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システム内容： 
以下に記載する Dexcom G4 PLATINUM システム製品を使用してください。

DEXCOM G4 PLATINUM システム

Dexcom G4 PLATINUM センサー

Dexcom G4 PLATINUM モニター

Dexcom G4 PLATINUM トランスミッター

• センサー
• トランスミッター
• モニター

• モニター接続ケーブル
• 充電器 
• 取扱説明書

使い方のポイント：
ご使用の際は血糖自己測定器が必要です。
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本システムを使用することで、5分ごと、最長7日間の持続グルコース測定ができます。これら
の測定値は、グルコースレベルの変動及びパターンの確認ができます。

本システムには、センサー、トランスミッター、及びモニターが含まれます。センサーは皮下に
挿入し持続的にグルコースレベルをモニターするもので、最長7日間使用後廃棄します。トラ
ンスミッターは、センサーで測定したグルコース情報をモニターに無線で送信します。このト
ランスミッターは6ヶ月間再利用可能な装置です。モニターは、グルコース情報を受信して表
示する機器です。

この取扱説明書では、糖尿病患者（2歳以上）を対象としてDexcom G4 PLATINUMシス
テムの使用方法を説明します。

ご使用される前に、この取扱説明書をよくご覧ください。 

はじめに
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使用目的

本品は、糖尿病患者の間質液中のグルコース濃度を測定し変化の傾向とパターンを示す持続
グルコースモニタシステムです。本品は、皮下に挿入したセンサーにより間質液中のグルコース
濃度を連続的に記録し、得られた情報をモニターに表示します。さらに、得られた情報を汎用
コンピュータ及びインターネットを経由して専用ソフトウェアに送ることにより、コンピュータ
に表示します。これらの得られた情報により、糖尿病管理を最適化するために必要な血糖値
変動パターン情報を提供します。本品によって得られた情報は通常使用する自己血糖測定を
代替するものではなく、補助することを目的としています。患者による在宅での使用及び医療
機関での使用を意図しています。

本システムで得られたデータは高血糖症及び低血糖症の検出に役立ちます。

重要な情報

Dexcom G4 PLATINUM システムを使用する前に添付文書をよくご覧ください。禁忌、
警告、使用上の注意、注意及びその他の重要な情報は、添付文書でご確認いただけます。
糖尿病の管理に役立てるために、医師とご相談ください。添付文書には、デバイスの性能に
関する重要な情報が記載されています。

警告
•  Dexcom G4 PLATINUM システムは、血糖自己測定器の代用として用いるものではな
く、その測定結果を補完するために用いる装置です。医師は本品の使用によって得られた
情報のみを用いて、糖尿病治療を変更すべきではありません。

•  アセトアミノフェンを含有する薬物を服用すると、本品のグルコース値が偽高値を示すこ
とがあります。服用中は低血糖症状を見過ごさないでください。
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禁忌

•  センサーを再使用しないでください。

使用上の注意
•  本品を使用する際は、取り扱いの説明を受けるか、この取扱説明書を読んでからご使用く 
ださい。

•  インスリン投与量などの治療の決定には、本品ではなく血糖自己測定器で測定した正確な
血糖値を使用してください。

•  D e x c o m  G 4  P L AT I N U M  システムは、血糖自己測定器の代わりに使用する
ものではありません。血糖値は、グルコース測定値と異なる場合があります。  
Dexcom G4 PLATINUM システムは、糖尿病管理における判断に役立つ情報を提供します。 

•  Dexcom G4 PLATINUM システムは、MRI 又は CT スキャン中あるいはジアテルミー療法と
併用しての動作確認は実施しておりません。

•  高血糖、 低血糖の兆候を見逃さないで下さい。グルコース測定値が症状に合致していない場
合には、血糖自己側定器を使用して血糖値を測定してください。

•  キャリブレーションの頻度が12時間ごとよりも少ないと、本品のグルコース測定値が不正確
になるおそれがあります。

•  センサーは、まれに破損する場合があります。センサーが折れてその一部が皮下に残って見
えない場合は、取り出そうとせず、医療機関にご連絡ください。感染又は炎症の症状（発赤、
腫れ又は痛み）がある場合、直ちに医療機関を受診してください。センサーが壊れた場合は、
販売業者又は医療機関ににご連絡ください。

•  Dexcom G4 PLATINUM システムは、妊婦又は透析患者への使用については、安全性が
確立されていません。

•  腹（腹部）の皮下以外の部位、又は2歳～17歳の患者の場合は腹もしくは臀部上部以外の部
位にセンサーを装着することは認められていません。

•  損傷した又は亀裂が入ったトランスミッター•モニターは、電気的安全性の問題又は不具合
を生じる恐れがあるため、使用しないでください。 

•  センサー及びトランスミッターには、窒息の危険をもたらす可能性がある小型部品が含まれ
ます。センサーやトランスミッターの部品を子供が飲み込まないように注意してください。トラ
ンスミッターには磁石が含まれ飲み込むと危険です。

•  センサーの滅菌包装を開封する前に、汚染を防ぐため石鹸で手を洗ってください。 
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•  センサーを装着する前に、感染防止のため必ず、センサー装着位置の皮膚をアルコール綿
で消毒してください。消毒した部位が乾くまではセンサーを装着しないでください。

•  センサーを挿入するたびに挿入部位を変えてください。 

•  センサーの挿入部位は、何かがぶつかったり押されたりする可能性のある部位や傷、入れ
墨又は刺激のある皮膚を避けてください。

•  センサーから7.62cm 以内の部位にインスリンを注射したりインスリンポンプを設置した
りしないでください。インスリンが本品のグルコース測定値に影響することがあります。

•  センサーは、滅菌品です。滅菌包装が破損又は開封されている場合は使用しないでく
ださい。

•  システムをキャリブレーションするために、注意深く行われた血糖値を測定してから5分以
内に血糖計が表示する正確な値を入力してください。間違った血糖値又は5分前よりも前
の血糖値を入力すると、不正確なグルコース測定値をもたらす恐れがあります。

•  トランスミッターからモニターへの無線通信範囲は障害物がない状態で6メートルです。
無線通信は水中では十分機能しないため、プールや入浴中、あるいはウォーターベッドな
どを使用の際は、通信範囲は著しく減少します。

•  センサーは、2℃～30℃の温度で保管する必要があります。この温度範囲内であれば、セン
サーを冷蔵庫で保管することもできます。センサーは、冷凍庫内で保管してはいけません。

•  モニターは USB ケーブルを接続していない時は USB ポートカバーを閉じたままにしてくだ
さい。USB ポートに水が入ると、モニターが故障する場合があります。

•  センサーのグルコース値が偽高値を示すことがあるので、ヒドロキシカルバミドを摂取する 
際にはご注意ください。誤差の程度は体内のヒドロキシカルバミド量によります。
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第1章
Dexcom G4 PLATINUM システムの基礎知識
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1.1 センサーの概要
センサーを腹部の皮下に装着してグルコースレベルを連続的に測定します。

センサー及びトランスミッターは最長7日間皮膚上に装着できます。

1.2 トランスミッターの概要
トランスミッターは、グルコース情報をモニターに無線で送信します。センサーとトランスミ
ッターは耐水性であり、トランスミッターが完全に装着されていれば、シャワー、入浴、水泳
が可能です。トランスミッターを捨てないでください。トランスミッターは再使用可能です。

トランスミッターからモニターへの無線通信範囲は、障害物がない状態で、6メートルです。
無線通信は水中では十分機能しないため、プールや入浴中、あるいはウォーターベッドなど
を使用の際は、通信範囲は著しく減少します。

トランスミッターは使用開始から6ヶ月使用できます。右側に
表示されるトランスミッターの電池残量低下の画面表示を確
認したら、できるだけ速やかにトランスミッターを交換してく
ださい。トランスミッターの電池は、このアラートが表示され
てから早ければ1週間でなくなる可能性があります。

プランジャー

アプリケーター（筒内
に導入針とセンサー
プローブを含む）

トランスミッターラッチ

リリースタブ

安全ロック

カラー

センサーポッド
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1
1.3�モニターの概要
モニターは、グルコース測定値、変化の方向と速度の矢印及び変動グラフを表示する装置で
す。トランスミッターからモニターへの通信範囲は、最大6メートルです。

モニターは IP22 と評価されており、雨滴に対してある程度保護されていることを意味しま
す。モニターに液体をかけたり、モニターを液体中に落としたりしないでください。USB ケー
ブルを接続していない時は、USB ポートカバーを閉じたままにしてください。

無線通信は水中では十分機能しないため、プールや入浴中、あるいはウォーターベッドなど
を使用の際は、通信範囲は著しく減少します。

例：3時間変動グラフ画面

変動グラフ時間

矢印マーク

現在の時刻

直近5分のグルコース測定値

目標グルコー
ス値設定

低めグルコース
アラート設定

直近グルコース測
定値のプロット

アンテナ

電池 ステータスバー

高めグルコース
アラート設定 グルコース値
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モニターには5個のボタンがあり、そのボタンを使用して、設定及び操作を制御する表示画
面を移動し、モニターの設定を変更できます。画面は、グルコース測定値、変動グラフ及び矢
印マークを表示します。

モニターとトランスミッターは無線でペアリングされ、安全に互いに対してのみ通信を行い
ます。

本品を使用するためには血糖自己測定器が必要です。

上ボタン

下ボタン

選択ボタン

右ボタン

左ボタン
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1

1.4 モニターの電池の充電
モニターの電池は再充電可能です。充電式電池は、同梱の充電
ケーブル及び充電器を用いてフル（満）充電された状態から約3
日もちます。電池寿命は、モニターを操作した頻度などの使用
環境に影響されます。電池残量が低下すると、モニターはアラー
トを出します。
モニターの電池は交流電源を使用して充電することができます。
交流電源を使用して空の電池をフル充電するには約3時間かか
ります。
モニターの充電はいつでもできます。電池をフル充電するために電池を空にする必要は
ありません。

1.4.1 交流電源コンセントからのモニターの電池の充電

電池残量低下の指示

使い方のポイント：
モニターを医療機関から患者さんへ貸し出す場合は、同梱の充電器ならびにUSBケ
ーブルも必ず一緒に貸し出してください。

電池を再充電するには、以下の指示に従ってください。
1.  同梱のUSBケーブルをACアダプターに挿し込みます。
2.  ACアダプターをAC電源コンセントに挿し込みます。
3.  モニターの側面のUSBポートカバーをスライドして開けて、ポートに差
し込みます。

4.  ケーブルのマイクロUSB端子をモニターUSBポートに挿し込みます。

USB ケーブルが取り付けられていないときは常に、モニターの USB ポー
トカバーを閉じたままにしてください。
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使い方のポイント：
•  USBポートカバーをスライドして開けるときは、親指でしっかりと押し下げます。

5.  電池充電画面がモニターに表示されます。

6.  数秒後に変動グラフが再度表示され、その左上隅に電池充
電アイコン（ ）が表示されています。

役立つポイント：
•  センサーを装着する前に毎回モニターの電池を充電してください。電池レベルを定期
的に点検して十分な充電量であることを確認してください。

•  電池が空になった場合、充電をしなくても3日間は日時情報を維持します。3日後、モ
ニターの時間をリセットするよう表示されます（第2章、セクション2.2「一般設定メニュ
ー」を参照してください）。

•  同梱されているDexcom充電器のみを使用してください。他の充電器は使用しないで
ください。付属の充電器を他の製品に使用しないでください。
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1
  メインメニューに関する詳細情報は、以下に示すセクションでご確認いただけます。

使用中にモニター上に表示される画面について、巻末Ｉ「モニターのアラート、アラーム及び
指示」を参照してください。

メニュー 目的 取扱説明書の�
参照箇所

変動グラフ 変動グラフを表示
•  3時間変動グラフは、モニターをオンにしたときに常に表示さ
れます。

第5章

センサーの�
使用開始

測定を開始
•  このメニューは、トランスミッターIDが入力済みで、かつ測定中
ではない場合にのみ表示されます。

第3章

血糖値入力 キャリブレーション用に血糖値を入力 第4章

サウンド設定 サウンド設定では、必要に応じて、アラート及びアラームのサウン
ドパターン及び音量を変更できます。

第6章

イベント入力 食事、インスリン、運動及び健康状態に関する個人情報を入力 第7章

アラート設定
高め／低め

モニターからの高め及び低めアラートの通知の設定を変更 第6章

一般設定 時 刻 、日 付 及 び ト ラ ン ス ミ ッ タ ー I D を 変
更、Dexcom G4 PLATINUMシステムのハードウェア及びソフ
トウェアのバージョン番号、トランスミッター電池残量、最終キャ
リブレーション値、センサー装着時刻を表示

第2章

電源を切る グルコース測定中、センサー、トランスミッター及びモニター間の
すべての通信を一時的にオフグルコース測定値を受信しません
が、センサーの寿命は変わりません。

第3章

センサーの�
使用停止

測定を早期に停止
•  このメニューは、測定中のみ表示されます。グルコース測定値は
受信しません。停止してもセンサーの寿命は延びません。

第9章
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第2章
Dexcom G4 PLATINUMシステムのセットアップ
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お使いになる前には必ずこの章をお読みください。

2.1 セットアップウィザード
1.  モニターのセットアップを行う前に、トランスミッターをパッケージから出しておきます。トラン
スミッターはパッケージから外してから10分後に作動開始します。

2.    モニターがフル充電されていることを確認します（第1章、セクション1.4「モニターの電池の
充電」を参照してください）。

3.    モニター上の選択ボタンを押して、モニターをオンにします。モニターを初めてオンにする
と、以下のセットアップ情報の入力画面に移行します。

  a. 言語を選択します。

  •  上又は下ボタンを押して所望する言語を選択します。
  •  選択ボタンを押して反転表示された言語を設定します。

  b.  日時を設定します。表示は年/月/日YYYY-MM-DDです。

  •  上又は下ボタンを押して現在の日時を入力します。
  •  右ボタンを押して次の項目に移動します。
  •  選択ボタンを押して日付の変更を確定します。
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  c. トランスミッターIDを入力します。

  •  上又は下ボタンを押してトランスミッターIDを入力します。
  •  選択ボタンを押してトランスミッターIDの入力を確定します。

トランスミッターIDは、5個の数字及び／又は文字からなります。トランスミッターIDは、以下で
確認できます。

• トランスミッターの包装箱外側ラベル。

• トランスミッターの底部。

役立つポイント：
•  セットアップを完了後に言語、日時又はトランスミッターIDを変更する場合には、セクシ
ョン2.2「一般設定メニュー」を参照してください。
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  d.  低め及び高めアラート値を設定します。低め及び高めアラートは、80 mg/dL 及び
200 mg/dLにあらかじめ設定されていますが、必要に応じて変更できます。

  •  上又は下ボタンを押してアラート値を変更します。高めアラートは10 mg/dL単位、低めア
ラートは5 mg/dL単位で変更できます。

  •  選択ボタンを押して希望するアラート値を確定します。

セットアップウィザードはここで完了します。Dexcom G4 PLATINUMシステムの使用を開始
するために、センサーを装着する必要があります（第3章、「センサーの装着及びセンサー測定
の開始」を参照してください）。

役立つポイント：
•  アラート値は、アラートメニューでも変更できます。

•  測定の単位（mg/dL）は変更できません。
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2.2.2 モニターの日付／時刻の設定
以下のステップに従って日時を設定します。
1.  一般設定メニューから、上又は下ボタンを押して「日付／
時刻」までスクロールし、選択ボタンを押します。

2.  右ボタンを押して日時の各値を反転表示させます。続い
て、上又は下ボタンを押して任意に修正を行い、続いて、
右ボタンを押して次の値に移動します。表示は年/月/日
YYYY-MM-DDです。時刻を選択後、選択ボタンを押しま
す。一般設定メニューに戻ります。

2.2 一般設定メニュー
一般設定メニューでは、セットアップウィザード完了後における、日時又はトランスミッターIDの
変更方法を示します。

2.2.1 一般設定メニューの開始
1.  選択ボタンを押してモニターをオンにします。3時間変動グラフが現れます。
2.  選択ボタンを押してメインメニューを表示させます。
3.  メインメニューから、上又は下ボタンを押して「一般設定」までスクロールし、選択ボタン
を押します。一般設定メニューが表示されます。
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2.2.3 トランスミッターIDの入力
（キットに含まれていたトランスミッター及び／又はモニターの交換品として）新しいトラン
スミッター及び／又はモニターに切り替えたときは常に、モニターにトランスミッターIDを入
力する必要があります。トランスミッターIDは、5個の数字及び／又は文字からなり、以下の
場所で確認できます。

