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【警告】
(1) Dexcom G4 PLATINUMシステムは、自己検査用グルコー
ス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あり、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
きではない。

(2) 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る。服用中は低
血糖症状を見過ごさないこと。

【禁忌・禁止】
センサーは再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】
センサー、トランスミッター、モニター、Dexcom CLARITY 糖尿
病管理ソフトウェアから構成される。

〈形状・構造等〉
1.  センサー

安全ロック

カラー

センサーポッド

粘着パッド

トランスミッター
ラッチ

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）

プランジャー

リリースタブ

センサープローブ：電気化学的酵素センサー
導入針：26ゲージステンレス針
グルコース測定範囲 40～400 mg/dL
センサー測定期間 7日間
キャリブレーション範囲 40～400 mg/dL
滅菌 放射線滅菌済み

2.  トランスミッター

電源 酸化銀電池　3.1V
電撃に対する保護の程度 
による装着部の分類

BF 形装着部

水の浸入に対する保護の 
程度による分類

IP28

TX/RX周波数（GHｚ） 2.424 999 877 / 2.449 993 677 
2.474 737 539 / 2.477 236 919

周波数帯幅 334.7 kHz
最大出力 1.25 mW
モジュレーション 最小偏移変調（MSK）
データレート 49.987 kbits/秒
総パケット 224 bits
送信サイクル 各周波数において5分ごとに 

4.48ミリ秒
通信範囲 6 m
電波法 電波法第38条の24第1項の規

定に基づく工事設計認証を取
得している。

3.  モニター

付属品：USB充電ケーブル、充電器

モニター
電源 リチウムイオン充電池　3.7VDC
電撃に対する保護の形式によ
る分類

クラスⅡ機器

水の浸入に対する保護の程度
による分類

IP22

受信頻度 5分ごと
通信範囲 6 m
データ保管期間 グルコースデータ：30日間

テクニカルサポートデータ： 
7日間

充電池使用期間 3日間
充電時間 交流電源より：3時間

充電器
電源電圧 AC 100～240 V
電源周波数 50/60 Hz
電源入力 0.2 A
電撃に対する保護の形式によ
る分類

クラスⅡ機器

4.  Dexcom CLARITY 糖尿病管理ソフトウェア
汎用コンピュータからインターネット経由でサーバーにアク
セスして使用する。詳細はDexcom CLARITY 糖尿病管理ソフ
トウェアの添付文書を参照すること。

* 2020年9月改訂（第2版）  医療機器承認番号：23000BZI00014000
2018年5月作成

機械器具 20 体液検査用器具

高度管理医療機器　一般的名称：グルコースモニタシステム（JMDNコード：44611003）

特定保守管理医療機器

Dexcom G4 PLATINUMシステム
再使用禁止（センサー）

取扱説明書を必ずご参照ください。
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〈原理〉
本品は間質液中のグルコース濃度を測定するために、グルコース
オキシダーゼを含む電気化学的酵素センサーを用いている。セン
サープローブ内のグルコースオキシダーゼは間質液中のグルコー
スと酸素に反応し、グルコン酸及び過酸化水素を生成する。過酸
化水素は白金電極で反応し、間質液中のグルコース濃度に比例
する信号を発生する。
トランスミッターはセンサーポッドに装着するとセンサープロ
ーブに0.6Vのバイアス電位を加え、それによりセンサーのグルコ
ース測定が可能になる。トランスミッターは継続的にグルコー
ス信号を測定し、5分ごとにモニターにデータを無線送信する。
モニターはトランスミッターの発するセンサーの信号を受信し、
内部のアルゴリズムにより信号を間質液中のグルコース濃度に
換算して、測定結果をディスプレイに表示し、データを保管す
る。患者により自己検査用グルコース測定器の測定値を使用し
たキャリブレーションが12時間ごとに行われ、キャリブレーシ
ョンはセンサーの電気信号を間質液中のグルコース濃度に換算
するために使用される。
Dexcom CLARITY 糖尿病管理ソフトウェアは汎用コンピュータか
らインターネット経由でサーバーにアクセスして使用する。アッ
プロードしたモニターのデータからチャートやグラフを表示する。

