
お使いいただくみなさまへ

製品をご使用の際は、必ず添付文書と取扱説明書をあわせてご確認ください。

センサーの
装着／交換は
どうするの？

グルコース値は
どのように
測定するの？

Readerの
メモ機能って
何ですか？

血糖値は
いつ、どうやって
測定するの？

Q&A

　          って
どんなもの？

     　　  の
キットの中身は
どんなもの？

血糖トレンド（変動）
はどうやって
確認するの？



注）血糖値と間質液中のグルコース値の違いには個人差があります。

血糖値

間質液中グルコース値

急激な変化がない時には
近い値となります。

炭水化物が消化されると、グルコースはまず血液に入ります。
そのため、血糖値が上がり、それに続いて間質液中の
グルコース値が上がります。

〈イメージ〉

下降する時も同様です。
血糖値が下がり、
それに続いて間質液中の
グルコース値が下がります。
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血糖値と間質液中のグルコース値の違い注）

　　　　　　     ってどんなもの？

● 間質液中のグルコース（ブドウ糖）濃度を測定します。
● いつでも、どこでも、服の上からでも＊、測定が可能です。
●  センサーは最長14日間（2 週間）にわたってグルコースデータを提供します。
● センサーのメモリーは 8 時間です。グルコース値を15分ごとに保存します。
● 測定情報は、わかりやすいグラフで表示されます。見やすく、操作しやすいタッチ 
　 スクリーンです。
● センサーはアクティブな生活が可能になる耐水性＊＊設計です。
＊センサーから4cm以内にR

リーダー

eader がある時に測定できます。
＊＊水深1メートルで最長 30分間の耐水性試験を実施済みです。入浴中、シャワー中、水泳中も着用可能です。

1) Rebrin K, Steil GM. Diabetes Technol Ther. 2000; 2(3): 461-472.
2) Rebrin K, et al. J Diabetes Sci Technol. 2010; 4(5): 1087-1098.

● グルコースは毛細血管と間質液の間を自由に移動しています。血糖値と間質液中
のグルコース値は相関性が高いことが証明されています1）。

● FreeStyleリブレは間質液中のグルコース濃度を測定しているので、血糖値とは
5〜10 分程度のタイムラグが発生する可能性があります2）。

FreeStyleリブレの特徴とは

FreeStyleリブレで測定するグルコース濃度（値）とは
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血糖値と間質液中のグルコース値の違い注）

　          って
どんなもの？

     　　  の
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どんなもの？

　　　　　　     ってどんなもの？ 　　　　　　　   の
キットの中身はどんなもの？

グルコース値の測定範囲は 40〜500mg/dL
完全に充電された状態で、7日間使用可能

センサーパック

FreeStyle リブレ Reader

USB ケーブル

電源アダプター

クイックスタートガイド

取扱説明書
　（その他に添付書類があります）

センサーアプリケーター

直径35mm 厚さ5mm

※実物大

メッセージ

現在の
グルコース値

食事のメモ

USBポート

電極挿入口

メモの追加

タッチスクリーン

グルコース値
トレンド矢印

超速効型
インスリンメモ

グルコースグラフ

ホームボタン

センサー（使いすて）

ホーム画面 グルコース値画面

Reader

センサーキット R
リーダー

eaderキット
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センサーの装着

装着部位 センサーの準備

センサーの装着

センサーの取り外しと交換

センサーアプリケーター
を装着部 位にあて、
センサーが身体に装着
されるまでしっかりと
押し込みます。

7 センサーアプリケーター
をそっと身体から引き
離します。

8 センサーが固定されて
いることを確認します。
これでセンサーの装着
ができました。

9

4

センサーは上腕の後ろ側
のみに装着します。1 センサーパックのフタを

完全にはがして開けます。
センサーアプリケーター
のキャップを回して外し
ます。 センサーは装着から14日経過すると、自動的に機能が停止し、

センサーを交換する時期であることを知らせるメッセージが
Readerに表示されます。

3
アルコール綿で装着部位
を拭き、装着までに乾か
してください。

2

平らで硬い場所にセンサーパック
を置き、センサーアプリケーター
の黒線のマークをセンサーパック
の黒線のマークに合わせます。
センサーアプリケーターを上から
強く、止まるところまで押し
下げてください。