  • トランスミッター包装箱の外側ラベル。
  • トランスミッターの底部。

トランスミッターIDのが見つからない場合は、かかりつけの医療機関又は販売業者に連絡し
てください。

以下のステップに従ってトランスミッターIDを入力します。

1.  一般設定メニューから、上又は下ボタンを押して「トラン
スミッターID」までスクロールし、選択ボタンを押します。

2.  最初の数字又は文字から始めます（「SN」は入力しません）。

  a.  上又は下ボタンを押して正しい数字又は文字を表示させ
ます。

  b.  右ボタンを押して次の値に移動し、ステップaを繰り返し
ます。トランスミッターIDが表示されるまでステップa及
びbを繰り返します。 

  c.  5番目の数字又は文字を入力後、選択ボタンを押しま
す。一般設定メニューに戻ります。

使い方のポイント：
•  トランスミッターIDの設定ができるのは、測定中ではないときに限ります。測定中は
一般設定メニューに「トランスミッターID」は表示されません。

使い方のポイント：
•  電池が空になった場合、モニターの日時がリセットされることがあります。そのような場
合には、アラートが出て、自動的に日時設定画面に移ります。
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2.2.4 モニター言語の選択

以下のステップに従ってモニター言語を選択します。

1.  一般設定メニューから、上又は下ボタンを押して「言語」 
までスクロールし、選択ボタンを押します。

2.  上又は下ボタンを押してスクロールし、表示したい言語を
表示させます。

3.  選択ボタンを押して言語を設定します。選択した言語の隣
にチェックマークが表示されます。

2
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2.3 Dexcom G4 PLATINUMシステムに関する情報の確認

システムの情報ついてモニター上で確認できます。

1.  一般設定メニューから、上又は下ボタンを押して「デバイス
情報」までスクロールし、選択ボタンを押します。

2.  測定及びシステムに関する情報が表示されます。下向きにス
クロールすると、以下すべてのデバイス情報が確認できます。
• センサー装着時刻
• 最終キャリブレーション時刻
• トランスミッターの電池残量
• トランスミッターID
• シリアル番号
• ハードウェア番号
• ハードウェアバージョン
• ソフトウェア番号
• ソフトウェアバージョン

3. 左ボタンを押して設定メニューに戻ります。
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測定中は、モニターとトランスミッターとが通信しているかどうか確認することができます。変動
グラフ画面を見るには、選択、左又は右ボタンを押すことによって変動グラフ画面を表示します。

このアンテナのアイコンは、トランスミッターとモニター
とが通信していることを示しています。

この通信圏外のアイコンは、トランスミッターとモニター
とが通信していないことを示しています。

2.4�トランスミッター及びモニターの通信

    トランスミッターからモニターへの無線通信範囲は、障害物がない状態で6メ
ートルです。無線通信は水中では十分機能しないため、プールや入浴中、ある
いはウォーターベッドなどを使用の際は、通信範囲は著しく減少します。

    Dexcom G4 PLATINUMセンサー、トランスミッター及びモニター
は、MRI、CTスキャン又はジアテルミー療法の前に取り外す必要がありま
す。Dexcom G4 PLATINUMシステムは、MRI又はCTスキャン中あるい
はジアテルミー療法と併用については、使用経験がなく、安全性が確立され
ていません。

使い方のポイント：
•  トランスミッター及びモニターは、以下の場合に通信しなくなる場合があります。
  - 金属の近くにあるとき。
  - 電気毛布を使用しているとき。

2
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第3章
センサーの装着及び測定の開始
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Dexcom G4 PLATINUMシステムを使用するためには、センサー、トラン
スミッター、及びモニターが必要です。キャリブレーション用に血糖自己測定
器及び測定試験紙が必要です。装着してキャリブレーションすると、センサー
は最長7日間、グルコース測定値を連続的に測定し、表示します。以下では、
センサーの装着方法及び新しいグルコース測定の開始方法を示します。

3.1 開始する前に

r   モニターが完全に充電されたことを確認してください。第1章、セクション1.4、「モニターの
電池の充電」を参照してください。

r   モニターに表示されている日時が正しいか確認してください。

r    モニターに正しいトランスミッターIDが入力されていることを確認してください（第2章、 
セクション2.2、「一般設定メニュー」を参照してください）。

r    センサーの使用期限日を確認してください。使用期限日の形式はYYYY-MM-DDです。セ
ンサーは、センサーパッケージのラベルに印刷された使用期限より前に装着する必要があ
ります。

r   キャリブレーション用に正確な血糖値を確実に得るために、必ず使用する血糖自己測定器
の取扱説明書に従って下さい。

r   やや湿らせた布又はアルコール綿でトランスミッターの底部を清潔にしてください。トランス
ミッターを清潔で乾いた布の上に置いて2～3分間乾かしてください。

r   血糖計及びモニターの日時が一致していることを確認してください。

センサーが破損して体内に留置されている患者がMRI検査を受けることを想定し、in-vitroで
MRI試験を実施したが、安全上の問題が確認されませんでした。

    センサーは、まれに破損する場合があります。センサーが折れてその一部が皮
下に残って見えない場合は、取り出そうとせず、医療機関にご連絡ください。感
染又は炎症の症状（発赤、腫れ又は痛み）がある場合、直ちに医療機関を受診
してください。センサーが壊れた場合は、おかかりの医療機関又は販売業者に
ご連絡ください。
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新しいセンサーを使用する前に以下のセンサー、アプリケーターの写真をご覧ください。 

    センサーは2℃～30℃の温度で保管してください。この温度範囲であれば、セ
ンサーを冷蔵庫内で保管することができます。センサーを冷凍庫内で保管しな
いでください。

3.2 パッケージからセンサーを取り出す

    センサーは、滅菌品です。滅菌包装が破損又は開封されている場合は使用しな
いでください。

プランジャー

アプリケーター（筒内
に導入針とセンサー
プローブを含む）

トランスミッターラッチ

リリースタブ

安全ロック

カラー

センサーポッド
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3.3 装着部位の選択

センサーを挿入する部位を選択します。 

•  18歳以上:腹部（身体の前方、選択肢A）に挿入します。 

•  2～17歳:腹部（身体の前方、選択肢A）又は上臀部（身体の後方、オプションB）に挿入します。

他のセンサー挿入部位での使用経験はありません。

センサーを挿入するたびに挿入部位を変えてください。
センサーの挿入部位は、何かがぶつかったり押されたりする可能性のある部
位や傷、入れ墨又は刺激のある皮膚を避けてください。
センサーから7.62㎝以内の部位にインスリンを注射したりインスリンポンプ
を設置しないでください。

•  両手を十分に洗って乾かします。

•  パッケージからセンサーを取り出します。センサーをよく見て、損傷がないことを確認します。

•  アプリケーターは再使用できません。安全ロックは、準備が整う前に誤って導入針を外してしま
うことを防ぎます。アプリケーター及びセンサーは、再使用を防止するように設計されています。

腹部、センサー挿入推奨部位A（2歳以上） 上臀部、センサー�
挿入推奨部位B 
（2～17歳のみ）
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3.4 センサーの配置
1.  センサーの挿入部位をアルコール綿で消毒します。センサーを挿入する前に、消毒した部位
が完全に乾いていることを確認してください。

注意：皮膚外用剤又は医療用接着剤で皮膚を前処理する場合は、センサー粘着パッドを装着
予定部分にドーナッツ状に塗布してください。センサーはドーナッツ形状の中央の、皮膚外用剤
や医用接着剤の付着していない清潔な皮膚に挿入してください。乾くのを待ってください。

2.  粘着パッドの剥離紙を中央から半分ずつはがしてください。アプリケーターのプラスチックの
筒を保持し、粘着部分には触れないように気をつけてください。

3.  センサーを図の向きで選択した挿入部位に平らに貼ってください。センサーを上向き又は下
向きに配置しないでください。

4.  粘着パッド周辺を指で押し、ゆがみやしわのないようにしっかりと貼ってください。 

3
理想的なセンサー挿入部位は、体形、活動度合い、過敏性及びその他の特性が影響します。ベ
ルトラインの上又は下のどちらでも挿入できます。センサーの挿入に最適な部位は、平坦かつ
「つまむことができる」ところです。センサーの挿入は、何かがぶつかったり押しつけられたり
する可能性がある部位は避けてください。例えば、ベルト、シートベルトストラップに当たる可
能性のある部位、へその中又はへその近くの部位、腰ベルト近くの臀部上部臀部のかなり下部
でのセンサー挿入は避けてください。 

•  センサーから7.62㎝以内の部位にインスリンを注射したりインスリンポンプを設置しないで
ください。

•  センサーを挿入するたびに挿入部位を変えてください。
•  粘着パッドが確実に固着させるために剃毛する必要がある場合があります。 
•  センサーを挿入する皮膚上にローション、香水又は薬剤が残っていないことを確認してくだ
さい。

センサー挿入部位に関するより詳細な助言については、医師に問い合わせてください。
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3.5�センサーの挿入
アプリケーターを皮膚上に装着し、安全ロックを取り外せばセンサー挿入準備完了です。以下
のステップに従って、センサーを装着してください。

使い方のポイント：
•  安全ロックは、トランスミッターを取り外す際に使用します。ご自身で保管していた
だき、測定終了時、第8章、セクション8.3「トランスミッターの取り外し」の指示に従
い、ご使用ください。

5.  アプリケーターをつかみます。以下の図で矢印が示す方向に、アプリケーターからまっすぐ外
側に安全ロックを引っ張ります。

注意： 使用している医療用テープ及び／又は他の接着テープの使用に関するお問い合わせ
は、販売業者へご連絡ください。

粘着パッド剥離紙を取り外す センサーを皮膚上に貼り付けます

安全ロックを取り外す
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1.  片手で装着する皮膚を掴み、他方の手の人差し指と中指をアプリケーターのカラーの上に
置きます。

2.  親指を白いプランジャーに置きます。プランジャーを完全に押し下げます。クリック音が2回
鳴ったら、導入針とセンサープローブが皮下に挿入されます。

プランジャーを押している間は、カラーを引き上げないででください。

クリック

プランジャーを押し下げます－導入針及びセンサープローブを挿入します

3.  導入針を取り外すために、片手で皮膚を掴んだまま、
他方の手の人差し指と中指をアプリケーターのカラ
ーの下を持ち、親指を白いプランジャーの上部に軽く
載せたままにして、カラーを親指方向に引きます。クリ
ック音が2回鳴り、それ以上引けなくなります。このス
テップで、導入針が体外に抜け、センサープローブが
皮下に残ります 

  4.  アプリケーターを外します。センサーポッド両脇のリ
リースタブを押しながらアプリケーター筒を外します。
（リリースタブの前側を押すと後ろ側が広がりアプ
リケーター筒が外れます。）。このステップにより、セ
ンサーポッドだけが皮膚上に残ります。

  •  アプリケーターを外す際に、トランスミッターラッチ

クリック

カラーを戻す－導入針を体外に抜く

アプリケーター筒を外す
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トランスミッターラッチ

が倒れていることを確認してください。 

  •  必ずリリースタブの中央部を両側から押してください。 

  •  リリースタブを両側から押しながら、アプリケーターを前方に揺らして身体から外側に離し
ます。

挿入で問題が起きた場合、センサー及びアプリケーターを保管し、おかかりの医療機関に連絡
してください。

3.6�トランスミッターの装着
センサーを挿入した後、トランスミッターをセンサーポッド内に装着します。以下のステップに従
ってトランスミッターを装着します。

1.  トランスミッターは使用の度に底面を湿らせた布又はアルコール綿で清拭し、よく乾かしてく
ださい。トランスミッターの底部にある金属部に皮膚が触れないよう注意してください。消毒
手順については第10章、セクション10.3「洗浄及び消毒」を参照してください。トランスミッタ
ーの底部を傷つけると耐水シールが傷つくおそれが
あるため、傷つけないように注意してください。

2.  トランスミッターの平らな面を下にしてセンサーのセ
ンサーポッドに置きます。

3.  片手で皮膚を掴み、他方の指でトランスミッターを支えながらセンサーポッドにトランスミッ
ターを固定します。

  a.  センサーのトランスミッターラッチをトランスミッターの上方に引いて、トランスミッターを
はめ込みます。クリック音が2回鳴り、トランスミッターが装着されます。トランスミッターが
確実に装着されたことを確認してください。

  b.  トランスミッターが確実に装着されていることを
確認するため、親指と人差し指をセンサーポッド
の両脇に沿わせ、もう一方の親指でトランスミッ
ターを押さえつけてください。

トランスミッターをセンサーポッド内に
装着する
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3.7�測定の開始
以下のステップに従って新しいセンサーを挿入したことをモニターに伝えます。 

1.  選択ボタンを押してモニターをオンにします。

2.  変動グラフから、選択ボタンを押してメインメニューを表示
させます。

3.  上又は下ボタンを押して、「センサー使用開始」が表示され
るまでスクロールします。

4.  選択ボタンを押して測定の開始を確定します。センサー使用
開始の処理画面が表示され、測定の起動及び2時間のスタ
ートアップが開始されます。

5.  続いてモニターは3時間変動グラフに戻ります。

3
4.  片手でトランスミッターを押さえながら、他方の手でトランスミ
ッターラッチをひねって取り外します。

トランスミッターラッチを取
り外す

役立つポイント： 
•  トランスミッターを装着する際にクリック音が2回鳴り、確実に装着されたことを確
認してください（第3章を参照してください）。確実に装着されていない場合は、液体
がトランスミッターの下に入り、測定が不正確になるおそれがあります。

•  センサーポッドが皮膚に取り付けられている間は、トランスミッターをセンサーポ
ッドから取り外さないでください。
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[0-24]
分

[24-48]
分

[72-96]
分

キャリブレーシ
ョンできます

[48-72]
分

開始

3.8　センサースタートアップ期間
センサーは、皮下になじむまで、2時間のスタートアップ期間が必要です。

スタートアップ期間中に選択ボタンを押してモニターディスプ
レイをオンにすると、変動グラフの右上隅には、2時間のカウン
トダウンアイコン が表示されます。

時間の経過とともに、カウントダウンアイコン は塗りつぶさ
れ、最初のキャリブレーション時間に近づいていることを知ら
せます。このアイコンの表示例は、以下の画像を参照してくださ
い。カウントダウン中は、グルコース測定値、アラート及びアラ
ームは受け取りません。

役立つポイント：
•  センサー使用開始メニューの選択肢は、メインメニューから消えます。選択肢は、起動
中の測定が終了した後に再度表示されます。メニュー画面上にセンサー使用開始の
選択肢がない場合、その測定を継続するか又は測定を停止することができます（第9
章、セクション9.6「センサー停止のトラブルシューティング」を参照してください）。
•  測定を開始後、2時間のスタートアップ期間が終わって最初のキャリブレーションが完
了するまでは、グルコース測定値又はアラートを受信しません。第4章、セクション4.3「
初回キャリブレーション」を参照してください。

6.  測定の開始約1 0分後にモニターを点検して、モニタ
ーとトランスミッターとが通信していることを確認し
ます。アンテナのアイコン が変動グラフの左上隅に
表示されます。通信圏外のアイコン が変動グラフ
の右上隅に表示された場合は、第9章、セクション 9.9
「通信圏外／アンテナなし」を参照してください。
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3

3.10 一時的にモニター電源を切る
電源を切ると、トランスミッターとモニターとの間のすべての通信が停止して、モニターはオフ
になります。モニターの電源を切っている間、グルコース測定値又はいかなるアラートもしくは
アラームを受信しませんが、進行中の測定は継続します。これらのステップに従ってモニターの
電源を切ります。

1.  メインメニューから、「電源を切る」までスクロールします。 
選択ボタンを押します。

3.9 センサーポッドのテープ止め
センサーポッドは、粘着パッドを使用して皮膚に確実に
固定する必要があります。しかし、粘着パッドが剥がれ
てきた場合は、医療用テープで粘着パッドの四辺の上
から均等に固定してください。医療用テープを使用す
る場合、白い粘着パッドの上側にのみ、周囲を囲むよう
にして均等に補強してください。テープでトランスミッタ
ー又はセンサーポッドのプラスチック部分を覆わない
ようにしてください。センサーポッドの下部にはテープ
を使用しない、もしくはセンサー挿入部位には皮膚外
用剤等の物質がかからないようにしてください。

2時間のスタートアップ期間を通して画面の上部に通信圏外 のアイコンが表示されている
場合は、以下を再度ご確認ください。

•  モニターとトランスミッターが6メートル以内にあることを確認してください。10分以内にモ
ニター画面の左上隅にアンテナのアイコンが再表示されるか確認してください。
•  モニターとトランスミッターとが依然として通信していない場合は、デバイス情報画面を点検
して、正しいトランスミッターIDがモニターに入力されているかを確認してください（第2章、
セクション2.3「モニターに関する情報の確認」を参照してください）。
•  正しいトランスミッターIDがモニターに入力されているのに、モニターとトランスミッターとが依
然として通信していない場合には、おかかりの医療機関または販売業者に連絡してください。