【使用目的又は効果】
〈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ある。
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する。
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
に表示する。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する。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する。本品は患者による
在宅での使用及び医療機関での使用を意図する。

【使用方法等】
I  トランスミッター及びモニターの準備
1.  モニターの充電
交流電源からモニターを充電する。空の電池を完全に充電す
るには、交流電源からは約3時間かかる。詳細は取扱説明書
を参照すること。

2.  モニターのセットアップ
(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く。トランスミッターはパッ
ケージから外してから10分後に作動開始する。

(2) モニターが充電完了していることを確認する。
(3) モニターを作動させる。初めて作動させる場合は、セ
ットアップウィザードに従って時間、日付をセットし、
トランスミッターID、低めアラート値、高めアラート値
を入力する。セットアップとその変更の詳細は取扱説明
書を参照すること。

3.  トランスミッターとモニターの通信
測定中、トランスミッターとモニターの通信状態は、
モニターのグラフ画面で確認することができる。グラフ画面
にアンテナ記号が表示されていれば通信が行われていること
を示す。詳細は取扱説明書を参照すること。

 Ⅱ  センサーの挿入
1.  使用開始前
(1) モニターの充電が完了し、日付、時間、トランスミッター
ID が正しく入力されていることを確認する。

(2) 使用するセンサーの使用開始期限日が過ぎていないこと
を確認する。使用開始期限日はYYYY-MM-DD（YYYY年MM
月DD日）で表される。センサーは包装に表示された暦日

の終わりまでに挿入すること。
(3) キャリブレーションのために自己検査用グルコース測定
器で正確な血糖値が得られることを確認する。

(4) トランスミッターの底面を湿らせた布又はアルコール綿
で清拭し、清潔な乾いた布の上で乾かす。

(5) 患者の自己検査用グルコース測定器とモニターの日時が
一致することを確認する。

2.  センサーの取り出し
(1) 手を洗い、乾かす。
(2) センサーを包装から取り出し、センサーに損傷がないこ
とを確認する。

3.  挿入部位の選択
18歳以上の患者は腹部、2～17歳の患者は腹部又は上臀部で、
傷、入れ墨、凹凸のない平らな部位を挿入部位とする。詳細
は取扱説明書を参照すること。

4.  センサーの貼付
(1) 挿入部位の皮膚をアルコール綿で消毒し、完全に乾かす。
(2) 粘着パッドの剥離紙を中央から半分ずつ剥がす（図1）。
アプリケーターのプラスチックの筒を把持し粘着部分に
は触れないように気を付ける。

(3) センサーを図の向きで選択した挿入部位に平らに貼る
（図2）。センサーを上向き又は下向きに配置しないこと。

(4) 粘着パッドを均してゆがみやしわのないようにしっかり
と貼る。

(5) アプリケーターを把持し、安全ロックを矢印の方向に引
いて外す（図3-4）。

図1 図2

図3 図4

5.  センサーの挿入
(1) 片手で皮膚を押さえ、他方の手の第2指と第3指をアプリケ
ーターのカラーの上に置いて、親指で白いプランジャーを
押す（図5-6）。プランジャーを押している間はカラーを引
き上げないこと。完全に押すとクリック音が2回鳴る。こ
れにより導入針とセンサープローブが皮下に挿入される。

(2) 導入針を外す。片手で皮膚を押さえたまま、他方の手の
第2指と第3指でカラーの下を持ち、カラーを親指方向に
引く（図7）。クリック音が2回鳴りそれ以上引けなくな
る。これにより導入針が体外に抜け、センサープローブ
が皮下に残る。

(3) アプリケーターを外す。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す（図8）。（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
外れる。）センサーポッドだけが皮膚上に残る。

カチッ

図5 図6
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カチッ

図7 図8

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉
- 安全ロックは測定終了後にセンサーからトランスミッターを
外すときにも使用するため、保管しておくこと。