5 センサーパックから
センサーアプリケーター
を持ち上げます。

6 これでセンサーの準備が
整いました。

● ペースメーカーなど、他の埋め込み式医療機器を使用中の患者さんは、
FreeStyleリブレをご使用になれません。

● センサーパックとセンサーアプリケーターの使用期限が切れている場合は
正しく測定されない可能性があるので使用しないでください。

● センサーパックまたはセンサーアプリケーターに破損が見られたり、開封
されている場合は使用しないでください。

● センサーパックとセンサーアプリケーターのセンサーコード※が一致してい
ることを確認してください。

装着前に確認しましょう
● センサーの装着には、出血を伴う場合があります。
● 出血が多い場合には、センサーを取り外し、別の部位に新し
いセンサーを装着してください。出血部位が気になる場合
には、かかりつけの医師にご相談ください。

装着時に気をつけましょう

センサーの装着から14日間経っていなくても、装着部位に炎症や不快感を感じた場合、
またはReaderが現在使用中のセンサーで問題を報告している場合も、センサーを交換してください。

装着していた部位ではない場所に、新しいセンサーを
装着します。2

予期せぬ怪我などを防ぐため、装着部
にしっかりあたるまでセンサーアプリ
ケーターを押し下げないでください。

センサー装着初日はセンサーによる測定値と血糖値と
の差が大きくなる場合があります。
測定値の正確性に疑問がある場合には、添付文書の「使
用方法に関連する使用上の注意」を参照してください。

センサーアプリケーターには
針が含まれています。センサー
アプリケーターの内部に触れ
たり、センサーパックに戻す
ことはしないでください。

装着部位は清潔で乾燥している
必要があります。

14日間の使用期間が終わる前にセンサーを交換した場合
には、最初にReader でスキャンした時に、新しいセンサー
を使用開始してよいか確認する画面が表示されます。

1 センサーの粘着部の端を引き上げます。1回の動作で
皮膚からゆっくりとはがします。

皮膚に残った粘着剤は、温かい石鹸水また
はアルコール綿で取り除くことができます。

使用済みのセンサーは、地域の規制に従っ
て廃棄してください。

傷跡、ほくろ、ストレッチマーク
（肉割れ線）、瘤のある場所や、
インスリン注射の部位、前回
センサーを装着した部位は
避けてください。

※

センサーの装着／交換はどうするの？
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グルコース値はどのように
測定するの？

センサーから4cm以内で
Readerを持ち、スキャン
します。

センサーから4cm以内で
Readerを持ち、スキャン
します。

「新しいセンサーを起動」
をタッチします。

15秒以内にセンサーが
正常にスキャンされないと・・・
再びスキャンを促すメッセージが
表示されます。      をタッチして
ホーム画面に戻りもう一度、
❷→❸の手順を行います。

ホームボタンを押して、Readerの
電源をオンにします。

初回使用時　日時と目標グルコース範囲の設定

センサーを起動する・・・新しいセンサーを装着するたびに

グルコース値を測定する・・・測定のたびに

グルコース値画面にある
グルコース値トレンド矢印
の説明が表示されます。

をタッチします。

他の画面からホーム画面に
戻る方法が表示されま
す。 をタッチすると
ホーム画面に戻ります。

ホーム画面で「グルコース
値を測定」をタッチすると、
この画面が表示されます。

Readerに、現在のグルコース
値と共に、グルコースグラフと
グルコース値トレンド矢印が
表示されます。

1

2 3

2

3

5

タッチスクリーンの　、
で、現在の日付を設定しま
す。　をタッチすると次
に進みます。

タッチスクリーンの　、　
で、目標グルコース範囲を
設定します。 をタッチし
ます。

4現在の時刻を、❷と同様に
設定します。 をタッチ
します。

3
15秒以内にセンサーが
正常にスキャンされないと・・・
再びスキャンを促すメッセージが
表示されます。      をタッチして
ホーム画面を表示し、「グルコース
値を測定」をタッチした後、再度
スキャンします。