2時間のスタートアップ期間の終了時に、モニターは、センサーをキャリブレーションするタイミ
ングであることを知らせます。第4章「Dexcom G4 PLATINUMシステムのキャリブレーショ
ン」では、センサーのキャリブレーション方法を示します。
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使い方のポイント：
•  モニターが濡れた場合、スピーカーとバイブレーションが機能していることを確認する
必要があります。確認は「サウンド設定」-「サウンドを確認する」画面で行うことができ
ます。第6章、セクション6.3「アラートサウンド設定」を参照してください。

3.11�Dexcom G4 PLATINUMシステムの耐水性
センサーとトランスミッターは耐水性であり、トランスミッターが完全に装着されてい
れば、シャワー、入浴、水泳が可能です。センサーは、最大2.44メートルまで最長24時
間沈めた際の耐水性を有することが確認されています。モニターに液体をかけたり、
モニターを液体の中に落としたりしないでください。モニターはU S Bケーブルを接
続していない時は、マイクロU S Bポートカバーを閉じたままにして、液体がモニタ
ー内部に入らないようにしてください。無線通信は水中では十分機能しないため、 
プールや入浴中、あるいはウォーターベッドなどを使用の際は、通信範囲は著しく減少します。

役立つポイント：
•  モニターの電源を切ると、アラート及び低値アラームが作動しませんので、注意してく
ださい。

•  モニターの電源を切ってもセンサーの寿命が7日を超えて延びることはありません。測
定は、開始7日で終了します。 

3.  モニターをオンに戻してトランスミッターとの通信を再開するには、選択ボタンを長押します。
ディスプレイがオンに戻るには最大20秒かかる場合があります。

2. 確定します。

  a.  電源を切りたい場合、選択ボタンを押して確定します。

  b.  電源を切らない場合、右ボタンを押して「キャンセル」を
選択し、続いて、選択ボタンを押してメインメニューに戻
ります。
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第4章
Dexcom G4 PLATINUMシステムのキャリブレーション
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Dexcom G4 PLATINUMシステムは、血糖自己測定器を使用したキャリ
ブレーションが必要です。 

4.1�キャリブレーションの概要
キャリブレーションが必要な時
1. 最初の準備：センサー挿入2時間後
2. 12時間更新：初回キャリブレーション後12時間ごと
3. 追加でキャリブレーションが必要な場合とその理由
キャリブレーションの際、血糖値をモニターに手動で入力する必要があります。市販の血糖自
己測定器が使用できます。
測定開始日に、2時間初回キャリブレーションとして血糖値を2回入力する必要があります。 
2時間初回キャリブレーションの12時間後にキャリブレーションとして血糖値を1回入力する
必要があります。その後は、12時間ごとに血糖値を1回入力する必要があります。キャリブレー
ションが必要な場合、モニターが通知します。また、必要に応じ、追加で血糖値を入力するよう
に指示される場合もあります。7日間の測定中のキャリブレーションスケジュールの例を以下
に示します。

    測定中にアセトアミノフェンを含有する薬物を服用すると、本品のグルコース
値が偽高値を示すことがあります。誤差の程度は体内のアセトアミノフェン量
によります。

7日間の測定中の最小キャリブレーションスケジュールの例

月曜日（測定の1日目）：

火曜日 - 日曜日（2-7日の測定）：

8:00 10:00 22:00

22:00

12時間の更
新キャリブレーション

10:00

2時間スター
トアップキャリブレーション

センサー
の装着

12時間の更
新キャリブレーション

12時間の更
新キャリブレーション
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4.2�キャリブレーションの方法
キャリブレーションには、血糖自己測定器で測定した正確な血糖値を入力してください。キャリ
ブレーションに使う血糖値は40～400 mg/dLの範囲で、5分以内に測定した値でなければな
りません。

キャリブレーションの方法を以下に示しています。

1.  血糖自己測定器を使用し指先の血糖値を測定します。

2.  変動グラフ画面から、選択ボタンを押してメインメニューを表示します。

3.  上又は下ボタンを使用して、「血糖値を入力する」までスクロールします。

4.  選択ボタンを押します。血液アイコン及びmg/dL単位の数
字を伴う画面が表示されます。

4

役立つポイント：
•  キャリブレーションには、指先以外の場所で採血した血糖値は使用しないでくださ
い。7日間の測定中は、同じ血糖自己測定器で測定した血糖値でキャリブレーションを
行ってください。

    間違った血糖値又は5分以上前に測定した血糖値を入力すると、グルコース
測定値が不正確になる場合があります。

使い方のポイント：
•  血糖値が40～400 mg/dLの範囲でキャリブレーションすることができます。
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  a.  モニターが最新のグルコース測定値を有していない場
合、初期設定の血糖値は120 mg/dLです。 

  b.  過去15分間にグルコース測定値が存在した場合、「血糖
値を入力する」画面は、現在のグルコース測定値を開始
点として表示します。キャリブレーションに現在のグルコ
ース測定値を使用しないでください。血糖自己測定器で
測定した血糖値のみを使用してください。

  c.  血糖測定を行う前に、手を洗い、測定試験紙が期限切れではないこと、適切に保管され
ていたことを確認してください。

血糖自己測定器又は測定試験紙に備えられている添付文書に従って、血液サンプルをテスト
ストリップに注意深く塗布してください。

5.  血糖値を入力するには、上又は下ボタンを押して正しい値が表示されるまでスクロール
し、 選択ボタンを押してください。

6.  入力した血糖値が正しいことを確認してください。間違った値を入力すると、センサーの精
度に影響を及ぼす場合があります。

  a.  表示された血糖値が正しい場合、選択ボタンを押してく
ださい。

  b.  表示された血糖値が間違っている場合、右ボタンを押して
「キャンセル」を表示させ、続いて、選択ボタンを押して「
血糖値を入力する」に戻ってください。正しい血糖値を入
力するためにこれらのステップを繰り返してください。

  c.  選択ボタンを押さなかった場合、「時間切れ」となり、血糖
値はキャリブレーション用に記録されません。

7.   「血糖値を入力する」の処理画面が現れて、血糖値がキャ
リブレーション用に処理されていることを知らせます。

使い方のポイント：
•  「血糖値を入力する」は、測定中である場合、2番目のメインメニューの選択肢と
なります。
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4

役立つポイント：
•  キャリブレーション前に、グルコース測定値又は血液アイコンが変動グラフの上部に表
示されていることを確認してください。

•  キャリブレーションよりも低血糖の治療を優先したほうがよい場合があります。

•  キャリブレーション用に血糖値を入力する前に、アンテナのアイコン が変動グラフの
左上隅に表示されていることを確認してください。

•  キャリブレーションには、同じ血糖自己測定器で測定した値を使用してください。血糖
自己測定器の値には機種間差がある場合があります。

•  キャリブレーションに使用する血糖自己測定器の精度は、グルコース測定値の精度に
影響を及ぼす場合があります。

•  アセトアミノフェンを含有する薬物を服用した際は、Dexcom G4 PLATINUMシステ
ムをキャリブレーションしないでください。アセトアミノフェンを含有する薬物を服用す
ると、グルコース測定値が偽上昇する場合があります。

キャリブレーションの頻度が12時間ごとよりも少ないと、本品のグルコース測
定値が不正確になる場合があります。
血糖自己測定器によって測定された血糖値を入力する必要があります。キャリ
ブレーション用の血糖値は5分以内に測定した値を入力してください。間違っ
た血糖値又は5分以上前に測定した血糖値を入力するとグルコース測定値が
不正確になる場合があります。

8.  初回キャリブレーション用に、2回目の血糖値についてもこれらのステップを繰り返してく
ださい。

9.  グルコース測定値はモニターの右側に表示され、グルコース測定値は5分ごとに更新さ
れます。

10.  測定値がすぐに表示されない場合、第9章、セクション9.2「キャリブレーションのトラブル
シューティング」を参照してください。
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4.3�初回キャリブレーション
測定（第3章、セクション3.7「測定の開始」を参照してくだ
さい）の開始から2時間後に、初回キャリブレーションが必
要であることをモニターが知らせます。この指示は、2回血
糖自己測定器で測定した血糖値でキャリブレーションする必
要があることを意味します。モニターに血糖値を入力するま
で、グルコース測定値は表示されません。
1.  この画面が表示されたら、選択ボタンを押して表示を消去し
てください

2.  2回血糖自己測定器による血糖値測定を実施し、血糖値をモニターに入力してください（第
4章、セクション4.2「キャリブレーションの方法」を参照してください）。

3.  選択ボタンを押すことによって指示を消去できます。キャリブレーションが完了するまで、血液
アイコンが変動グラフの上部に表示されたままになります。血糖値を入力するまで、15分ごと
にアラートを発します。モニターは血糖値を入力するまで、グルコース測定値を受信しません。

表示を消去しない場合、システムは5分ごとに再アラートを発します。

初回キャリブレーション

4.4�12時間ごとのキャリブレーション
（センサー装着後2時間で実施した）初回キャリブレーション後、12時間ごとにシステムをキャ
リブレーションして、グルコース測定値を正確な状態に保つ必要があります。測定中に血糖値を
入力することができます。過去12時間に血糖値を何も入力しなかった場合、モニターは、キャリ
ブレーションを実施するために血糖値を入力するように要求します。キャリブレーションの入力
方法を以下に示します。

    キャリブレーションの頻度が12時間ごとよりも少ないと、本品のグルコース測
定値が不正確になる場合があります。
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1.  このキャリブレーションアイコンが表示されるときは、1回の
血糖値入力によるキャリブレーションが必要であることを意
味します。選択ボタンを押すことによって指示を消去できま
す。モニターに血糖値を入力するまで、15分ごとにアラートを
発します。 

2.  血糖自己測定器による血糖測定を1回行い、血糖値をモニタ
ーに入力します。血糖値を入力した直後にこのアイコンが再
び表示される場合、第9章、セクション9.2「キャリブレーシ
ョンのトラブルシューティング」を参照してください。

4

キャリブレーションアイコン

4.5�キャリブレーションが必要になる場合のその他の理由
•  システムが最新のキャリブレーションを受け取っていなかった場合。

•  血糖値がグルコース測定値と大きく異なる場合。

1.  このキャリブレーションアイコンが表示されるときは、1回の
血糖値入力によるキャリブレーションが必要であることを意
味します。 

2.  血糖自己測定器による血糖測定を1回行い、血糖値をモニタ
ーに入力します。血糖値を入力した直後に再びこのアイコン
が表示される場合、第9章、セクション9.2.1「キャリブレー
ションの指示の種類」を参照してください。

使い方のポイント：
以下の画面が表示される場合、キャリブレーションエラーを意味しています（第9章、 
セクション9.3「キャリブレーションエラーのトラブルシューティング」を参照してください）。

15分キャリブレーションエラー 1時間キャリブレーションエラー

キャリブレーションアイコン
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第5章
グルコース測定値及び変動 



54 | Dexcom G4 PLATINUMシステム



Dexcom G4 PLATINUMシステム取扱説明書 | 55

この章では、グルコース測定値及び変動の表示方法について説明します。変
動グラフは、現在のグルコース測定値、変化の方向及び変化の速度を示し、
グルコース測定値の経時的変化を示すことができます。

血糖自己測定器は血液、センサーは、間質液のグルコース値を測定します。したがって、血糖自
己測定器とセンサーの測定値は、一致しない場合があります。

役立つポイント：
•  Dexcom G4 PLATINUMシステムをご使用いただくことによる最大のベネフィット
は、変動グラフが表示されることです。グルコース測定値より、モニター上で変動及び
変化の速度に注意してください。

•  屋外で使用すると、直射日光などの影響によってモニターが見えにくくなる場合があ
ります。

    測定中にアセトアミノフェンを含有する薬物を服用すると、グルコース測定値
が偽上昇する場合があります。誤差の程度は体内のアセトアミノフェン量によ
ります。

  Dexcom G4 PLATINUMシステムは、血糖自己測定器の代わりに使用する
ものではありません。血糖値は、グルコース測定値と異なる場合があります。 
Dexcom G4 PLATINUMシステムが示す変動グラフは、糖尿病管理におけ
る追加情報です。
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5

5.1  グルコース測定値
選択ボタンを押してモニター画面を起動します。ホーム画面の変動グラフが表示されます。変動
グラフが示すものは以下のとおりです。

•  変動グラフ上の各「ドット」は、5分ごとに測定されたグルコース測定値です。
•  変動グラフは現在の時刻を示します。
•  ディスプレイ照明は、どのボタンを押しても起動します。
•  ステータスバーは、キャリブレーションの更新の必要性、キャリブレーションエラー及びグルコ
ース測定値の情報を示します。
•   高めアラート設定は、変動グラフに黄色の線として表示されます。
•  低めアラート設定は、変動グラフに赤色の線として表示されます。
•  灰色のゾーンは、高め及び低めアラート設定に基づく目標グルコース範囲を示しています。
•  現在のグルコース測定値は、高め及び低めアラート設定に基づいて、低ければ赤色、高けれ
ば黄色で表示されます。 
•  変動グラフ上のドットはまた、高め及び低めアラート設定に基づいて色が変わります。
•  低めアラートが設定されておらず、グルコース値が55 mg/dL以下の場合、グルコース値は
赤色で表示されます。
•  グルコース測定値が高めアラート設定と低めアラート設定との間にある場合、グルコース値
は白色で表示されます。

高めグルコース
アラート設定

低めグルコース
アラート設定

アンテナ

電池の状態 直前5分のグルコー
ス測定値

目標グルコー
ス値設定

グルコース値

現在の時刻

ステータスバー

矢印マーク
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上又は下ボタンを押すことによって1、3、6、12及び24時間に
わたる過去のグルコース情報を一覧できます。 

•  システムは40～400 mg/dLの範囲内のグルコース値のみを
表示します。グルコース値がこの範囲外にあるときは、変動グ
ラフは400又は40 mg/dLで直線又はドットを表示します。

グルコース測定値の単位は、�
mg/dL

（3時間グラフから上にスクロールすると1時間グラフになります）

1時間変動グラフ：1時間変動グラフは、現在のグルコース測定値及び過去
1時間のグルコース測定値を示します。

3時間変動グラフ：3時間変動グラフは、現在のグルコース測定値及び過去
3時間のグルコース測定値を示します。

（3時間グラフを下にスクロールすると6時間グラフになります）

6時間変動グラフ：6時間変動グラフは、現在のグルコース測定値及び過去
6時間のグルコース測定値を示します。

（6時間グラフから下にスクロールすると12時間グラフになります）

12時間変動グラフ 12時間変動グラフは、現在のグルコース測定値及び過
去12時間のグルコース測定値を示します。
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測定値が40mg / dL以下であれば、ディスプレイに「低め」と表示されます。測定値が
400 mg / dLを超えると、ディスプレイに「高め」が表示されます。

5

5.2�変化の方向と速さを示す矢印
矢印は、グルコース値が変化している向き及び速度に関する情
報を表示しています。 

矢印は現在のグルコース測定値の右に表示されます。

使い方のポイント：
•  矢印の情報だけにとらわれず、直近のインスリン投与量、運動量、食事摂取量、変動グ
ラフ及び実測血糖値を考慮してください。

（12時間グラフを下にスクロールすると24時間グラフになります）

24時間変動グラフ：24時間変動グラフは、現在のグルコース測定値及び過
去24時間のグルコース測定値を示します。
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一定：グルコース値は安定しています（毎分1 mg/dLを超えて増減はしていません）。
グルコース値は、15分間で最大15 mg/dLだけ増減している可能性があります。

遅く上昇：グルコース値は毎分1～2 mg/dL上昇中です。この速度で上昇し続ける
場合、グルコース値は、15分間で最大30 mg/dLまで上昇する可能性があります。

上昇中：グルコース値は毎分2～3 mg/dL上昇中です。この速度で上昇し続ける
場合、グルコース値は、15分間で45 mg/dLを超えて上昇する可能性があります。

速く上昇：グルコース値は毎分3 mg/dL以上、上昇中です。この速度で上昇し続け
る場合、グルコース値は、15分間で45 mg/dLを超えて上昇する可能性があります。

遅く低下：グルコース値は毎分1～2 mg/dL低下中です。この速度で低下し続ける場
合、グルコース値は、15分間で最大30 mg/dLまで減少する可能性があります。

低下中：グルコース値は毎分2～3 mg/dL低下中です。この速度で低下し続ける
場合、グルコース値は、15分間で最大45 mg/dLまで低下する可能性があります。

速く低下：グルコース値は毎分3 mg/dL超低下中です。この速度で低下し続ける場
合、グルコース値は、15分間で45 mg/dLを超えて低下する可能性があります。

矢印なし
変化率の情報なし：グルコース値がどれくらい早く上昇又は低下しているのか、 
モニターが計算できません。
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5

5.3�ステータスバーのアイコン
測定中、変動グラフの上部の「ステータスバー」は、以下のアイコンのうちいずれかを表示する
場合があります。アイコンが表示されている間、定期的な12時間キャリブレーションの指示中を
除いて、グルコース測定値を受信しません。