- センサーを挿入する前に、感染を防ぐため、必ず挿入部位の皮
膚をアルコールで清拭すること。粘着パッドを良く粘着させ
るため、清拭した箇所が乾いてからセンサーを装着すること。

Ⅲ  測定
1.  トランスミッターの装着
(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、乾かす。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すること。

(2) トランスミッターの平らな面を下にしてセンサーポッド
に置く。

(3) 片手で皮膚を押さえ、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する。
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む（図9）。クリック音
が2回鳴り、トランスミッターが装着される。トランスミ
ッターが確実に装着されたことを確認する。

(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外す。

 図9
2.  測定開始
モニターを作動させ、メインメニューから「センサーの開始」
を選択する。2時間のスタートアップが開始する。

3.  スタートアップ
センサーは皮下に適応するために2時間のスタートアップ期
間が必要であり、その間はグルコース濃度の測定や警告は得
られない。スタートアップの詳細は取扱説明書を参照するこ
と。スタートアップの終わりにモニターがキャリブレーショ
ンを行うように通知する。

4.  測定中
(1) 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する。

(2) 一時的にモニターの電源を切る場合は、メインメニュー
から「電源を切る」を選択する。

(3) 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、
水泳が可能である。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉
- 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すること。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
になるおそれがある。

- センサーポッドが皮膚についている間はトランスミッターを
センサーポッドから外さないこと。

- モニターの電源が入っていない間はグルコース測定値の表示
や警告は受けられないことに注意すること。

- モニターの電源を切ってもセンサーの測定期間は開始から7
日間で変わらない。

- モニターは液体をかけたり液体の中に入れたりしないこと。
モニターが濡れた場合は、スピーカーと振動モードが機能し
ていることを確認してから使用すること。確認は「サウンド
設定」-「サウンドを確認する」画面で行える。詳細は取扱説
明書を参照すること。

Ⅳ  キャリブレーション
1.  キャリブレーションの時期
次の時にキャリブレーションを行う。

- スタートアップ終了後
- 初回キャリブレーションから12時間ごと
- その他必要時

2.  キャリブレーションの方法
(1) 自己検査用グルコース測定器で、指先の血糖値を測定す
る。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らない。

(2) スタートアップ後のキャリブレーションでは、スタート
アップ後の画面から、自己検査用グルコース測定器で2回
測定した血糖値を2 回分手動で入力する。本品のグルコー
ス測定値をキャリブレーションに使用しないこと。

(3)  12時間ごとのキャリブレーションでは、モニターのメイン
メニューから「血糖値を入力する」を選択し、血糖値を入
力する。

(4) その他モニターの画面に従って、キャリブレーションが
必要な場合には血糖値を測定して入力する。

(5) キャリブレーションの操作方法は取扱説明書を参照する
こと。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉
- 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
は使用しないこと。

- 7日間の測定中は、同じ自己検査用グルコース測定器で測定
した血糖値でキャリブレーションを行うこと。

 Ⅴ  表示と警告（アラート／アラーム）
1.  モニターの画面に次の情報が表示される。詳細は取扱説明書
を参照すること。
(1)  グルコース測定値の変動グラフ
- 設定した高めアラート値（黄ライン）以上の場合は黄色、
低めアラート値（赤ライン）以下の場合は赤色

- 上下ボタンにより1、3、6、12又は24時間のグラフが表示
(2) 最新のグルコース測定値
(3) 変化の方向と速さを示す矢印マーク

2.  モニターは次の場合に表示、振動及び警告音の組み合わせに
より警告（アラート／アラーム）を発する。警告の設定方法
及び下記以外の警告の設定については、取扱説明書を参照す
ること。
(1) 低値アラーム：グルコース測定値が 55 mg/dL 以下の時
（設定は変更できない。）

(2) 高めアラート：グルコース測定値が設定したアラート値
以上の時
（120～400 mg/dLで10mg/dLごとに設定可能）

(3) 低めアラート：グルコース測定値が設定したアラート値
以下の時
（60～100 mg/dLで5 mg/dLごとに設定可能）

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉
- キャリブレーションを行ってから5分間は警告が出ない。
- 55 mg/dL以下で発する固定低値アラームは設定の停止や変更
ができない。低値が続くと30分ごとに一連の警告を発する。