画面操作は、指の腹を使用します。
爪やその他の物を使用しないでください。

リーダー

センサーが正しく起動すると、
音声の設定がオンの場合には、
ビープ音が鳴ります。

60分間のセンサー起動時間が完了
するまでお待ちください。

Readerのメモリーは通常の使用
方法で90日間です。

グルコースグラフは、
過去8時間の変動も
表示します。

グルコース値トレンド矢印は測定値と
一緒に表示されない場合もあります。

長時間センサースキャンをしない
と、データが表示できなくなります。
少なくとも8時間に1回、Readerで
センサーをスキャンして測定して
ください。

目標グルコース範囲はReaderの
グルコースグラフ上に表示され、
目標範囲内であった時間を計算
するために使用されます。

センサーのデータを正しく解釈す
るためには、日時を正確に設定す
ることが大切です。

目標範囲設定に関しては、
医療従事者にご相談くだ
さい。

2

グルコースグラフは、
過去8時間の変動も
表示します。

（グルコース値が推移する方向
を示す）

グルコース値トレンド矢印

グルコースが急速に上昇
（1分あたり2mg/dL以上）

グルコースが上昇
（1分あたり1～2mg/dL）

グルコースがゆっくりと変化
（1分あたり1mg/dL未満）

グルコースが低下
（1分あたり1～2mg/dL）

グルコースが急速に低下
（1分あたり2mg/dL以上）
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R
リーダー
eaderのメモ機能って何ですか？

その他、Readerには
お知らせ機能として
アラームを設定する
ことができます。

②で超速効型インスリンまたは
持効型インスリンを選択した場合 ②で食事を選択した場合

SMBG：Self-Monitoring of Blood Glucose

FreeStyleリブレの血糖自己測定（SMBG）の方法2
追加したい項目を
選択します。

3 　 をタッチすると、投与した
単位数を入力する画面になります。

グルコース値画面で
右上にある       を
タッチします。

1

手と測定部位をアルコール綿で拭き、乾かします。

2 電極の使用期限を確認します。

取り出した後はすぐに電極を使用
してください。

開封済みの包装を使って抜き
取ると、廃棄の際に便利です。

3 　 をタッチすると、炭水化物の
グラム数を入力する画面になり
ます。

　 、　をタッチしてグラム数を入力します。
画面右すみの　  をタッチします。

3 電極のホイル包装を切れ目から破り、電極を
取り出します。

4 電極の先端にある黒い3本線を表に向けて、
Readerの電極挿入口に差し込みます（止まる
ところまで）。血液滴下マークが表示されます。

5 穿刺器具を用いて血液を1滴採取し、電極の
先端にある白い部分に付けます。
十分量の血液が付着すると、画面には蝶が表示され、
約5秒後に測定結果が表示されます。
血糖の測定範囲は20～500mg/dLです。

6 測定結果を確認後、使用済み電極を
抜き取り、廃棄します。

　 が項目の右側に表示されます。

　 、　をタッチして単位数を入力します。
画面右すみの　  をタッチします。

保存後に画面上では超速効型インスリンは
　 が、食事は 　が表示されます。

4 画面右すみの　  をタッチして保存
します。

1

測定結果と一致しない症状がある、または測定値の正確性に疑問がある時

LO（測定値が40mg/dLより低い）　HI（測定値が500mg/dLより高い）

グルコース値トレンド矢印  　または

Reader画面に表示されます

（グルコース値が70mg/dLより低い）

（グルコース値が15分以内に70mg/dLより低くなると予測）

インスリン注射や食事をとったタイミングで、
グルコース値を測定し、記録してください。

持効型インスリンを選択した場合は画面上では表示されま
せん。記録として保存され、ソフトウェアをダウンロード後
に入手できるレポート（p.10～11参照）に表示されます。

血糖電極を使用しても、LOやHIが表示
された場合は医師に連絡してください。

えんぴつマーク

プラスマーク

三角プラスマーク

三角マイナスマーク

超速効型インスリンメモ

食事のメモ

メモが追加できるのは、グルコースの測定と同時または測定を行った15分以内です。
生活リズムに合わせたインスリン注射・食事等に関する記録を保存することができます。
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R
リーダー
eaderのメモ機能って何ですか？