キャリブレーショ
ンが必要

キャリブレーションする必要があります。12時間キャリブレーションの更新が必要、又は
追加のキャリブレーションが必要です（第4章、セクション4.2「キャリブレーションの方法」
を参照してください）。

追加のキャリブレ
ーションが必要

システムをキャリブレーションするために、血糖値の入力がもう1回必要です。

役立つポイント：

•  グルコースデータに差異があるときは、矢印は現れませ
ん（第9章、セクション9.4「システムグルコースエラー」を
参照してください）。グルコース測定値エラーのアイコン
、待機中のアイコン 、通信圏外のアイコン 、又

は血液ドロップのアイコン が変動グラフの上部に現れ
た場合、矢印は現れません。

•  矢印が消えているが、血糖レベルが高血糖または低血糖の可能性があると自覚した場
合は、血糖自己測定器により血糖測定を実施してください。 

    低血糖又は高血糖の症状がある場合、血糖自己測定器により血糖測定を実施
してください。
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グルコース測定値
エラー

モニターがセンサーからの信号を一時的に受け取れていません。他の指示が表示される
まで、血糖値は入力しないでください。

通信圏外

モニターとセンサー／トランスミッターとが通信していません。モニターとセンサー／トラ
ンスミッターとの距離が6メートル以内であることを確認してください（第1章、セクション
1.2「トランスミッターの概要」を参照してください）。 

15分キャリブレー
ションエラー

センサーがすぐにキャリブレーションできません。この画面が表示されている場合、約10
～15分後に少なくとももう1回キャリブレーション血糖値を入力してください。入力後も
キャリブレーションできない場合、新しいセンサーを挿入する必要があります。 

1時間キャリブレ
ーションエラー

センサーが正しくキャリブレーションしていません。最低1時間待ち、もう1度血糖値を入
力してください。入力後もモニター上に測定値が表示されない場合、新しいセンサーを
挿入する必要があります。 

お待ちください

モニターがセンサー信号に関する問題を検出しました。別の表示がでるまで約30分お待
ちください。このアイコンが表示されているときは、血糖値は入力しないでください。



62 | Dexcom G4 PLATINUMシステム

5
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第6章
アラート、アラーム及びアラートサウンド設定
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6.1�アラートの設定

6.1.1�アラート／アラームの初期設定
Dexcom G4 PLATINUMシステムを使用すると、以下のアラート及びアラームがモニター
上に表示されます（以下の表を参照してください）。

モニター表示 表示の意味 初期設定 通知の仕方 再通知の有無

高め
直近のグルコース測定
値が高めアラート設定
以上です。

200 mg/dL バイブレーションで2
回、アラートを確認す
るまで又はグルコー
ス値がアラートレベル
を超えるまで、5分ご
とにバイブレーション/
ブザー音が2回作動
します。

無（ただし、低め
アラートスヌーズ
機能をオンにした
場合を除く） 

低め
直近のグルコース測定
値が低めアラートの設
定値以下です。

80 mg/dL バイブレーションで3
回、アラートを確認す
るまで又はグルコー
ス値がアラートレベル
を超えるまで、5分ご
とにバイブレーション/
ブザー音が3回作動
します。

無（ただし、低め
アラートスヌーズ
機能をオンにした
場合を除く） 

低値アラーム
直近のグルコース測
定値が55 mg/dL以
下です。

この設定は変
更できません。

バイブレーションで4
回、アラームを確認す
るまで又はグルコース
値が55 mg/dLを超
えるまで、5分ごとにバ
イブレーション/ブザー
音が4回作動します。

有（グルコース値
が範囲内に戻る
まで30分ごと）

この章では、Dexcom G4 PLATINUMシステムのアラート及びアラーム
についての説明及び、カスタマイズする方法を説明します。
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モニター表示 表示の意味 初期設定 通知の仕方 再通知の有無

通信圏外アラート

センサー／トランスミッ

ターとモニターが通信

していません。 

オフ オフ 無

上昇／低下アラート
矢印
グルコース値が2 mg/
dL /min以上の速度
で上昇中／低下中で
す（少なくとも15分間
で30 mg/dL上昇／
低下）。

オフ オフ 無

上昇／低下アラート二
重矢印
グルコース値が3 mg/
dL /min以上の速度
で上昇中／低下中で
す（少なくとも15分間
で45 mg/dL上昇／
低下）。

オフ オフ 無

6

使い方のポイント：
•  モニターは、電池残量低下、センサーの不具合などその他の状況でアラートを出す場
合があります。その他のアラートの詳細については、「巻末」を参照してください。
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6.1.2 アラート
Dexcom G4 PLATINUMシステムでは、状況をモニターが知らせる方法をカスタマイズでき
ます。低めアラート及び高めアラートは、グルコース測定値が目標グルコース値の範囲外であ
るときにお知らせします。上昇及び低下（変化速度）アラートは、グルコースレベルが速く変化
しているときに知らせます（第6章、セクション6.2「アラートの詳細設定」を参照してください）。 
Dexcom G4 PLATINUMシステムでは、55 mg/dLに設定された低値アラームの機能があ
ります。このアラームは、オフにすることができません。グルコースレベルが危険なほど低い恐
れがあることを知らせる機能です。モニターディスプレイ上に現れるアラート画面の表示に加
えて、バイブ及びブザー音で通知するように高め及び低めアラートを設定できます。

6.1.3 高めアラート
グルコース測定値が高めアラート以上であるとき、この画面
は高めアラート値と一緒に表示されます。サウンド設定に応じ
てモニターはバイブ、かつ／又はブザー音を出します（第6章、 
セクション6.3「アラートサウンド設定」を参照してください）。

高めアラートを設定したときは、変動グラフ上で黄色の線によ
って表示されます。

選択ボタンを押してアラートを消去するまで、又はグルコース測
定値が高めアラートレベル未満に低下するまで、モニターはアラ
ートを出し続けます。スヌーズ設定を変更することによって、アラー
トの消去後にモニターが再アラートするように設定できます（第
6章、セクション6.2「アラートの詳細設定」を参照してください）。

高めアラートは�
200 mg/dLに設定

高めグルコースアラート設定



68 | Dexcom G4 PLATINUMシステム

6.1.4 低めアラート
グルコース測定値が低めアラート以下であるとき、この画面は
低めアラート値と一緒に表示されます。サウンド設定に応じて
モニターはバイブ、かつ／又はブザー音を出します。 

低めアラートを設定したときは、変動グラフ上で赤色の線によ
って表示されます。

選択ボタンを押してアラートを消去するまで、又はグルコース測
定値が低めアラートレベルを超えるまで、モニターはアラート
を出し続けます。スヌーズ設定を変更することによってアラート
の消去後にモニターが再アラートするように設定できます（第6
章、セクション6.2「アラートの詳細設定」を参照してください）。

低めアラート�
80mg / dLに設定

低めグルコースアラート設定

6

役立つポイント：
•  高め及び低めアラートを両方オンにしたときに、変動グラフ上に目標範囲を示唆
する灰色のゾーンが表示されます。

•  高め及び低めアラートをオフにした場合、灰色のゾーンは表示されません。
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6.1.6 アラート設定メニューの開始

1.  選択ボタンを押してモニターをオンにします。3時間変動グラフが現れます。

2.  選択ボタンを押してメインメニューを表示します。

3.  メインメニューから、上又は下ボタンを押して「アラート設定」までスクロールし、選択ボタン
を押します。アラート設定メニューが表示されます。

6.1.5�低値アラーム

Dexcom G4 PLATINUMシステムでは、55 mg/dLにアラーム設定があります。このアラー
ムは、低め及び高めアラートとは別の安全機能です。このアラーム設定は、変更又はオフにす
ることができません。

•  低値アラームが作動すると、モニターは右図の画面を表示し
ます。
•  再アラーム：選択ボタンを押してアラートを消去した後、グル
コース測定値が依然として55 mg/dL以下である場合、モニ
ターは30分で再び通知します。

使い方のポイント：
•  キャリブレーション後5分以内に、目標範囲外のグルコース測定値を受信した場合、
モニターはアラートを出しません。グルコース測定値が5分後に目標範囲外のまま
である場合、モニターはアラートを出します。
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6.1.7 高め及び低めアラート

高め及び低めアラート設定の変更方法

1.  アラート設定メニューから、上又は下ボタンを押して「高め
アラート」又は「低めアラート」を選択し、選択ボタンを押し
ます。

2.  上又は下ボタンを押して「オン/オフ」を表示させ、選択ボタ
ンを押して、この選択肢を設定します。チェックマークが現在
の設定の隣に表示されます。

3.  左ボタンを押して前の画面に戻ります。

4.  下ボタンを押して「レベル」を選択します。表示された数字が
現在の高めアラート値設定です。この数字を変更するには、
選択ボタンを押して、続いて、上又は下ボタンを希望する高
めアラート値が表示されるまで押して、続いて、選択ボタン
を押します。

  •  高めアラート値は、120～400 mg/dLの範囲で10 mg/dL 
ごとに設定できます。

  •  低めアラート値は、60～100 mg/dLの範囲で5 mg/dLご
とに設定できます。

6

使い方のポイント：
• 高め及び低めアラートの設定のステップは同じです。
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6.2 アラートの詳細設定
高め及び低めアラートに加えて、高めスヌーズ及び低めスヌーズ、上昇及び低下速度、並びに
通信圏外のアラートを設定することもできます。

1.  選択ボタンを押すことによってモニターをオンにします。

2.  選択ボタンを押してメインメニューに入ります。

3.  上又は下ボタンを押して「アラート設定」を選択し、選択ボタンを押します。

4.  アラート設定メニューから、上又は下ボタンを押して「詳細
設定」を選択し、選択ボタンを押します。

使い方のポイント：
•  モニター上の選択ボタンを押すことによってアラートの変更を確定します。
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6.2.1 高め及び低めアラート用スヌーズ時間の設定
15分ごとに最長5時間までの間でスヌーズ時間を高め及び低め再アラート設定します。

1.  上又は下ボタンを押して「高めスヌーズ」又は「低めスヌー
ズ」を選択し、選択ボタンを押します。

2.  上又は下ボタンを押して最初のアラートと再アラートとの間
の時間の長さ（15分ごと）を選択します。選択ボタンを押し
ます。時間の長さをゼロに設定した場合、再アラートはオフ
になります。

3.  終了してから、左ボタンを押してアラート設定メニューに戻
ります。
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6.2.2 グルコース測定値の上昇速度及び低下速度のアラート設定
速度アラートは、グルコースレベルが上昇中（上昇アラート）又は低下中（低下アラート）のとき
に、その速度によって通知します。グルコース測定値が毎分2 mg/dL以上又は毎分3 mg/dL以
上で上昇中か又は低下中かのいずれかで、モニターがアラートを出すかどうかを選択できます。

毎分2 mg/dLに低下速度を設定し、グルコース測定値がこの速
度以上で低下する場合、矢印が現れ、サウンド設定に応じてバ
イブするかブザー音を出します。

毎分3 mg/dLに上昇速度を設定し、グルコース測定値がこの速
度以上で上昇する場合、二重矢印が現れ、モニターはサウンド
設定に応じてバイブするかブザー音を出します。

低下アラート

急上昇アラート
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以下のステップでは、上昇又は低下アラート設定変更方法を示します。

1.  上又は下ボタンを押して「上昇速度」又は「低下速度」を選
択し、選択ボタンを押します。

2.  上又は下ボタンを押して「オン/オフ」を表示させ、選択ボタ
ンを押します。

3.  上又は下ボタンを押して「オン」又は「オフ」を選択します。 
続いて、選択ボタンを押して「オン」又は「オフ」を選択しま
す。チェックマークが現在の設定の隣に現れます。

4.  左ボタンを押して前の画面に戻ります。上又は下ボタンを
押して「レベル」を選択し、選択ボタンを押します。グルコ
ースレベルが「2 mg/dL/min」（毎分2 mg/dL以上）又は
「3 mg/dL/min」（毎分3 mg/dL以上）のいずれかで上昇
中／低下中であるとき、アラートを出すべきかどうかを選択
します。選択ボタンを押します。チェックマークが現在の設定
の隣に現れます。

5.  終了したとき、左ボタンを押してアラート設定メニューに戻
ります。
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6.2.3 通信圏外アラートの設定
通信圏外アラートは、センサー／トランスミッターとモニターが
通信していないときに通知します。センサー／トランスミッター
とモニターの距離は6メートル以内であることを確認してくだ
さい。センサー／トランスミッターとモニターとが通信していな
いときは、センサーからグルコース測定値を受信できません。 

このとき、通信圏外のアイコン が変動グラフの右上隅に現
れて、右の画面が表示されます。通信圏外時間の長さは、通信
圏外アラート画面に表示されます。

1.  上又は下ボタンを押して「通信圏外」を選択し、選択ボタン
を押します。

2.  通信圏外メニュー上で、上又は下ボタンを押して「オン/オ
フ」を選択します。続いて、選択ボタンを押して「オン」を選択
します。通信圏外アラートを切りたい場合、選択ボタンを押
して「オフ」を選択します。

3.  次に、通信圏外メニュー上で、上又は下ボタンを押して「時
間」を選択し、選択ボタンを押します。 

使い方のポイント：
• モニター上の選択ボタンを押すことによってアラートを確認できます。
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4.  上又は下ボタンを押して経過時間を選択します。この経過
時間後、モニターはアラートを発し、通信圏内に戻るまで再
アラートを発します。選択ボタンを押します。

5.  終了してから、左ボタンを押してアラート設定メニューに戻
ります。

6.3 アラートサウンド設定
Dexcom G4 PLATINUMシステムでは、アラートのサウンド
設定を変更できます。この機能は、右に示したメインメニューの
サウンド設定の選択肢の下部にあります。 

サウンドパターン及び音量を設定できます。

サウンド設定の選択肢は以下の通りです。

1.  マナーモード

2.  ソフトモード

3.  ノーマルモード

4.  警告モード

5.  低値リピートモード

サウンド設定がすべてのアラート、アラーム及び指示に適用されます。各サウンド設定で、固有
のサウンドパターン、音色及び音量があります。これにより、各アラート及びアラームを容易に
識別できます。
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役立つポイント：
•  モニターの初期設定は、ノーマルモードです。いかなるサウンド設定に関わらず、バイブ
レーションによるアラートを確認した場合、追加のアラートは発しません。

•  55 mg/dLでの低値アラームは、変更することができません。
•  ソフトモード、ノーマルモード、警告モード及び低値リピートモードのサウンドは、以下
の順に起こります。
  •  最初のアラートはバイブレーションのみです。

  •  5分以内にアラートが確認されない場合、システムはバイブしてブザー音を
出します。

  •  更に5分以内にアラートが確認されない場合、システムはバイブしてブザー
音をより大きく出し、確認されるまで5分ごとに同じ音量でこのアラームを
継続します。

低値リピートモードのサウンド設定：

  •  アラートが確認されて、グルコース測定値が55 mg/dL以下が続く場合は、
システムは30分以内にアラートを繰り返します。

アラートを止めるためには、選択ボタンを押してください。
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マナーモードのサウンド設定は、バイブレーションによってアラートを出したいと
きに使用します。55 mg/dLでの低値アラームでは、最初にバイブレーションで
アラートを出し、確認できなかった場合、5分後にブザー音によってアラートを出
します。

ソフトモードのサウンド設定は、アラートを抑えたいときに使用できます。このサ
ウンド設定は、すべてのアラート及びアラームをより低音量に設定します。

ノーマルモードのサウンド設定は、初期設定です。このサウンド設定は、すべての
アラート及びアラームをより大きな音量に設定します。

警告モードのサウンド設定は、アラートを最も目立つようにするとき、使用しま
す。このサウンド設定は、すべてのアラート及びアラームを大音量で特有の音色
に設定します。

低値リピートモードのサウンド設定は、ノーマルモードのサウンド設定とほぼ同
じです。相違点は、グルコース値が55 mg/dLを超えて上昇するまで、5秒ごとに
低値アラームを連続して繰り返すことです。このサウンド設定は、重篤な低グル
コース測定値をより強いレベルで知らせたい場合に役立ちます。

6.3.1�アラートサウンド設定のオプション

使い方のポイント：
「サウンドを確認する」機能は、サウンド設定メニューの下部にあり、アラー
ト、個別のアラート及びアラームごとにサウンドを確認することができます。
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サウンド設定の
種類