- 患者に応じた適切なアラート値が設定されていることを確認
してから使用すること。

- モニターのアラート設定とDexcom CLARITY 糖尿病管理ソフ
トウェアの目標範囲設定は別であるため、それぞれに適切な
値を設定すること。
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Ⅵ  イベント入力
1.  モニターに血糖コントロールに影響するインスリン投与、 
食事（炭水化物）、運動、健康状態のイベントを入力できる。

Ⅶ  測定後の処理
1.  センサーの自動終了
センサーの残存使用期間は、7日間の測定が終了する6時間前、 
2時間前、30分前にモニターの画面に表示される。

2.  センサーの取り外し
トランスミッターが付いたままの状態で、粘着パッドを皮膚
から剥がしてセンサーを抜く。

3.  トランスミッターの取り外し
アプリケーターから外して保管しておいた安全ロックを使用
してトランスミッターを取り外す。
(1) センサーポッドをテーブルに置く。
(2) 安全ロックの丸い縁を持つ。
(3) 下図のように安全ロックのギザギザの縁が下側を向 
くようにする。

(4) ギザギザの縁をトランスミッターの広い方の端を挟むよ
うに挿入する。安全ロックを押し込むと、トランスミッ
ターがセンサーポッドから外れる。安全ロックがない場
合は指でセンサーポッド後部のタブを広げてトランスミ
ッターを外す。

(5) 外したトランスミッターは清掃及び消毒して次回使用時
まで冷暗所に保管する。

4.  モニターのデータの消去
モニターを3 0日以内に他の患者に使用する場合は、 
Dexcom CLARITY 糖尿病管理ソフトウェアを用いてモニター
に保管されている前の患者のデータを消去してから使用する。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉
 - センサーポッドが皮膚に付いている状態でトランスミッター
をセンサーポッドから外さないこと。
 - トランスミッターは電池寿命が終わるまで複数回使用可能 
である。トランスミッターのバッテリー低下の表示が現 
れたらトランスミッターを交換すること。

Ⅷ  Dexcom CLARITY 糖尿病管理ソフトウェア
汎用コンピュータからモニターのデータをDexcom CLARITY 

糖尿病管理ソフトウェアにアップロードし、データの表示
と保管を行う。Dexcom CLARITY 糖尿病管理ソフトウェアに 
ついてはDexcom CLARITY 糖尿病管理ソフトウェアの添付文
書を参照すること。

*【使用上の注意】
〈重要な基本的注意〉
(1) インスリン投与量など治療の決定には、本品ではなく 
自己検査用グルコース測定器で測定した正確な血糖値を使用
すること。

(2) MRI、CTスキャンあるいはジアテルミー療法との併用につい
ては、使用経験がなく、安全性が確立されていない。

(3) 高血糖や低血糖の症状があるが本品のグルコース測定値が症
状に合わない場合は、自己検査用グルコース測定器で正確な
血糖値を測定すること。

(4) 12時間ごとにキャリブレーションを行うこと。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る。

(5) まれにセンサーが破損することがある。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
師に伝えること。挿入部位に感染や炎症（発赤、腫れ、疼痛） 
の症状がある場合は直ちに医療機関を受診すること。

(6) 妊婦及び透析患者への使用については、安全性が確立 
されていない。

(7) センサーは18歳以上の患者は腹部、2歳から17歳の患者は腹
部又は上臀部以外に挿入しないこと。

(8) 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
うに注意すること。トランスミッターには磁石が含まれ飲み
込むと危険である。

(9) 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
手を洗うこと。

(10) センサーを挿入する前に、感染を防ぐため、必ず挿入部位の皮
膚をアルコールで清拭すること。粘着パッドを良く粘着させ
るため、清拭した箇所が乾いてからセンサーを装着すること。

(11) センサーを挿入するたびに挿入部位を変えること。
(12) 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
ること。これらの部位はグルコース測定に適さない。

(13) 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たりしないこと。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る。