その他、Readerには
お知らせ機能として
アラームを設定する
ことができます。

②で超速効型インスリンまたは
持効型インスリンを選択した場合 ②で食事を選択した場合

SMBG：Self-Monitoring of Blood Glucose

FreeStyleリブレの血糖自己測定（SMBG）の方法2
追加したい項目を
選択します。

3 　 をタッチすると、投与した
単位数を入力する画面になります。

グルコース値画面で
右上にある       を
タッチします。

1

手と測定部位をアルコール綿で拭き、乾かします。

2 電極の使用期限を確認します。

取り出した後はすぐに電極を使用
してください。

開封済みの包装を使って抜き
取ると、廃棄の際に便利です。

3 　 をタッチすると、炭水化物の
グラム数を入力する画面になり
ます。

　 、　をタッチしてグラム数を入力します。
画面右すみの　  をタッチします。

3 電極のホイル包装を切れ目から破り、電極を
取り出します。

4 電極の先端にある黒い3本線を表に向けて、
Readerの電極挿入口に差し込みます（止まる
ところまで）。血液滴下マークが表示されます。

5 穿刺器具を用いて血液を1滴採取し、電極の
先端にある白い部分に付けます。
十分量の血液が付着すると、画面には蝶が表示され、
約5秒後に測定結果が表示されます。
血糖の測定範囲は20～500mg/dLです。

6 測定結果を確認後、使用済み電極を
抜き取り、廃棄します。

　 が項目の右側に表示されます。

　 、　をタッチして単位数を入力します。
画面右すみの　  をタッチします。

保存後に画面上では超速効型インスリンは
　 が、食事は 　が表示されます。

4 画面右すみの　  をタッチして保存
します。

1

測定結果と一致しない症状がある、または測定値の正確性に疑問がある時

LO（測定値が40mg/dLより低い）　HI（測定値が500mg/dLより高い）

グルコース値トレンド矢印  　または

Reader画面に表示されます

（グルコース値が70mg/dLより低い）

（グルコース値が15分以内に70mg/dLより低くなると予測）

インスリン注射や食事をとったタイミングで、
グルコース値を測定し、記録してください。

持効型インスリンを選択した場合は画面上では表示されま
せん。記録として保存され、ソフトウェアをダウンロード後
に入手できるレポート（p.10～11参照）に表示されます。

血糖電極を使用しても、LOやHIが表示
された場合は医師に連絡してください。

えんぴつマーク

プラスマーク

三角プラスマーク

三角マイナスマーク

超速効型インスリンメモ

食事のメモ

以下の場合は血糖自己測定（SMBG）を必ず行ってください。

血糖値はいつ、どうやって
測定するの？

Readerの
メモ機能って
何ですか？

血糖値は
いつ、どうやって
測定するの？
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血糖トレンド（変動）は
どうやって確認するの？

AGPの読み方〈イメージ〉

AGPから血糖トレンドを読む際のポイント
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AGP（Ambulatory Glucose Profile）を活用することにより、日中および夜間の血糖トレンドを「見える化」し、
血糖変動パターンをわかりやすく捉えることができます。

AGPは血糖コントロールの評価を容易にします。ポイントは・・・ 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00
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低血糖域

目標範囲  70～180mg/dL

目標範囲  70～180mg/dL

①低血糖のリスクの確認
　→低血糖を回避

②目標範囲
　との比較

③中央値曲線の
　変化に着目 ④各時間の曲線の

　上下幅に着目
　→日によるばらつきが大きい

AGPは医療従事者とともに活用することが大切です。グラフの意味する
ところを理解して、血糖コントロールの改善に役立てましょう。

目標範囲

水色帯（10・90パーセンタイル曲線）
各時間帯で、80％のグルコース値がこの範囲内に
入ります。

中央値（グルコース値を小さい方から並べた時に真ん中にくる値）
中央値曲線の上下動が大きい箇所は、1日の中で血糖変動が大きい時間帯である
ことを示しています。

青色帯（25・75パーセンタイル曲線）
各時間帯で、50％のグルコース値がこの範囲内に
入ります。

①低血糖のリスクの確認

②目標範囲との比較

③中央値曲線の変化に着目（日内変動）

④各時間の曲線の上下幅に着目（日差変動）
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AGPは医療従事者とともに活用することが大切です。グラフの意味する
ところを理解して、血糖コントロールの改善に役立てましょう。