マナーモード ソフトモード ノーマルモード 警告モード 低値リピートモード

高めアラート 長いバイブレー
ション2回

長いバイブレー
ション2回+低音
量ブザー音2回

長いバイブレー
ション2回+中音
量ブザー音2回

長いバイブレー
ション2回+上
昇メロディー

長いバイブレーショ
ン2回+中音量ブザ
ー音2回

低めアラート 短いバイブレー
ション3回

短いバイブレー
ション3回+低音
量ブザー音3回

短いバイブレー
ション2回+中音
量ブザー音3回

短いバイブレー
ション3回+下
降メロディー

短いバイブレーショ
ン2回+中音量ブザ
ー音3回

上昇アラート 長いバイブレー
ション2回

長いバイブレー
ション2回+低音
量ブザー音2回

長いバイブレー
ション2回+中音
量ブザー音2回

長いバイブレ
ーション2回+
上昇メロディ
ー1回

長いバイブレーショ
ン2回+中音量ブザ
ー音2回

低下アラート 短いバイブレー
ション3回

短いバイブレー
ション3回+低音
量ブザー音3回

短いバイブレー
ション2回+中音
量ブザー音3回

短いバイブレー
ション3回+短
い下降メロディ
ー2回

短いバイブレーショ
ン3回+中音量ブザ
ー音3回

通信圏外アラ
ート

長いバイブレー
ション1回

長いバイブレー
ション1回+低音
量ブザー音1回

長いバイブレー
ション1回+中音
量ブザー音1回

長いバイブレー
ション1回+短
い繰り返しメロ
ディー3回

長いバイブレーショ
ン1回+中音量ブザ
ー音1回

低値 短いバイブレ
ーション4回+
中間音色ブザー
音4回

短いバイブレー
ション4回+中
間音色ブザー
音4回

短いバイブレー
ション4回+中
間音色ブザー
音4回

短いバイブレー
ション4回+長
い下降メロディ
ー2回+ポーズ
+低音量ブザー
音4回

短いバイブレーショ
ン4回+低音量ブザ
ー音4回+ポーズ+繰
り返し

その他の全ア
ラート

長いバイブレー
ション1回

長いバイブレー
ション1回+低音
量ブザー音1回

長いバイブレー
ション1回+中音
量ブザー音1回

長いバイブレ
ーション1回+
短いメロディ
ー1回

長いバイブレーショ
ン1回+中音量ブザ
ー音1回

6.3.2�アラートサウンド設定の詳細
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どのようにサウンド設定画面へ進むのかを以下に示します。 

1.  選択ボタンを押してモニターをオンにします。3時間変動グ
ラフが現れます。

2.  選択ボタンを押してメインメニューを表示します。

3.  メインメニューから、上又は下ボタンを押して「サウンド設
定」までスクロールし、選択ボタンを押します。サウンド設定
メニューが現れます。

4.  上又は下ボタンを押して設定したいサウンド設定までスク
ロールし、選択ボタンを押します。チェックマークが選択され
たサウンド設定の隣に現れます。

5.  終了してから、左ボタンを押してアラート設定メニューに戻
ります。

6
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第7章
イベント入力
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イベント入力の機能により、使用者及び医療従事者がグルコースパターン及
び変動を理解することに役立つ糖尿病管理情報を記録することができます。
炭水化物摂取、インスリン摂取、運動及び健康状態に関する詳細を入力でき
ます。Dexcom CLARITYソフトウェアを使用して、変動を確認でき、パター
ンをトラッキングできます。

7.1�イベント入力

7.1.1 イベントの選択

1.  選択ボタンを押してモニターをオンにします。3時間変動グラ
フが現れます。

2.  選択ボタンを押してメインメニューを表示します。

3.  メインメニューから、上又は下ボタンを押して「イベントを入
力」までスクロールし、選択ボタンを押します。イベントメニュ
ーが現れます。

使い方のポイント：
•  イベントマーカーはDexcom CLARITYソフトウェアで確認できますが、モニター上
では確認できません。
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4.  上又は下ボタンを押して希望するイベントの「炭水化物」、 
「インスリン」、「運動」又は「健康状態」を選択し、選択ボタ
ンを押します。

7.1.2�イベント日時の設定

イベントを入力したときに、そのイベントに関する日時が正しいかを確認するように指示が
出ます。イベント日時の初期設定は、モニターに保存された現在の日時です。表示は年/月/日
YYYY-MM-DDです。

1.  イベント日時を変更するには、右ボタンを押して日時の各値
を反転表示させます。続いて、上又は下ボタンを押して任意
に修正を行い、続いて、右ボタンを押して次の値に移動しま
す。時刻を修正後、選択ボタンを押します。 

2.    イベント確定画面に進みます。選択ボタンを押して入力を
確定します。

使い方のポイント：
•  イベントについて日時を変更した場合、その変更はイベントのみに適用され、モニター
の日時は変更されません。
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7.1.3�炭水化物

摂取した炭水化物の量を最大250 gまで入力できます。 

1.  イベントメニューから、上又は下ボタンを押して「炭水化物」
を選択し、選択ボタンを押します。

2.  上又は下ボタンを押して炭水化物の量（0～250グラム）を入
力し、選択ボタンを押します。この画面に最初に表示される
数字は、直近に入力した数字又は初期設定の50gです。

3.  日時が正しいことを確認します。選択ボタンを押して入力を確定します。

4.  イベント確定画面に進みます。左又は右ボタンを押して
「OK」を選択して確定するか、又は「キャンセル」を選択して
この入力を破棄するかいずれかを行い、続いて、選択ボタン
を押します。イベントメニューに戻ります。
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7.1.4 インスリン

インスリンイベントでは、投与したインスリン量を最大250単位まで入力できます。インスリン量
のみが入力でき、投与したインスリンの種類は入力できません。

1.  イベントメニューから上又は下ボタンを押して「インスリン」
を選択し、選択ボタンを押します。

2.  上又は下ボタンを押してインスリンの量（0～250単位）を入
力し、選択ボタンを押します。この画面に最初に表示される
数字は、直近に入力した数字又は初期設定の10単位です。

3.  日時が正しいことを確認します。選択ボタンを押して入力を確定します。

4.  イベント確定画面に進みます。左又は右ボタンを押して
「OK」を選択して確定するか、又は「キャンセル」を選択して
この入力を破棄するかいずれかを行い、続いて、選択ボタン
を押します。イベントメニューに戻ります。
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7.1.5 運動

運動イベントでは、任意の日時について、強度（軽め、中程度、又は強め）及び継続時間（最大
360分まで）を入力できます。

1.  イベントメニューから、上又は下ボタンを押して「運動」を選
択し、選択ボタンを押します。 

2.  上又は下ボタンを押して運動強度レベルを選択し、選択ボタ
ンを押します。

3.  上又は下ボタンを押して運動継続時間（0～360分）を入力
し、選択ボタンを押します。この画面に最初に表示される数
字は、初期設定の30分です。

4.  日時が正しいことを確認します。選択ボタンを押して入力を確定します。

5.  イベント確定画面に進みます。左又は右ボタンを押して
「OK」を選択して確定するか、又は「キャンセル」を選択して
この入力を破棄するかいずれかを行い、続いて、選択ボタン
を押します。イベントメニューに戻ります。
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7.1.6 健康状態

健康状態イベントでは、任意の日時について、体調不良、ストレス、高血糖症状、低血糖症状、 
生理（月経）又は飲酒を入力できます。

1.  イベントメニューから、上又は下ボタンを押して「健康状態」
を選択し、選択ボタンを押します。

2.  上又は下ボタンを押して健康状態イベントを選択し、選択ボ
タンを押します。

3.  日時が正しいことを確認します。選択ボタンを押して入力を
確定します。

4.  イベント確定画面に進みます。左又は右ボタンを押して
「OK」を選択して確定するか、又は「キャンセル」を選択して
この入力を破棄するかいずれかを行い、続いて、選択ボタン
を押します。イベントメニューに戻ります。

7.2 DEXCOM CLARITYソフトウェア
Dexcom CLARITYソフトウェアでは、グルコース値の変動を一覧で表示でき、グルコース
の変動を表示するための図表をカスタマイズして作成できます。より詳細な情報について
は、Dexcom CLARITY取扱説明書を参照してください。



第8章
測定の完了
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センサーは、最長7日間、グルコースを測定します。センサーは、7日を超え
る動作保証はありません。

役立つポイント：
•  ポッドが皮膚に取り付けられている間、トランスミッターをセンサーポッドから取り外
さないでください。

•  トランスミッターを捨てないでください。トランスミッターは再使用可能です。トランスミ
ッターの電池が切れるまで、同じトランスミッターをくり返し使用できます。

•  血液接触部品（センサー及びアプリケーター）の廃棄に関しては、おかかりの医療機
関に相談してください。

•  測定は7日間よりも早く停止する場合があります。そのような場合には、第9章、セクシ
ョン9.6「センサー停止のトラブルシューティング」を参照してください。



92 | Dexcom G4 PLATINUMシステム

サウンド設定を使用してこれらの表示によりアラートを出すようにモニターを設定できます
（第6章、セクション6.3「アラートサウンド設定の詳細」、『その他の全アラート』を参照してく
ださい）。6時間、2時間及び30分のリマインダーの後、グルコース測定値を受信し続けます。
モニター上の選択を押すことによってこれらの表示を消去できます。最終センサー期限画面
（00:00:00）が現れた後、センサーを取り外す必要があります。

測定が一旦終了すると、グルコース測定値はモニター上に一切
表示されません。変動グラフは、右の画面に示すように、上部に
赤いスポットライトのアイコンを表示することによって、測定が
終了したことを知らせます。

センサーを取り外して新しいセンサーを装着する必要があ 
ります。

測定終了通知画面センサー期限30分前通知画面

8.1 センサーの自動停止
モニターは、測定が完了するまでどれくらいの時間が残っているのか表示します。センサーの有
効期限の画面は、7日間の測定が終了する6時間前、2時間前、及び30分前に現れます。 

センサー期限6時間前通知画面 センサー期限2時間前通知画面

8
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8.2 センサーの取り外し

センサーを取り外す際は、トランスミッターが取り付けられているままでセンサーポッドを確実
に引き抜いてください。

1.  皮膚からセンサーポッドの粘着パッドをゆっくりとめくり上げると、センサーが引き出されます。

8.3 トランスミッターの取り外し
センサーポッドを引き抜いてから、トランスミッターを取り外す必要があります（トランスミッタ
ーを捨てないでください）。トランスミッターを取り外すには、以下の方法のいずれかを選択で
きます。

方法1
アプリケーターから一度取り外した安全ロック（第3章、セクション3.4「センサーの配置」を参照
してください）は、トランスミッターを取り外すための器具として使用できます。 

1.  センサーポッドをテーブルに置きます。 
2.  安全ロックの丸い縁をつかみます。 
3.  安全ロックのとがっている縁部が以下に示すように下（取り外し矢印から離れる方向）に向
いていることを確認してください。

   センサーは、まれに破損する場合があります。センサーが折れてその一部が皮下に残っ
て見えない場合は、取り出そうとせず、医療機関にご連絡ください。感染又は炎症の症状 
（発赤、腫れ又は痛み）がある場合、直ちに医療機関を受診してください。センサーの破損
に気づいた場合、医療機関又は販売業者へご連絡ください。

使い方のポイント：
•  グルコースレベルアラート及びアラームは、測定が終了した後は機能しません。



94 | Dexcom G4 PLATINUMシステム

8

4.  上部写真のとがっている縁を挿入します。安全ロックを十分に押し下げると、トランスミッタ
ーがセンサーポッドから外れます。

5.  トランスミッターを取り外して洗浄し（第10章、セクション10.1「メンテナンス」を参照してく
ださい）、次回の測定まで涼しく乾燥した場所に保管してください。

方法2
安全ロックを残していなかった場合、単に指だけを使ってセンサーポッドの裏側でつまみ（セン
サーポッドのつまみ羽根に最も近い終端）を外側に広げることができます。トランスミッターが
センサーポッドから外れます。

（アプリケーター由来）

センサーポッドを安
全ロックでパチンと
はめる

つまみ

つまみ羽根

矢印
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トラブルシューティング
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9.1�センサー挿入のトラブルシューティング
センサー挿入が難しい場合
•  安全ロックの取り外しがうまくできません。
  -  安全ロックを身体からまっすぐ外側に離して引き抜くことを確認してください。ガイドとして、
安全ロックに表示されている矢印を使用してください。

  -  小刻みに動かさないでください。

•  カラーを引き上げられません。
  -  カラーを引き上げる前に、プランジャーを完全に押し下げていることを確認してください。
  -  カラーを引き上げるときに、「クリック音」が2回聞こえます。
  - カラーを引き上げるときに、もう少し力を入れてみてください。

•  センサーポッドからアプリケーター筒を取り外せません。
  -  カラーを最後まで引き上げたことを確認してくださ
い。カラーをできるだけアプリケーターの上部近く
まで引くために少し力が必要な場合もあります。

  -  リリースタブを両側から押す前に、トランスミッター
ラッチが身体上の粘着パッドに密接していることを
確認してください。 

  -  続いて、センサーポッドの側面上のリブ付きリリー
スタブを両側から押し、弧を描きながらアプリケー
ターを持ち上げて身体から離します。

•  トランスミッターラッチを取り外せません。
  -  片手でセンサーポッドを保持して、別の手でトランスミッターラッチをねじって取り外します。
  -  －まっすぐに動かして外そうとはしないでください。

アプリケーター筒を解除する

使い方のポイント：
•  この章の説明で問題が解決しない場合、おかかりの医療機関又は販売業者に連絡し
てください。

この章では、Dexcom G4 PLATINUMシステムを使用中のトラブルを解決
するためのポイントを説明します。
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センサーポッドがすぐに外れる
•  センサーポッドを取り付ける前、皮膚にクリーム又はローションを一切つけないで下さい。

•  センサー取り付け部位をアルコール綿でしっかりと拭いてください。センサーを挿入する前
に、消毒した部位が完全に乾いていることを確認してください。

•  センサーポッドの白い粘着パッドを補強するために市販の医療用テープを使用してもかまい
ませんが、トランスミッター又はセンサーポッドのプラスチック部品又は導入針がセンサーを
挿入する場所を覆う部分にテープを貼らないでください。

9.2�キャリブレーションのトラブルシューティング
キャリブレーションの指示は測定中に表示される場合があります。以下のトラブルシューティン
グのポイントを再確認してキャリブレーションを完了してください。

役立つポイント：
•  キャリブレーションするときに、モニターとトランスミッターとが通信していることを確
認してください。 アイコンはステータスバーには現れません。

•  キャリブレーションするときに、 アイコンがステータスバーに現れていないことを
確認してください。

•  キャリブレーションする前に、血糖値が40～400 mg/dLであることを確認してください。

•  キャリブレーションに使用する血糖値を得る前に、両手を洗い、測定用試験紙が期限切
れではないことを確認してください。血糖自己測定器又は測定試験紙に備えられてい
る添付文書に従って、血液サンプルをテストストリップに注意深く塗布してください。

•  アセトアミノフェンを含有するいかなる医薬品も摂取していないことを確認してください。

•  トランスミッターがセンサーポッドに完全にはまっていることを確認してください。

•  詳細な情報については、第4章「キャリブレーション」を参照してください。

9
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9.2.1�キャリブレーションの指示の種類
このセクションでは、3種類の血液のアイコンを説明します。次のセクションでは、これらのアイ
コンの意味を説明します。 

初回キャリブレーション
この指示は、モニターの2時間スタートアップ期間が完了した
ことを意味します。システムをキャリブレーションしてグルコー
ス測定値の受信を開始するため、血糖値を2回入力することが
必要です。

モニターが血糖値を受け取るまで、モニターは15分ごとに初
回キャリブレーションの画面を表示し続けます。

この指示を消去するには、選択ボタンを押してください。

追加の初回キャリブレーションの指示
この指示は、システムをキャリブレーションしてグルコース測定
値の受信を開始するためにもう1回血糖値の入力が必要であ
ることを意味します。

モニターが血糖値を受け取るまで、システムは15分ごとに追
加の初回キャリブレーションの画面を表示し続けます。

この指示を消去するには、選択ボタンを押してください。

キャリブレーションアイコン
この指示は、血糖値の入力が1回必要であることを意味します。
この指示は、12時間キャリブレーションの更新が必要であると
き、又は追加のキャリブレーションが必要になる場合に現れます。 

モニターが血糖値を受け取るまで、システムは15分ごとにこの
画面を表示し続けます。

この指示を消去するには、選択ボタンを押してください。

追加の初回キャリブレーション
の血液アイコンの指示

キャリブレーションアイコン

初回キャリブレーション
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9.2.2�要キャリブレーション中のステータスバーのアイコン
1.  選択ボタンを押して画面表示を消去してください。

2.  変動グラフの上部のステータスバーを確認してください。ス
テータスバーに示されたアイコンによって何をするか判断し
てください。

  a.  初回キャリブレーションのアイコン が表示された場
合は、

    •  血糖値を更に２回測定してモニターに入力してください。

  b.  追加の初回キャリブレーションのアイコン が表示さ
れた場合は、

    •  血糖値をもう1回測定してモニターに入力してください。

  c.  要キャリブレーションのアイコン が表示された場合は、

    •  血糖値をもう1回測定してモニターに入力してください。

9

ステータスバー内の指示

9.3�キャリブレーションエラーのトラブルシューティング
この画面は、血糖値を入力した後、センサーがキャリブレーショ
ンに問題があることを意味します。選択ボタンを押すことによっ
てこの画面を消去した場合、このアイコン がステータスバ
ーに表示されます。