(14) センサーは滅菌品である。滅菌包装が破損又は開封されて
いる場合は使用しないこと。

(15) キャリブレーションを行う際は、自己検査用グルコース測
定器で測定した正確な血糖値を5分以内に入力すること。誤
った値や5分以上たってから血糖値を入力すると、本品のグ
ルコース測定値が不正確になるおそれがある。

(16) 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メートルである。無線通信は水中では十分機
能しないため、プール、浴槽、ウォータベッド等の中にい
る場合は通信範囲が著しく減少する。

(17) 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
バーを閉じておくこと。USBポートに水が入るとモニターが
故障するおそれがある。

(18) 医療従事者は、本品を使用する患者に対し、事前に使用方
法、得られた情報により患者がとるべき対応等について説
明すること。

(19) Dexcom CLARITY 糖尿病管理ソフトウェアは医学的な指
示を提供するものではなく、その目的で使用しないこと。 
医師はソフトウェアの情報を単独ではなく他に得られる臨
床的な情報と併せて活用すること。

〈相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）〉

1.	 併用注意（併用に注意すること）
医薬品/医療機器の
名称等

臨床症状・措置
方法 機序・危険因子

アセトアミノフ
ェン

実際よりも高い
グルコース値が表
示され処置をする
ことにより、低血
糖になる可能性が
ある。

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 
ある。誤差の程度は 
体内のアセトアミノ 
フェン量による。

ヒドロキシ 
カルバミド

実際よりも高い
グルコース値が表
示され処置をする
ことにより、低血
糖になる可能性が
ある。

ヒドロキシカルバ 
ミドを服用すると、 
本品のグルコース 
値が偽高値を示す 
ことがある。誤差 
の程度は体内の 
ヒドロキシカルバ 
ミド量による。

*
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〈	不具合・有害事象〉
1.  重大な不具合・有害事象
米国における臨床試験では報告されていない。

2.  その他の有害事象
穿刺部位又は粘着部位の紅斑、浮腫などの皮膚炎、又は疼痛。
また、本品の使用により穿刺部位又は粘着部位に生じる可能
性のある有害な作用には、水泡、発赤、腫脹、かぶれ、出血、
感染、及び紫斑がある。

【臨床成績】
本品の臨床上の有効性及び安全性は、米国においてGCP 下で実
施されたIDE試験である、アルゴリズム改良後の成人における
G130238 試験及び小児（未成年者）におけるG140042 試験に基
づいて確認された。
これらの臨床試験は、成人及び2歳以上の小児において1型又
は 2 型の糖尿病患者を対象として、血糖値測定の補助として本
品を用いた際の本品の有効性及び安全性を評価した。
有効性の主要評価項目は、(1)検査室基準の血糖測定法と比較し
た本品の血糖測定の性能であり、(2)測定した値がYSI（YSI社製
分析装置）参照値に対して、グルコースレベル＞80 mg/dLにお
いては±20％以内、及びグルコースレベル≦80  mg/dLにおいて
は±20  mg/dL以内である割合とした。この有効性の主要評価は
各々、成人において93％、小児において90.6％であった。本品の
結果は既存の機器の性能に対し非劣性を示し、主要有効性評価
項目が満たされた。
有効性の副次的評価においても、本品は安定したシステムの性
能を示した。エラーグリッド解析における結果は、本品の提供
した血糖の結果が、高い割合で臨床的に正確な範囲にあること
を示した。これと同様に、低血糖又は高血糖に対する警告につ
いても、高い真度を示した。また、システム装着期間の7日間に
おけるグルコースレベルの最大測定可能数に対する測定数の割
合は非常に高かった。
安全性に関しては、報告された有害事象のほとんどが針の挿入又
は粘着パッチによる皮膚刺激に関連するものであった。いずれの
患者においても、システムの装着に関連する感染は見られなかっ
た。2件の試験に関連する可能性のある有害事象が報告されたが、
皮膚刺激以外の機器に関連する事象は発現しなかった。全ての有
害事象は、試験終了時に回復又は安定していると考えられた。い
ずれの試験においても、機器の重篤な有害事象（SADE）又は予
期されない機器の有害作用（UADE）は試験中に発現しなかった。
以上の臨床試験の結果から、成人及び2歳以上の小児のいずれ
の患者集団においても、本品の有効性及び安全性が確認された。