目標範囲

水色帯（10・90パーセンタイル曲線）
各時間帯で、80％のグルコース値がこの範囲内に
入ります。

中央値（グルコース値を小さい方から並べた時に真ん中にくる値）
中央値曲線の上下動が大きい箇所は、1日の中で血糖変動が大きい時間帯である
ことを示しています。

青色帯（25・75パーセンタイル曲線）
各時間帯で、50％のグルコース値がこの範囲内に
入ります。

①低血糖のリスクの確認

②目標範囲との比較

③中央値曲線の変化に着目（日内変動）

④各時間の曲線の上下幅に着目（日差変動）
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13

「FreeStyleリブレ」
をクリックします。

画面のアイコンより、
ソフトウェアを選択して
ダウンロードします。

AGPレポートを入手するために、まずはFreeStyleリブレソフトウェアをダウンロードしましょう。

オフィシャルサイト
にアクセスします。

https://jp.abbott-
diabetescare.com/
patient/products.
html

「FreeStyleリブ レ 」
「 ア ボ ット 血 糖 測 定 」
で検 索しても 該 当 の
ページが出てきます。

Readerとパソコン
を U S B ケ ー ブ ル

（充電時に使用する
ものと同じ）で接続
します。

ソフトウェアを立
ち上げ、「レポート
の作成」をクリック
します。

作成したいレポート
を選択後、「レポート
の印刷」をクリック
します。

FreeStyleリブレソフトウェアの
ダウンロード方法 AGPレポートの印刷方法

11

2

13
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お使いいただくみなさまへ

製品をご使用の際は、必ず添付文書と取扱説明書をあわせてご確認ください。

センサーの
装着／交換は
どうするの？

グルコース値は
どのように
測定するの？

Readerの
メモ機能って
何ですか？

血糖値は
いつ、どうやって
測定するの？

Q&A

　          って
どんなもの？

     　　  の
キットの中身は
どんなもの？

血糖トレンド（変動）
はどうやって
確認するの？

ADC-17408 11/19

https://www.myfreestyle.jp/https://www.myfreestyle.jp/

お客様
相談窓口

当社製品の取扱方法や修理のご相談など、ご不明な点は下記お客様相談窓口にご相談ください。

千葉県松戸市松飛台 278
ダイアベティスケア事業部

製造販売元：

販売名：FreeStyleリブレ　承認番号：22800BZX00212000
販売名：FSプレシジョン血糖測定電極　承認番号：22600AMX01286000
販売名：β-ケトン測定電極Ⅲ　承認番号：22300AMX00567000

東京都港区三田 3-5-27
ダイアベティスケア事業部

本社：

検索FreeStyle リブレ

温度計マーク

インスリンの注入部位は、装着しているセンサーから少なくとも2.5cm以上離してください。
インスリン注射の際に気をつけることはありますか？

これらの検査が、システム性能にどのような影響を与えるかは評価されていません。センサーを取り外して
から検査を受け、検査後に新しいセンサーを装着してください。

センサーを着けたままでX線・MRI・CTスキャンの検査を
受けてもよいでしょうか？

地域の規制に従って廃棄してください。
使い終わったセンサーの処分はどうすればよいでしょうか？

センサーを装着したまま入浴、シャワー、水泳も可能です。水深1mで30分間までは、問題なくご使用いた
だけます。それ以上の深さ・時間はなるべく避けてください。
  リーダー

Readerは水濡厳禁です。

センサーを着けたままでプールに入れますか？

同梱のUSBケーブルを、同梱の電源アダプターを用いてコンセントに差し込んでください。USBのもう一方
の端をReaderのUSBポートに差し込んでください。完全に充電されたReaderは、7日間使用可能です。

充電の仕方を教えてください。

セキュリティシステムを通過する際には、保安検査係員にFreeStyleリブレを装着していることをお伝えくだ
さい。センサー自体は、装着したままセキュリティシステムを通過することは問題ありません。
機内ではセンサーでのスキャンは行わないようにしてください。
規則や規制は、通告なく変更される場合があるため、ご出発前に航空会社にご確認ください。

センサーを着けたままで飛行機に乗れるのでしょうか？

センサーは熱くなりすぎたり冷たくなりすぎると、Readerに　　が表示され、一時的にデータの測定を
停止する可能性があります。適切な場所に移動して再度測定してください。

センサーを着けたままでサウナに入れますか？

アラームは、Readerの電源がオフであっても作動します。OKをタッチしてアラームを止めるか、 　を押して
設定した時間を解除してください。

アラームの解除方法を教えてください。

アラームマーク

「FreeStyleリブレ」とそれにかかわるブランドマークは、米国Abbott Diabetes Care Inc. が各国・地域において有する商標です。

Q A&