この画面が表示された場合、15分待ってから血糖値をもう1回
入力してください。更に15分待ちます。このエラー画面がまだ
表示される場合、血糖値をもう1回入力してください。更に15
分待ちます。このエラー画面がまだ表示される場合、センサー
を交換する必要があります。

この画面は、血糖値を入力した後、センサーがキャリブレーショ
ンに問題があることを意味します。選択ボタンを押すことによっ
てこの画面を消去した場合、このアイコン がステータス
バーに表示されます。

15分待機のキャリブ�
レーションエラー画面

1時間待機のキャリブレーショ
ンエラー画面
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9.4 システムグルコースエラー
システムは、グルコース測定値を提供できないことを知らせる
場合があります。この場合、グルコース測定値エラーのアイコン
又は待機 のアイコンのいずれかがステータスバーに現れ

ます。これらのアイコンは、モニターがセンサー信号を一時的に
把握していないことを意味します。このアイコンが見えていると
きは、別の指示を待ち、何も入力しないでください。これらのアイ
コンが表示されているときに血糖値を入力しても、システムは血
糖値をキャリブレーションに使用しません（第5章、セクション5.3
「グルコースステータスバーのアイコン」を参照してください）。

センサーを挿入する前のポイント：

•  センサーが期限切れではないことを確認してください。

•  トランスミッターが所定位置に完全にはまっていることを確認
してください。

•  センサーポッドがはがれていないこと又はめくれ上がってい
ないことを確認してください。 
•  センサーポッドを擦るもの（衣服、シートベルトなど）がないことを確認してください。

•  挿入部位が適切であることを確認してください（第3章、セクション3.3「挿入部位の選択」）。

•  挿入部位がセンサー装着前に乾いていることを確認してください。

•  やや湿らせた布又はアルコール綿でトランスミッターの底部を清潔にしてください。トランス
ミッターを乾いた布の上に置いて2～3分間乾かしてください。

ほとんどの場合、システムは問題を修正し、グルコース測定値を提供し続けます。直近のグル
コース測定値が表示されてから少なくとも3時間経過しても表示が元に戻らない場合、おかか
りの医療機関又は販売業者に連絡してください。 

グルコースデータなし（ ）

グルコースデータなし（ ）

この画面が現れた場合、少なくとも1時間待って、キャリブレーション血糖値をもう1回入力して
ください。15分待ちます。このエラー画面がまだ表示される場合、血糖値をもう1回入力してく
ださい。更に15分待ちます。このエラー画面がまだ表示される場合、センサーを交換する必要
があります。
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グルコース測定値と血糖値との間の差異が20%/20 mg/dLの範囲外であることが示された
場合、再度手を洗うなどして清潔な状態で追加の血糖測定を行ってください。血糖値が範囲外
のままである場合、この血糖値をキャリブレーションとしてモニターに入力してください。グル
コース測定値は、その後15分かけて修正します。グルコース測定値と血糖値との間の差異が
この許容範囲外であることが見られた場合、次のセンサーを装着する前に以下のトラブルシュ
ーティングのポイントに従ってください。

•  センサーが期限切れではないことを確認してください。

•   又は が表示されているときは、キャリブレーションしないことを確認してください。

•  キャリブレーション用に手のひら又は前腕などから採取した血液を使用しないでください。指
先での測定から得られた血糖値と異なる場合があります。キャリブレーション用には、指先得
られた血糖値のみを使用してください。

•  血糖値が40～400 mg/dLの範囲でキャリブレーションすることができます。入力した血糖値
の１つ以上がこの範囲外の場合、モニターはキャリブレーションをしません。

•  キャリブレーションには、同じ血糖自己測定器で測定した値を使用してください。血糖自己測
定器の値には機種間差がある場合があります。

•  キャリブレーションに使用する血糖値を得る前に、両手を洗い、測定用試験紙が期限切れで
はないことを確認してください。血糖自己測定器又は測定試験紙に備えられている添付文書
に従って、血液サンプルをテストストリップに注意深く塗布してください。

    キャリブレーションの頻度が12時間ごとよりも少ないと、本品のグルコース測
定値が不正確になる場合があります。

    キャリブレーションするために、指先穿刺による血糖測定値を5分以内に入力
する必要があります。間違った血糖値又は5分前よりも前の血糖値を入力する
と、不正確なグルコース測定値をもたらす恐れがあります。

9.5�センサーの不正確さ
グルコース測定値が不正確な場合、通常、センサーの問題で、モニター又はトランスミッターは
関係ありません。グルコース測定値は、インスリン投与量など治療の決定には使用しないでく
ださい。血糖自己測定器は血液から、センサーは、間質液からグルコース値を測定します。した
がって、血糖自己測定器の測定値及びグルコース測定値は、一致しない場合があります。 
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•  キャリブレーション用の正確な血糖値を確実に得るために、必ず、取扱説明書等に従って正し
くご使用ください。

•  キャリブレーション用の正確な血糖値を確実に得るために、アセトアミノフェン成分を含有す
るいかなる医薬品も摂取していないことを確認してください。

•  やや湿らせた布又はアルコール綿でトランスミッターの底部を清潔にしてください。トランス
ミッターを乾いた布の上に置いて2～3分間乾かしてください。

9.6 センサー停止のトラブルシューティング
場合により、測定は停止する場合があるか、又は7日間の測定終了前に停止させる必要がある
場合があります。測定が一旦停止されると、センサーを取り外す必要があります。 
•  センサーが期限切れではないことを確認してください。

•  トランスミッターが所定位置に完全にはまっていることを確認してください。

•  センサーポッドがはがれていないこと又はめくれ上がっていないことを確認してください。 

•  センサーポッドを擦るもの（すなわち、衣服、シートベルトなど）がないことを確認してください。

•  挿入部位が適切であることを確認してください（第3章、セクション3.3「挿入部位の選択」）。

•  装着部位がセンサー挿入前に乾いていることを確認してください。
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役立つポイント：
•  有効な測定中であるかどうかに基づいて、メインメニューの選択肢が変化します。
  -  有効な測定中であるときは、「新センサー使用開始」の選択肢は、メインメ

ニューに表示されません。
  -  有効な測定中ではないときは、「センサー使用停止」の選択肢は、メインメ

ニューに表示されません。

•  7日間の終了前にセンサーを取り外す場合、忘れずに測定を停止してください。

9.6.1 早期センサー停止－センサーの不具合
測定中、グルコース測定値を測定できないなど、センサー信号
に関する問題を検出することがあります。この時点で、測定は中
断し、右の画面が示されます。この画面が表示された場合、測定
が終了したことを意味します。選択ボタンを押してこの表示を
消去してください。

センサーを取り外して新しいセンサーを装着する必要があります。

9.6.2 センサーの手動停止－「センサー使用停止」
7日間の測定終了前に測定を手動で停止した方がよいときがあります。これらのいくつかは、
以下に起因して早期にセンサーを取り外す場合があります。

• 解決できないキャリブレーションの問題
•  未解決を示すアイコン
• センサーの粘着問題
• その他必要に応じて
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1.  測定を手動で終了するには、メインメニューから「センサー
使用停止」を選択してください。 

2.  「OK」を強調表示させ、選択ボタンを押して測定停止を確定
します。

3.  センサー使用停止処理画面が表示されて、測定を停止して
いることを知らせます。 

4.  測定が停止すると、赤いスポットライトのアイコン（ ） 
が変動グラフの右上隅に表示されます。
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9.8�モニター及びトランスミッターの通信のトラブルシューティング

9.8.1 システムリカバリチェック
この画面は、システム自体が修復できるエラーをシステムが発
見したことを意味します。選択ボタンを押してこの表示を消去
し、測定を継続してください。

9.8.2 モニターエラーコード
この画面は、エラーコードを示し、モニターが適切に動作して
いない可能性があることを意味します。エラーコードをメモし、
販売業者へ連絡してください。 血糖自己測定器を使用して血
糖値を確認します。

グルコース測定値を取得していないことを警告するアラート
はありません。

9.7 電池及び充電器のトラブルシューティング
モニターの充電には同梱のケーブル及び充電器のみを使用してください。

1.  モニターの電池を忘れずに充電してください。充電は約3日で終了しますが、どれくらいの
頻度でモニターをオンにしたのか、アラートを使用したのか、またイベントを入力したのか
に応じて変動します。 

2.  充電器に差し込んだときにモニターが充電アイコンを表示しない場合、USBケーブルの両
端がモニターポート及びＡＣアダプターに完全に挿入されていることを確認してください。

3.  電池が空になり、数週間充電していない場合、モニターがオンにならない場合があります。モ
ニターがオンにならない場合、まず充電をしてください（第1章、セクション1.4「モニターの
電池の充電」を参照してください）。それでもモニターがオンにならない場合、モニターをリ
セットする必要がある場合があります（リセット前にモニターを充電器に接続してください）。

  a.  クリップの端をモニター裏の小さな円孔内に挿入して押し下げます。モニターはバイブ
レーションし、処理画面を表示します。 

  b.  モニターを充電後、日時をリセットする必要があります（第1章、セクション1.4「モニター
の電池の充電」及び第2章、セクション2.2「一般設定メニュー」を参照してください）。
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9.8.3�トランスミッターの電池残量低下
この画面は、トランスミッターの電池残量が終わりに近づいた
ときに表示されます（第1章、セクション1.2「トランスミッターの
概要」を参照してください）。トランスミッターの電池残量がかな
り低く減ったときは、トランスミッター及びモニターは通信を停
止します。おかかりの医療機関又は販売業者に連絡し、新しい
トランスミッターを入手してください。

トランスミッターの電池は、このアラートが表示されてから早
ければ1週間でなくなる可能性があります。

9.8.4 トランスミッターエラーのエラーコード
この画面は、トランスミッターが動作していないことを意味しま
す。グルコースモニタリング中にこのアラートが出た場合、グル
コースモニタリングは自動的に停止します。医療機関又は販売
業者に連絡してください。血糖自己測定器を使用して血糖値の
確認を継続します。

9.9  通信圏外／アンテナなし
この画面は、モニターとトランスミッターとが通信していないこ
とと、グルコース測定値を受信していないことを意味します。

•  モニター及びトランスミッターは、有効な測定中であるときに
のみ通信します。 

•  新しい測定を開始するたびに、10分かけてモニター及びトラ
ンスミッターが通信を開始するようにします。

•  場合により、10分間通信しない場合があります。これはシステムの異常ではありません。

•  通信圏外のアイコン がステータスバーに10分以上表示されている場合、モニターとトラ
ンスミッターの距離を6メートル以内してください。10分程度で、通信を再開します。
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9.10 アラートの不作動
1.  アラート用のサウンド及び／又はマナーモードを無効化していないことを確認してくださ
い。第6章、セクション6.1「アラートの設定」では、これらのアラートをどのように変更するの
かを説明しています。

2.  アラートを受け取りたい場合、アラートの詳細設定をオンにしていることとアラートの値を
設定していることを確認してください（第6章、セクション6.2「アラートの詳細設定」を参照
してください）。

3.  最初のアラートはマナーモードのみであることを覚えていてください。アラート、アラーム及
び指示の動作に関しては、第13章、巻末Ｉ「モニターのアラート、アラーム及び指示」の一連
の表を参照してください。

使い方のポイント：
•  モニターを濡らすか又は落とした場合、スピーカー及びマナーモードがまだ動作して
いることを確認する必要があります。この確認は、サウンド設定メニュー内の「サウンド
を確認する」で確認できます。（第6章、セクション6.3.1「アラートサウンド設定のオプシ
ョン」を参照してください）。

•  グルコース測定値を受信するために、トランスミッターIDをモニターに正しく入力する必要が
あります（第2章、セクション2.2「一般設定メニュー」を参照してください）。トランスミッター
IDの確認又は変更の前に、センサーを取り外して測定が停止したことを確認してください。

  システム測定値の受信がうまく行かない場合、販売業者に連絡してください。

使い方のポイント：
•  トランスミッターIDの設定ができるのは、測定中ではないときのみです。測定中は一般
設定メニューの選択肢として「トランスミッターID」は表示されません。

    トランスミッターからモニターへの転送範囲は、障害物がない場合、最大6メ
ートルまでです。無線通信は水中では十分機能しないため、プールや入浴中、 
あるいはウォーターベッドなどを使用の際は、通信範囲は著しく減少します。
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第10章
Dexcom G4 PLATINUMシステムの管理
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10.1 メンテナンス
トランスミッター

•  使用後は、やや湿らせた布又はアルコール綿でトランスミッターの外側を拭き取ってください。

•  使用しない時は、トランスミッターを清潔に保ち、保護してください。

モニター

•  モニター上に液体をかけたり、モニターを液体中に沈めないでください。

•  電池残量が低下したら、モニターを充電してください。

•  マイクロUSBポートカバーを閉じたままにして、液体がモニター内部に入らないようにして
ください。

付属品

•  指示どおりにケーブルを挿入してください。ケーブルを適当な場所に無理に押し込まないで
ください。

•  傷などがないか、ご使用の前にケーブルを確認してください。

•  USBケーブル及び充電器を含めて、同梱の付属品のみを使用してください。同梱の付属品
以外を使用すると、安全と性能に影響を与える恐れがあります。

Dexcom G4 PLATINUMシステムの修理サービスはご利用できません。もしシステムに問
題が発生した場合は、医療機関又は販売業者に連絡してください。
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10.2�保管
センサー
•  使用準備ができるまで、滅菌パッケージにセンサーを入れたままにしておいてください。
•  使用期限日を過ぎたセンサーを挿入しないでください。使用期限日の形式
は、YYYY-MM-DDです。センサーは、センサーパッケージのラベルに印刷された使用期限
日より前に装着する必要があります。
•  保管温度は、2℃～30℃です。この温度範囲内であれば、センサーを冷蔵庫で保管すること
もできます。センサーは、冷凍庫内で保管してはいけません。

トランスミッター
•  使用しない時は、トランスミッターを清潔に保ち、保護してください。
•  保管温度は、0℃～45℃です。
• 相対湿度10%～95%の湿度で保管してください。

モニター
•  使用しない時は、モニターを清潔に保ち、保護してください。
•  3か月を超えて保管する場合は、事前にバッテリーをフル充電してください。
•  保管温度は、0℃～45℃です。
•  相対湿度10%～95%の湿度で保管してください。

10

10.3 洗浄及び消毒
洗浄

充電器を洗浄しないでください。

洗浄は、デバイスの表面から汚れを除去します。洗浄は、細菌やウイルスを死滅させま
せん。目に見える汚れがあるとき及び使用後は必ず、モニターとトランスミッターを洗
浄してください。水で湿らせた布又はアルコール綿が必要です。

モニター又はトランスミッターを洗浄：
1.  モニターのUSBポートスライドカバーを閉じてください。
2.  やや湿らせた布又はアルコール綿でデバイスの外側を拭き取ってください。
3.  モニターは、防水ではありません。濡れた布を使用しないでください。
4.  トランスミッターがセンサーポッドにはめられてある場合は耐水性ですが、トランス
ミッターそのものを液体に浸さないでください。

5.  石鹸、除光液、又はシンナーを使用しないでください。アルコール又は水のみを使用
してください。

6.  デバイスを清潔かつ乾いた布の上に置いて2～3分間風乾してください。
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消毒

モニターとトランスミッターを定期的に、もしくは血液もしくは体液がデバイスの表面と接触し
た場合は、必ず消毒してください。医療サービス提供者などの第三者が、モニター又はトランス
ミッターを作動補助する場合、使用する前後に、デバイスを消毒してください。手袋、清潔で乾
いた吸収性がある布、70％アルコール綿、及び次亜塩素酸ナトリウム（家庭用漂白剤）での拭
き取りが必要です。 

準備：

1.  他の人が着用した製品を取り扱う時は注意してください。
2.  両手を十分に洗ってください。
3.  必要に応じて個人用保護具（手袋、保護ゴーグル、ガウンなど）を着用してください。
4.  モニターのUSBポートスライドカバーを閉じてください。
5.  モニターは、防水ではありません。濡れた布を使用しないでください。

モニター又はトランスミッターの消毒：

1.  手袋を着用してください。
2.  0.65％次亜塩素酸ナトリウムの消毒液を含む布で、きれいにふいてください（デバイスの正
面、背面及び側面全てを拭いてください)。 

3.  0.65％次亜塩素酸ナトリウムの別の布でデバイスの表面を十分に濡らし、デバイスの正面
と背面と側面全てを拭き取ってください。 

4.  表面は、確実に適切な消毒を行うために、室温で少なくとも１分間濡れたままにしてくださ
い。更に消毒ワイプを使用して、表面が1分間濡れたままになるようにしてください。

