

インドネシア、フィリピン、日本、
グアテマラ、米国での
ハリケーン、津波、火災の災害救援を支援

● 

グラムにおいて「また学びたい」
「また来たい」と全てのお客様に感じていた
だけるよう、
新鮮で楽しい“学びの場”創りをスタッフ全員で目指しています。

カスタマー
エクスペリエンス

サプライチェーンの上流から下流までのすべてを担うカスタマーエクス
ペリエンス部は、お客様からのご注文の受領から物流センターでの製品
管理や出荷業務、納品実績の集計や請求業務、債権回収まで幅広く行って
います。
グローバルな生産・物流プロセスの中で全体最適を図り、お客様に間違い
なく製品をお届けする「安定供給」に日々努めています。
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我々の Vision である “ 糖尿病と関連疾患を抱える患者さんに制限のない世界を創造する
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達成するために LifeScan がもつ、共通の価値基準です。
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LifeScan Japan 株式会社
国内の営業拠点
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事業内容
1. 医療機器の販売
福岡
名古屋
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関連する一切の事業
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Create
Create
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Connect
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Create

Employee’s Voice

Connect

Compete

Compete
Compete
Compete
Compete

愛知県名古屋市中村区名駅4-24-16
広小路ガーデンアベニュー 3 階

Ou r S h a re d Val ues

福岡県福岡市博多区博多駅東

2-5-19 サンライフ第 3 ビル 6 階

お客様に製品をお届けするために、尽力する社員の声をご紹介します。

Sales

安藤 琴海

血糖測定器を扱う競合他社は多く存在しますが、血糖測定器専門メーカーとして、糖尿
病患者さん、サポートされる医療従事者様にお役立て頂ける No1. メーカー、営業であ
りたいという思いで日々活動しております。私たち LifeScan 社員には Our Shared
Values の Care の１つである “ 私たちは患者さんおよびサポートするすべての人たちを
最優先に考え行動します。” が根付いていると感じます。そういった思いが医療従事者の
方々へ届き、ライフスキャン製品を選んで頂き、最終的に製品をご使用された患者さん
からポジティブなフィードバックを頂いた際に、大変やりがいを感じます。これからも
少しでも多くの患者さんに LifeScan 製品を届けられるよう努力し続けたいと思います。

Sales Manager

増山 亮介

私は医療従事者の皆様や患者さんのニーズをしっかり認識し、それに対してLifeScanの製
品がどう活用できるかを常に考え・提案することをモットーにしております。私の所属は
営業部ですので売上目標はありますが、チームメンバーへも『医療従事者目線 / 患者さん目
線』を絶対に忘れず、皆様のご要望に対して最善を尽くすように常に指導をしております。
また、血糖測定器自体は患者さんの命に直接危険を及ぼす製品ではありませんが、表示さ
れる測定値によってその後の処置が変わる可能性があることを考えると、命を左右する医
療機器だと思っています。安心・安全のために、皆様からいただいたご意見には真摯に早
急に対応することで、信頼され続けるパートナーになれるように今後も精進していきます。

Professional Education ＆ Engagement

小澤 佑奈

OneTouch 製品をより多くの方へ製品をお届けするための新規市場開拓戦略や、お取
引代理店さまとの施策関連を担当しております。治療したら完治できる、というもの
ではないのが糖尿病。だからこそ、患者さんを支える医療従事者・関係者の皆様と共
に考え、血糖測定器の活用提案を通じ少しでもお役にたてることにやり甲斐を感じま
す。高齢化する日本で、慢性疾患領域に対しアプローチできることは社会貢献性の高
い仕事だとも感じます。LifeScan は社内の意思決定のスピードがはやく、新しい取り
組みに対しても柔軟だと思います。刻一刻と変化する医療現場で求められるものは何
か、これからも社員一丸となって考え、価値をお届けできたらうれしく思います。

Marketing

渡邊 将人

日々刻々と変化するビジネス環境の中で、自分自身も変化に適応し持続的に成長して
いかなければならないかと思いますが、LifeScan では個人の裁量権も大きく、責任あ
る仕事に携わることが出来る為、非常にやりがいを感じています。現在はマーケティ
ング部にて主力製品である血糖自己測定器や穿刺器具、アプリ等を担当し、営業部は
もちろんのこと品質保証部や薬事本部といった他部署とも連携しながらプロモーショ
ン戦略の立案・実行・推進までを担っております。糖尿病市場を正しく理解し、今後
多様化するニーズに応えていくことで 1 人でも多くの医療従事者や患者さんに
OneTouch 製品をお届けしていきたいと考えています。
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