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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。

【形状・構造及び原理等】 
Dexcom G4 PLATINUMシステムは、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。
センサー、モニター、CLARITY 糖尿病管理ソフトウェアについて
は各々の添付文書を確認すること。

〈形状・構造等〉
 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。

〈原理〉
Dexcom G4 PLATINUMシステムは、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。

【使用目的又は効果】
〈使用目的〉
Dexcom G4 PLATINUMシステムは、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。

2.  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  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のセン
サーポッドに置く。

(3) 片手で皮膚をおさえ、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。
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む（図1）。
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。
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(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1

〈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。

Ⅲ  測定後の処理
1.  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。

〈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。

*【使用上の注意】
〈重要な基本的注意〉
(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4)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。

〈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。

〈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。

【保管方法及び有効期間等】
〈保管方法〉
保管温度　0～45℃

〈有効期間〉
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〉
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
(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。

*
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2.  消毒
(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)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。

(9) グローブを外し医療廃棄物として廃棄する。
(10) 手をよく洗う。

〈注意〉
 - 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。
 - 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。

【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
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