5.  ユニットを清潔な、乾いた吸収性がある布で乾燥させてください。
6.  デバイスの外側を70％アルコール綿で拭き取り、消毒剤の残留物をふき取ってください。
7.  ユニットを清潔な、乾いた吸収性がある布で乾燥させてください。
8.  モニター画面側を下に向けて、清潔な、乾いた布上に置いて、60分間風乾してください。
9.  トランスミッターを清潔な、乾いた布上に置いて、2～3分間風乾してください。
10.  手袋を取り外して、適切に処分してください。 
11.  両手を十分に洗ってください。
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10.4 製品の廃棄
電子廃棄物（トランスミッター及びモニター）又は血液接触部品（センサー及びアプリケータ
ー）を含むデバイスの廃棄に対する適切な手続きに関して地域の廃棄物管理当局に相談して
ください。
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第11章
製品仕様
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11.1 製品仕様
センサー

グルコース測定範囲 40～400 mg/dL

センサー寿命 最長7日間まで

キャリブレーション 血糖自己測定器

キャリブレーション範囲 40～400 mg/dL

保管条件 温度：2℃～30℃

滅菌 放射線による滅菌

トランスミッター

モデル 9438-05

寸法（センサーポッドを含む） 長さ：約３８ｍｍ
幅：約２３ｍｍ
厚さ：約１０ｍｍ

重量（センサーポッドを含む） 約8.7 g

電源 酸化銀電池（交換不可）

動作条件 温度：10℃～42℃

湿度：10%～95%相対湿度

保管条件 0° C～45° C
湿度：10%～95%相対湿度

運用高度 -152～3657メートル

限定的保証 6か月

防湿 IP28：  一時的浸水

感電防止 BF形装着部
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トランスミッター

パラメーター 性能の特性

送信／受信周波数

2.424 999 877 GHz
2.449 993 677 GHz
2.474 737 539 GHz
2.477 236 919 GHz

帯域幅 334.7 kHz

最大出力 1.25 mW EIRP

変調 最小シフトキー

データ転送速度 49.987 kbits/秒

総パケット ２２４bits

送信サイクル 4種類の各送信周波数で5分ごとに4.48 ms

通信範囲 6 m



Dexcom G4 PLATINUMシステム取扱説明書 | 119

ガイダンス及び製造業者の適合宣言ー電磁環境耐性

トランスミッターは、以下に特定された電磁環境における使用を目的としています。Dexcom G4
トランスミッターの顧客又はユーザーは、以下の環境において使用してください。

耐性試験 IEC 60601試験レベル トランスミッター
のコンプライアン
スレベル

電磁環境ガイダンス

静電気放電（ESD）

IEC 61000-4-2

± 6 kVコンタクト

± 8 kV大気中

± 6 kVコンタクト

± 8 kV大気中

木材、コンクリートまたは
セラミックタイルの床でご
使用ください。床が合成材
料で被覆されている場合(
絨毯やカーペットなど)、相
対湿度は少なくとも30%
としてください。

電気的高速トラン
ジェント／急速バ
ースト

IEC 61000-4-4

電源線用± 2 kV

入出力回線用± 1 kV

該当なし

電池式

サージ

IEC 61000-4-5

± 1 kV回線から回線

± 2 kV回線からアース

該当なし

電池式

電源入力回線にお
ける電圧降下、短
時間停電及び電圧
変動

IEC 61000-4-11

0.5サイクルの間、5%未満UT 
（UTにおいて95%超の降下）

5サイクルの間、40％UT 
（UTにおいて60%の降下）

25サイクルの間、70% UT
（UTにおいて30%の降下）

5秒間、5%未満UT
（UT において95%超の降下）

該当なし

電池式

電源周波数

（50/60 Hz）磁場

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m 一般的な商用環境又は病
院環境と同等の電源周波
数磁場環境にて使用してく
ださい。 。

注：UT は、試験レベルの実施前の交流主電源電圧です。
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モニター

測定頻度 5分ごと

寸法 長さ：約１０１ｍｍ

幅：約４６ｍｍ

厚さ：約１３ｍｍ

重量 約６９ｇ

モニター入力 5V DC、1 A

通信範囲 6 m

メモリー保存 グルコースデータは30日、技術サポートデータは7日

充電池使用期間 3日

充電時間 AC電源で3時間

保管／動作条件 温度： 0° C～45° C
湿度： 10%～95%相対湿度

運用高度 -152～3657メートル

防湿 IP22：垂直低下

限定的保証 1年

コントロール分類 クラスⅡ機器

11
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ガイダンス及び製造業者の適合宣言ー電磁環境耐性

モニターは、以下に特定された電磁環境における使用を目的としています。モニターの顧客又
はユーザーは、以下の環境において使用してください。

耐性試験 IEC 60601試験
レベル

モニターコンプラ
イアンスレベル

電磁環境ガイダンス

静電気放電 （ESD） 

IEC 61000-4-2

± 6 kVコンタクト

± 8 kV大気中

± 6 kVコンタクト

± 8 kV大気中

木材、コンクリートまたはセラミックタイ
ルの床でご使用ください。床が合成材料
で被覆されている場合(絨毯やカーペッ
トなど)、相対湿度は少なくとも30%と
してください

電気的高速トランジェン
ト／急速バースト

IEC 61000-4-4

電源線用± 2 kV

入出力回線用± 1 kV

電源線用± 2 kV

該当なし

主電源の品質は、一般的な商用環境又
は病院環境のものであるものとします。

サージ

IEC 61000-4-5

± 1 kV回線から回線

± 2 kV回線からアース

± 1 kV回線から回線

該当なし

主電源の品質は、一般的な商用環境又
は病院環境のものであるものとします。

電源入力回線における
電圧降下、短時間停電
及び電圧変動

IEC 61000-4-11

IEC 60601-1-11

0.5サイクルの間、 
5%未満UT（UTにおい
て95%超の降下）

5サイクルの間、 
40%UT （UTにおいて
60%の降下）

25サイクルの間、 
70%UT（UTにおいて
30%の降下）

5秒間、85% UT  
（UTにおいて15%
の降下）

5秒間、5%未満UT 

（ UT において95%超
の降下）

0.5サイクルの間、 
5%未満UT（ UT にお
いて95%超の降下）

5サイクルの間、 
40%UT （UTにおいて
60%の降下）

25サイクルの間、 
70%UT （UTにおいて
30%の降下）

5秒間、85% UT  
（UTにおいて15%
の降下）

5秒間、5%未満UT 

（ UT において95%
超の降下）

主電源の品質は、一般的な商用環境又
は病院環境のものであるものとします。

電源周波数

（50/60 Hz）磁場

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m 電源周波数磁場は、一般的な商用環境
又は病院環境における一般的な場所に
特有のレベルであるものとします。

注意：UTは、試験レベルの実施前の交流主電源電圧です。



122 | Dexcom G4 PLATINUMシステム

11

耐性試験 IEC 60601試験レベル コンプライアン
スレベル

電磁環境ガイダンス

伝導RF
IEC 61000- 4-6
（モニターのみ）

放射RF
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz～80 MHz

3 V/m
80 MHz～2.5 GHz

3 Vrms

10 V/m

携帯用及びモバイルRF通信装置を、トラン
スミッターの周波数に適用される式から計
算された推奨隔離距離よりも近くに、ケーブ
ルを含むモニターの任意の部分に近づけ
ないでください。

推奨される隔離距離

d = 1.2 √P 150 kHz to 80 MHz

d = 1.2 √P 80 MHz to 800 MHz

d = 2.3 √P 800 MHz to 2.5 GHz

ここで、Pは、トランスミッターの製造業者に
よるトランスミッターの最大出力電力定格 
（ワット（W））であり、dは、推奨される隔離
距離（メートル（m））です。

電磁実地調査aによって決定された、固定
RFトランスミッターからの電界強度は、各
周波数範囲bにおいて、コンプライアンスレ
ベルより小さくなければなりません。

干渉は、アイコン がついている器材の
近くで起こる場合があります。

注意１： 80MHz及び800MHzにおいては、より高い周波数範囲が適用されます。
注意２： これらのガイドラインは、全ての状況に当てはまるわけではありません。電磁伝搬は、構造、物及び
人からの吸収及び反射によって影響を受けます。

ガイダンス及び製造業者の適合宣言ー電磁環境耐性

Dexcom G4 PLATINUMシステムは、以下に特定された電磁環境における使用を目的とし
ています。Dexcom G4 PLATINUMシステムの顧客又はユーザーは、以下の環境において
使用してください。



Dexcom G4 PLATINUMシステム取扱説明書 | 123

a.  無線（携帯/コードレス）電話と陸上移動無線、アマチュア無線、AMとFMラジオ放送、及びテ
レビ放送のための基地局のような、固定トランスミッターからの電界強度は、理論的に正確
には予測することができません。固定RFトランスミッターを原因とする電磁環境を評価する
ために、電磁実地調査を考慮してください。Dexcom G4 PLATINUMシステムが使用され
る場所で計測される電界強度が、上記の適用できるRFコンプライアンスレベルを超える場
合、正常な動作を確認するために、Dexcom G4 PLATINUM システムを観察する必要が
あります。異常なパフォーマンスが観察される場合、Dexcom G4 PLATINUM システムを
再配置するなどの追加的な処置が必要である場合があります。

b.  周波数範囲150kHz～80MHzにわたって、電界強度は3V/m未満でなければなりません。
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放射試験 コンプライア
ンス

電磁環境ガイダンス

RF放射

CISPR 11

グループ１ Dexcom G4 PLATINUMシステムは、その内
部機能のためにのみRFエネルギーを使用しま
す。したがって、そのRF放射は非常に低く、近くの
電子機器への干渉を引き起こす可能性は低くな
っています。

RF放射

CISPR 11

クラスB Dexcom G4 PLATINUM システムは、国内の
機関以外のすべての機関と、国内の目的のため
に使用される建物に供給する公的な低電圧供給
ネットワークに直結する機関とにおける使用に適
しています。

高調波放射

IEC 61000-3-2

該当なし

電圧変動／フリッカ排出

IEC 61000-3-3

該当なし

ガイダンス及び製造業者の適合宣言ー電磁環境耐性

Dexcom G4 PLATINUMシステムは、以下に特定された電磁環境における使用を目的とし
ています。Dexcom G4 PLATINUMシステムの顧客又はユーザーは、以下の環境において
使用することに努してください。

11
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上記に記されていない最大出力で定格されたトランスミッターに対して、推奨される隔離距離
（d）（メーター（m））は、トランスミッターの周波数に適用できる方程式を使用して推定するこ
とができ、ｐは、トランスミッターの製造業者によるトランスミッターの最大出力電力定格（ワット
（W））です。
注意１：  80MHz及び800MHzにおいては、より高い周波数範囲に対する隔離距離が適用されます。
注意２：  これらのガイドラインは、全ての状況に当てはまるわけではありません。電磁伝搬は、構造、物及び

人からの吸収及び反射によって影響を受けます。

携帯用及びモバイルRF通信装置とモニターとの間の推奨隔離距離
モニターは、放射されたRF妨害が制御される電磁環境における使用を意図しています。モニ
ターのユーザーは、通信機器の最大出力に応じて、以下に推奨されるように、携帯用及びモバ
イルRF通信装置（トランスミッター）とモニターとの間の最小距離を維持することによって、電
磁干渉を防止することができます。

トランスミッターの定
格最大出力（W）

トランスミッターの周波数に対応する隔離距離（m）
150 kHz～80 MHz
d = 1.2 √P

80 MHz～800 MHz
d = 1.2 √P

800 MHz～2.5 GHz
d = 2.3 √P

0.01
0.1
1
10
100

0.12
0.38
1.2
3.8
12

0.12
0.38
1.2
3.8
12

0.23
0.73
2.3
7.3
23
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充電ケーブル*

入力／出力 5V DC、1 A

タイプ USB A、USBマイクロB

長さ 0.9 m

電源／充電器

クラス II

入力： AC入力100～240 V（交流）、50/60 Hz、0.2 A、100 V（交流）で0.2 A rms

DC出力： 5V DC、1 A（5.0ワット）

*  USB充電兼ダウンロードケーブルとAC電源用充電器を接続してコンセントから充電可
能です。

11
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第12章
保証
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12.1 はじめに
場合により、不良品が発生します。Dexcomは保証制度があります。

以下に、弊社の保証範囲及びその期間について概説する保証情報を記載しす。最初にモニタ
ーの限定的保証情報、次いでトランスミッターの限定的保証情報を記載します。

12.2 モニターの保証情報
保証対象及びその期間について

Dexcom, Inc.（「Dexcom」）は、元の購入者に対して、Dexcom G4モニターの出荷日から
始まり、その日以降の指定された期間（「保証期間」）の間、通常の使用（「限定的保証」）の下で
の材料および製造上の欠陥がないことを保証する。（「保証期間」）：

Dexcom G4モニター：1年

注意 ：保証付きモニターの場合、代替品としてモニターを受け取った場合、元のモニターの任
意の残りの保証は、代替品モニターに移転し、この保証は無効になります。

保証対象外

この限定的保証は、購入者による製品の適切な使用を前提としています。この限定的保証は、
以下について保証しません。（a）事故、誤用、乱用、不履行、異常な物理的、電気的又は電気機
械的ストレス、製品の任意の部分の改造から生じた欠陥もしくは損傷、又は表面上の傷、（b）
ID番号が削除又は判読不能になった機器、（c）通常の使用を起因とする傷や損傷を受けた全
表面及びその他の外部露出部分、（d）Dexcomによって提供又は承認されていない付属品、
製品又は付随的もしくは周辺機器と併せて製品を使用することに起因する誤動作、（e）不適
切な試験、操作、保守、設置又は調整による欠陥又は損傷、（f）製品の設置、保守、及び製品の
サービス、（g）解体された機器、あるいは（h）モニターの水による損傷（モニターは耐水性では
ありません。モニターを一切濡らさないでください）。

限定的保証の対象に対するDexcomの義務

保証期間中、Dexcomは、Dexcomの唯一の選択肢でありますが、購入者に無償で
Dexcom G4モニターの欠陥品を交換します。購入者は、欠陥品の交換の際には製品を運送
に適切な容器に入れてDexcomの現地販売業者に返送してください。モニターの送付先に関
するお問い合わせは、Dexcomの現地販売業者に連絡してください。Dexcomは、受領後直
ちに不良品を交換します。Dexcomが、商品がこの限定的保証の対象とならないと判断した
場合、購入者はかかる商品の返品に関わる全ての送料を支払わなければなりません。
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Dexcomの保証及び責任義務における制限は何ですか？

上記で説明したDEXCOMの限定的保証は排他的であり、明示的にも黙示的にも、法律上、法
令上、又はその他の法律上の他の全ての保証に代わるものです。かつDEXCOMは、他の全ての
保証を明示的に除外し、商品性、特定の目的への適合性、又は非侵害性の保証を含みますが、こ
れらに限定されません。法令で禁止されている場合を除き、DEXCOMは、特別の、偶発的、必然
的、及び間接的な損害に対して責任を負いません。いかなるDexcom G4 PLATINUMシステ
ムの販売、使用、誤用、又は使用不能により生じたものであっても、いかなる責任も負わないもの
とします。この限定的な救済措置の本質的な目的の不履行があった場合も、DEXCOM又はそ
の代理人にそのような損害の予告があった場合でも、この制限は適用されます。この限定的保証
は、本製品の元の購入者以外の者には及ばず、購入者の排他的救済令が記載されています。本
限定的保証の任意の部分が、任意の法律上の理由により不当又は法的強制力のない場合、その
ような一部の不当性又は実効性は、購入者が了承したものであり、常に法律上又は法律上の限
度として限定されるものとするこの限定的保証の留保の実行に影響しないものとします。

12.3 トランスミッターの保証
保証対象及びその期間について

Dexcom, Inc.（「Dexcom」）は、元の購入者に対して、Dexcom G4トランスミッターの出荷
日から始まり、その日以降の指定された期間（「保証期間」）の間、通常の使用（「限定的保証」）
の下での材料および製造上の欠陥がないことを保証する。（「保証期間」）：

Dexcom G4トランスミッター：6か月

注意：保証付きトランスミッターの場合、代替品としてトランスミッターを受け取ると、元のトラ
ンスミッターの残りの保証は、代替品のトランスミッターに移転し、この保証は無効になります。

保証対象外

この限定的保証は、購入者による製品の適切な使用を前提としています。この限定的保証は、
以下について保証しません。（a）事故、誤用、乱用、不履行、異常な物理的、電気的又は電気機
械的ストレス、製品の任意の部分の改造から生じた欠陥もしくは損傷、又は表面上の傷、（b）
ID番号が削除又は判読不能になった機器、（c）通常の使用を起因とする傷や損傷を受けた全
表面及びその他の外部露出部分、（d）Dexcomによって提供又は承認されていない付属品、
製品又は付随的もしくは周辺機器と併せて製品を使用することに起因する誤動作、（e）不適
切な試験、操作、保守、設置又は調整による欠陥又は損傷、（f）製品の設置、保守、及び製品の
サービス、（g）解体された機器、あるいは（h）Dexcom G4 PLATINUMシステム取扱説明書
に列挙された仕様の範囲を超えるトランスミッターの水による損傷。同取扱説明書のコピー
は、Dexcom G4 PLATINUMシステムに含まれており、dexcom.comにあります。
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限定的保証の対象に対するDexcomの義務