成人 小児
MARD 9.0％ 10.4％
全体の％20/20  
(40-400 mg/dL)

93％ 90.6％

【保管方法及び有効期間等】
〈保管方法〉
1.  センサー
 - 保管温度　2～30 ℃

2.  モニター
 - 3か月以上保管する場合は充電を完了してから保管する 
こと。

〈有効期間〉
1.  センサー
製造日より12か月
包装に表示された使用開始期限日の終わりまでにセンサーを
挿入すること。
YYYY-MM-DDはYYYY年MM月DD日を表す。

2.  トランスミッター
有効期間：製造日より14か月
保管期間：製造日より8か月
包装に表示された使用開始期限日の終わりまでに使用開始 
すること。
SB YYYY-MM-DDは使用開始YYYY年MM月DD日を表す。

〈使用期間〉
1.  センサー
使用開始から7日間

2.  トランスミッター
使用開始から6か月間

【保守・点検に係る事項】
〈使用者による保守点検（日常点検）〉
 Ⅰ  清掃及び消毒
トランスミッター及びモニターは、使用後及び汚れが付着し
た時に清掃する。また、定期的及び血液や体液が付着した可
能性のある時あるいは他の人が機器に触れる前に消毒する。

1.  清掃（トランスミッター／モニター）
(1) 機器の外装を湿らせた布又はアルコール綿で清拭する。
(2) 清掃後は清潔な乾いた布の上に置いて2～3分間乾燥 
させる。

2.  消毒（トランスミッター／モニター）
(1) グローブを着用する。
(2) 0.65％次亜塩素酸ナトリウム液で湿らせた布で、機器の
前面、背面、四辺を清拭し、表面の汚れを清掃する。

(3) 別の0.65％次亜塩素酸ナトリウム液で湿らせた布で、機
器の前面、背面、四辺を清拭し、表面に消毒液を付ける。

(4) 室温で1分間以上、表面に消毒液が付いた状態で置く。 
必要に応じて追加の消毒布で消毒し、確実に１分間消毒
液が付いた状態にする。

(5) 表面を清潔な乾いた布で拭いて乾かす。
(6) 表面をアルコール綿で拭いて、消毒液を拭き取る。
(7) 表面を清潔な乾いた布で拭いて乾かす。
(8) モニターはスクリーン面を下にして清潔な乾いた布の上
に置き、60分間自然乾燥させる。

(9) トランスミッターは清潔な乾いた布の上に置いて2～3分
間自然乾燥させる。

(10) グローブを外し医療廃棄物として廃棄する。
(11) 手をよく洗う。

〈注意〉
 - 充電器は清掃しないこと。
 - 装着後あるいは他の人が扱った機器は感染予防に留意して取
り扱うこと。
 - 取扱前に手を洗うこと。
 - モニターは清掃又は消毒前にUSBポートのカバーを閉 
じること。
 - モニターは耐水性がないため、大量の液体で拭かないこと。
 - トランスミッターはセンサーポッドに装着した状態では耐水
性があるが、単独では液体の中に入れないこと。
 - 石鹸、除光液、ペイントうすめ液を使用しないこと。
 - 粘着剤を含む製品で拭かないこと。

Ⅱ  トラブルシューティング
機器に問題が生じた場合は、取扱説明書のトラブルシュー 
ティングを参照すること。解決しない場合は販売業者に連絡
すること。
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【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
選任製造販売業者：
名　　　称：株式会社コーブリッジ

外国製造業者：Dexcom, Inc.（アメリカ合衆国）
dexcom.com
clarity.dexcom.jp

販売業者： 
名　　　称：テルモ株式会社

LBL015164 Rev 005 MT24598

Dexcom、Dexcom CLARITY、およびDexcom G4は、米国におけるDexcom Inc.の登録商標であり、他国で登録されている場合があります。