保証期間中、Dexcomは、Dexcomの唯一の選択肢でありますが、購入者に無償で
Dexcom G4トランスミッターの欠陥品を交換します。購入者は、欠陥品の交換の際には製品
を運送に適切な容器に入れてDexcomの現地販売業者に返送してください。Dexcom G4ト
ランスミッターの送付先に関するお問い合わせはDexcomの現地販売業者に連絡してくださ
い。Dexcomは、受領後直ちに不良品を交換します。Dexcomが、商品がこの限定的保証の対
象とならないと判断した場合、購入者はかかる商品の返品に関わる全ての送料を支払わなけ
ればなりません。

Dexcomの保証及び責任義務における制限は何ですか？

上記で説明したDEXCOMの限定的保証は排他的であり、明示的にも黙示的にも、法律
上、法令上、又はその他の法律上の他の全ての保証に代わるものです。かつDEXCOMは、
他の全ての保証を明示的に除外し、商品性、特定の目的への適合性、又は非侵害性の保
証を含みますが、これらに限定されません。法令で禁止されている場合を除き、DEXCOM
は、特別の、偶発的、必然的、及び間接的な損害に対して責任を負いません。いかなる
Dexcom G4 PLATINUMシステムの販売、使用、誤用、又は使用不能により生じたものであ
っても、いかなる責任も負わないものとします。この限定的な救済措置の本質的な目的の不
履行があった場合も、DEXCOM又はその代理人にそのような損害の予告があった場合でも、
この制限は適用されます。この限定的保証は、本製品の元の購入者以外の者には及ばず、購
入者の排他的救済令が記載されています。本限定的保証の任意の部分が、任意の法律上の理
由により不当又は法的強制力のない場合、そのような一部の不当性又は実効性は、購入者が
了承したものであり、常に法律上又は法律上の限度として限定されるものとするこの限定的
保証の留保の実行に影響しないものとします。
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巻末
第13章
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巻末Ｉ「モニターのアラート、アラーム及び指示」
以下の表に、アラーム、アラート、指示、及びモニターからの通知方法を記載しています。

指示－画面のみに表示。サイレントモードであり、バイブレーション又はブザー音はありません。
アラート－サウンド設定に応じてバイブレーション及びブザー音で通知。
アラーム－低値55（固定値）－バイブレーション及びブザー音で通知。変更できません。

モニター表示 指示、アラ
ート又はア
ラーム？

表示の意味 通知の仕方

（バイブレーショ
ン及び／又はブ
ザー音）

再通知の有無

低値アラーム 直近のグルコース測
定値が55 mg/dL以
下です。

バイブレーションで4
回、続いて、確認され
るまで又はグルコー
ス値が55 mg/dLを
超えるまで、5分ごと
にバイブレーション/
ブザー音を4回。

はい、血糖値が範囲
内に戻るまで各確認
後30分ごとです。

高めアラート 直近のグルコース測
定値が高めアラート
設定以上です。

バイブレーションで
2回、続いて、確認さ
れるまで又はグルコ
ース値がアラートレ
ベル未満に低下する
まで、5分ごとにマナ
ーモード/ブザー音
を2回。

いいえ。ただし、高め
スヌーズ機能をオン
にした場合を除きま
す。6.2章「アラートの
詳細設定」を参照して
ください。

低めアラート 直近のグルコース測
定値が低めアラート
の設定値以下です。

バイブレーションで3
回、続いて、確認され
るまで又はグルコー
ス値がアラートレベ
ルを超えるまで、5分
ごとにマナーモード/
ブザー音を3回。

いいえ。ただし、低め
スヌーズ機能をオン
にした場合を除きま
す。6.2章「アラートの
詳細設定」を参照して
ください。

電池残量低
下アラート

モニターの電池残量
が低下しています。こ
のアラートが見られ
るときは、モニターを
できるだけ速やかに
充電してください。

20%の電池容量が残
っているときに1回バ
イブします。

はい、10%の電池容
量が残っているとき
です。
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モニター表示 指示、アラー
ト又はアラ
ーム？

表示の意味 通知の仕方

（バイブレーショ
ン及び／又はブ
ザー音）

再通知の有無

通信圏外アラ
ート

トランスミッターとモニ
ターとは通信しておら
ず、グルコース測定値を
受信しません。

バイブレーション1
回、続いてモニター
とトランスミッター
とが範囲内に戻る
まで5分ごとにマナ
ーモード/ブザー音。

いいえ。ただし、通
信圏外アラートをオ
ンにした場合を除
きます。

不明センサー
の指示

モニターが把握でき
ないグルコース測定
値をセンサーが送信
しています。グルコー
ス測 定 値 は 受 信し 
ません。

ステータスバー内の
アイコンのみ。

該当なし

指示待機 モニターがセンサー信
号に関する潜在的な問
題を検出しました。別
の表示がでるまで約30
分お待ちください。この
間、血糖値は一切入力
しないでください。グル
コース測定値は受信し 
ません。

ステータスバー内の
アイコンのみ。

該当なし

15分キャリブ
レーションエラ
ーアラート

センサーはキャリブレー
ションできません。15分
待って、続いて血糖値を
もう1回入力してくださ
い。更に15分待ちます。
このエラー画面がまだ
表示される場合、血糖
値をもう1回入力してく
ださい。15分待ちます。
モニター上にグルコー
ス測定値が現れない場
合、センサーを交換する
必要があります。

バイブレーション1
回、続いて確認さ
れるまで5分ごと
にマナーモード/ブ 
ザー音。

無
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モニター表示 指示、アラ
ート又はア
ラーム？

表示の意味 通知の仕方

（バイブレーショ
ン及び／又はブザ
ー音）

再通知の有無

1時間キャリブ
レーションエ
ラーアラート

センサーはキャリブレー
ションできません。最低1
時間待って、続いてキャリ
ブレーション用に血糖値
をもう1回入力してくださ
い。モニター上にグルコ
ース測定値が現れない
場合、センサーを交換す
る必要があります。

バイブレーション1回、
続いて確認されるまで
5分ごとにマナーモー
ド/ブザー音。

無

12時間キャリ
ブレーション
の指示

キャリブレーションする
ために血糖値をモニタ
ーに入力する必要があ
ります。 

指示画面のみ。 はい、15分ごと
です。

追加キャリブ
レーションの
指示

キャリブレーションする
ために血糖値をモニター
に入力する必要がありま
す。グルコース測定値が
この時点では表示され
ません。

バイブレーション1回、
続いて確認されるまで
5分ごとにマナーモー
ド/ブザー音。

はい、15分ごと
です。

初回キャリブ
レーションの
指示

キャリブレーションする
ために2回の血糖値をモ
ニターに入力する必要が
あります。

バイブレーション1回、
続いて確認されるまで
5分ごとにマナーモー
ド/ブザー音。

はい、15分ごと
です。

追加の初回キ
ャリブレーショ
ンの指示

初回キャリブレーションを
完了するために、血糖値
をもう1回モニターに入
力する必要があります。

バイブレーション1回、
続いて確認されるまで
5分ごとにマナーモー
ド/ブザー音。

はい、15分ごと
です。
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モニター表示 指示、アラ
ート又はア
ラーム？

表示の意味 通知の仕方

（バイブレーショ
ン及び／又はブザ
ー音）

再通知の有無

血糖値入力処
理画面の指示

モニターは入力した血糖
値を処理中です。

指示画面のみ。 該当なし

上昇アラート グルコースレベルが毎
分2 mg/dL以上で上昇
中です。

バイブレーション2回、
続いて5分ごと（2回）
又は確認されるまで
バイブレーション2回/
ブザー音2回。

無

急 上 昇アラ
ート

グルコースレベルが毎分
3 mg/dL以上で速く上
昇中です。

バイブレーション2回、
続いて5分ごと（2回）
又は確認されるまで
バイブレーション2回/
ブザー音2回。

無

低下アラート グルコースレベルが毎分
2 mg/dL以上で速く低
下中です。

バイブレーション3回、
続いて5分ごと（2回）
又は確認されるまで
マナーモード3回/ブザ
ー音3回。

無

急 低 下アラ
ート

グルコースレベルが毎分
3 mg/dL以上で速く低
下中です。

バイブレーション3回、
続いて5分ごと（2回）
又は確認されるまで
マナーモード3回/ブザ
ー音3回。

無
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モニター表示 指示、アラ
ート又はア
ラーム？

表示の意味 通知の仕方

（バイブレーショ
ン及び／又はブザ
ー音）

再通知の有無

6時間センサ
ー期限指示

測定が6時間で終了し
ます。

指示画面のみ。 該当なし

2時間センサ
ー期限指示

測定が2時間で終了し
ます。

指示画面のみ。 該当なし

30分センサー
期限アラート

測定が3 0分で終了し
ます。

バイブレーション1回、
続いて5分ごとにバイ
ブレーション/ブザー音
（2回）。

無

測定期限の終
了アラート

測定が終了しました。 バイブレーション1回、
続いて5分ごとにバイ
ブレーション/ブザー音
（2回）。

無

センサーエラ
ーアラート

センサーが適切に動作し
ていません。

バイブレーション1回、
続いて5分ごとにバイ
ブレーション/ブザー音
（2回）。

はい、その後、30
分間、10分以内
に再アラート2回。
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モニター表示 指示、アラート
又はアラーム？

表示の意味 通知の仕方

（バイブレーショ
ン及び／又はブザ
ー音）

再通知の有無

モニターエラーア
ラート

モニターが適切に動
作していません。エラ
ーコードをメモし、お
かかりの医療機関又
は販売業者に連絡し
てください。

バイブレーション 
（4秒）1回+ブザー
音4回。

無

システムチェック
アラート

システムエラーがあ
り、モニターがそのエ
ラーを修復しました。

バイブレーション1
回、続いて確認される
まで5分ごとにマナー
モード/ブザー音。

無

日付／時刻設定
指示

バックアップ電池が
空になりました。日
付／時刻をリセット
する必要があります。

マナーモード1回 無

トランスミッター
電池残量低下ア
ラート

トランスミッターの
電池残量が少なくな
っています。できるだ
け速やかにトランス
ミッターを交換してく
ださい。

バイブレーション1
回、続いて5分ごとに
バイブレーション/ブ
ザー音（2回）。

はい、1日に1回
です。

トランスミッター
エラーアラート

トランスミッターは
エラーになっていま
す。トランスミッター
をすぐに交換してくだ
さい。

バイブレーション1
回、続いて5分ごとに
バイブレーション/ブ
ザー音（2回）。

無
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ユーザーによって確認できる重要なアラート及びアラーム。

•  通信圏外アラート－モニターを6メートルを超えて30分以上離しておくことによってこのアラ
ートを試験できます。
•  30分センサー期限アラート－センサーを7日間使用する過程でこのアラートが見られます。
•  0時間センサー期限アラート－センサーを7日間使用する過程でこのアラートが見られます。

他のアラートは、ユーザーによって確実に検証できません。
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用語集
代替部位血糖値検査 これは、指先から採取する以外の血液サンプルを使用して血糖自己測定器で

血糖値を得ることです。モニターに血糖値を入力するために、代替部位血糖
値検査を使用しないでください。

アプリケーター センサーポッドに取り付けられ、皮下にセンサーを装着する、使い捨て構成部
品。アプリケーターバレルの内側にある導入針はセンサー装着後にアプリケ
ーター内に戻ります。

血糖自己測定器 モニターに入力するための血糖値を得るには、市販の血糖自己測定器を使
うことができます。 

血糖値 血糖測定値。市販の血糖自己測定器で取得された血糖値です。

キャリブレーション これは、血糖自己測定器で測った血糖値をモニターに入力することです。キャ
リブレーションは、モニターがグルコース測定値及び変動情報を表示するため
に必要です。（キャリブレーション用に代替部位検査を使用しないでください。）

CGM グルコースモニタシステム

初期設定 別の選択肢が選ばれない限り、自動的に選択される設定。

Dexcom G4 
PLATINUM�システム

センサー、トランスミッター及びモニター。

グルコースデータの差異 モニターが、トランスミッターから送信されたグルコース測定値を表示しない
ときに起きている可能性があります。モニターが測定値を表示できないこと
を知らせるために、グルコース測定値の代わりにアイコンが現れます。

グルコースの変動 グルコースレベルのパターンを見ることができます。グルコースレベルの過去
からの変動を見ることができます。グラフは、画面上に示される時間にわたる
グルコース変動を示します。

サウンド設定 アラート用のサウンドパターン及び音量設定。

範囲 モニターとトランスミッターとの間の距離。モニターがグルコース情報を得る
ために、モニターとトランスミッターが互いに6メートル以内にあるようにして
ください。

再アラート 再アラートは、最初のアラートが確認されていないときに出されます。

モニター センサー／トランスミッターからグルコース情報を収集する小型デバイス。結
果は、グルコース測定値（mg/dL）及び変動としてモニター画面上に表示さ
れます。

上昇及び低下（変化の速
度）アラート設定

グルコースレベルの上昇／低下の速度及び大きさに基づくアラート設定。

13
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無線周波数 グルコース情報をトランスミッターからモニターに送信するために使用され
る無線周波数伝送。

安全ロック 安全ロックは、センサーを装着する準備ができる前に、アプリケーターの内側
で導入針を保持します。安全ロックはまた、センサー測定終了後、センサーポ
ッドからトランスミッターを素早く取り外すことに役立ちます。

センサー アプリケーターと共に皮下に装着されたセンサーの部分。周囲の組織液中の
グルコースレベルを測定します。

センサーポッド 腹に取り付けられたセンサーの小型プラスチック基材で、トランスミッターを
所定位置に保持します。

スヌーズ スヌーズ時間（15分ごとに5時間まで）を高めグルコース再アラートと低めグ
ルコース再アラートとの間に設定可能です。

スタートアップ期間 モニターに新センサーを装着したことを知らせた後の２時間の「スタートアッ
プ」期間（グルコース測定値はこの間は提供されません）。

システム測定値 モニター上に表示されるグルコース測定値。この測定値は、mg/dL単位で与
えられ、5分ごとに更新されます。 

トランスミッター センサーポッドにはめ、無線でグルコース情報をモニターに送信す
る、Dexcom G4 PLATINUMシステムの部品。

トランスミッターID モニターに入力されるトランスミッターIDにより、モニターは、トランスミッタ
ーと通信できます。

トランスミッターラッチ センサーポッドにトランスミッターをはめる小型使い捨て部品。トランスミッ
ターが所定位置にはめられた後、取り外されます。

変動（変化速度）矢印 グルコースレベルの変化の有無及びその速度を示す変動グラフ上の矢印。
グルコースの速度及び向きが変化する時点を示す、7種類の異なる矢印があ
ります。 

用語集（続き）
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「��使用」期限日 ロット番号

注意 REF 部品番号、カタログ番号

製造日 STERILE  R 放射線による滅菌

再使用禁止 両面温度制限

SN シリアル番号 一時的浸水

クラスⅡ機器 垂直低下

~ 交流 直流

BF形装着部 操作説明に従ってください

製造業者 パッケージが破損している場合
は、使用しないでください

両面湿気制限 非電離放射線

ラベルに記載のアイコン
次のアイコンは、センサー、トランスミッター、及びモニターのパッケージラベルに記載されてい
ます。これらのアイコンは、 Dexcom G4 PLATINUMシステムの、適切で安全な使用につい
て知らせています。これらのアイコンのうちのいくつかは、お住まいの地域では意味を持たない
場合もあり、情報提供の目的のみに列挙されています。この表は、各アイコンが何を意味してい
るのかを示しています。
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主に屋内使用のために設計され
た電気機器 SB 使用開始期限

入力 湿気厳禁

リサイクルマークダンボール

更新日：2014.11.21

表示条件あり

ダンボールに直接印刷：直径30ｍｍ以上
　　　　　　　　　　　文字15pt以上

プレプリント方式：直径12ｍｍ以上
　　　　　　　　　文字8pt以上
（ライナーに印刷してから貼りあわせ）

（紙器用紙に印刷してから貼りあわせた場合
　ラベルなどに印刷する場合）

合紙：直径6ｍｍ以上
　　　文字5pt以上

リサイクルボール紙

リサイクルマークプラ

更新日：2015.3.26

表示条件あり
H≧6ｍｍ
ダンボールに記載の場合
ダンボールリサイクルマークと同じ高さ
H≧30ｍｍ

リサイクルプラスチック
リサイクルマーク紙

更新日：2015.3.26

表示条件あり

H≧6ｍｍ
ダンボールに記載の場合
ダンボールリサイクルマークと同じ高さ
H≧30ｍｍ

リサイクル紙
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