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使用方法



イラストはイメージです。実物の製品は異なって見える場合があります。
G6を使用する前に、 取扱説明書、第2章 の安全に関する声明をご確認ください。

トランスミッター
• センサーから表示デバイスに 

グルコース情報を送信します

表示機器
• グルコース情報を表示します
• スマートデバイス、Dexcomモニター 

のいずれか、またはその両方をセット 
アップします

• 最新の互換性のあるスマートデバイス
とオペレーティングシステムのリストに
ついてはdexcom.com/compatibility 
を参照してください

• G6アプリとモニターはすべてのG6 
システムと互換性があります

センサー内蔵 
アプリケーター
• アプリケーターは皮下にセンサー 

を挿入します
• センサーはグルコース情報を取得 

します

お使いの 
スマートデバイス

Dexcom  
モニター

アプリケーター

センサー 
（内部）

Dexcom G6 CGMシステム（G6）の概要



G6は、G6センサーのグルコース測定値
（G6測定値）を表示デバイスに送信します。

このモニターは専用の医療デバイスです。G6アプリを作動
できる場合でも、ご使用のスマートデバイスは医療機器で
はありません。アプリがアラーム・アラートを見逃す可能
性があり、例えば、スマートデバイスの設定、スマートデバ
イスまたはアプリのシャットダウン、バッテリー低下などが
その原因です。

以下のタブを使用して、アプリ、モニター 
のいずれか、またはその両方をセット 
アップする
両方を設定する場合、最初にセットアップするものを1つ 
選択し、そのタブに移動します。最後のステップで、2つ目 
の表示デバイスをセットアップする方法を示しています。 
両方のタブを使用しないでください。
サポートが必要な場合は、現地のDexcom代理店にご連絡 
ください。

基本機能

アプリ、モニターのいずれか、 
またはその両方を選択

お使いの 
スマートデバイス

Dexcom モニター





アプリの設定

お使いの 
スマートデバイス

トランスミッターセンサー内蔵 
アプリケーター



承諾

拒否

Dexcom と Share データに
同意する

確認

1 プロンプトが表示されたら：
• データをクラウドに送信します。 

これにより以下のことができます。
• Share：G6データをフォロワーに送信します。
• Clarity：医師とデータを考察したり、傾向 

を観察したりするものです。
• センサーコードの入力 

（アプリケーターから挿入）。
• センサーコードが見当たりませんか? 

取扱説明書、付録Aトラブルシューティング を参照してください。

B  画面上の設定手順

A  Dexcom G6アプリをダウンロードして開く

ステップ1：アプリの設定



センサーウォームアップ
ウォームアップが正常に行われ、セット
アップが完了しました。センサーのグル
コース測定値が使用可能になりました。

OK

C  2時間待つ
• センサーウォームアップが完了したら、ホーム 

スクリーンを表示するために OK をタップします
• これで、G6の測定値とアラーム/アラートが表示

されます

• シリアル番号（SN）を入力します。 

トランスミッター本体裏面トランスミッター包装箱 

2 青いセンサーウォームアップタイマーが見え 
ますか？それはセンサーが順応中であること 
を意味します。

 ウォームアップ中： 
• G6の測定またはアラーム/アラートを行わ 

ないでください
• スマートデバイスは常にトランスミッター 

から6メートル以内に置いてください

または

SNを入力すると、G6はトランスミッターを検索します。検索中は、G6の 
測定値やアラーム/アラートは表示されません。



ようこそ

次へ

電源ボタンを2〜3秒間押して、モニターの電源を入れ
ます。画面上の操作手順に従ってください。
[モニター設定]のタブは使用しないでください。これら
のステップは、アプリをセットアップする前にモニター
をセットアップするためのものです。

以下について学びましょう
• ホームスクリーンの読み方
• アラームとアラートの使用方法
• 問題のトラブルシューティング
• 治療方法の決定

ステップ2：取扱説明書 を参照

ステップ3：オプション–モニターの設定 
アップする



モニターの設定

モニター

トランスミッターセンサー内蔵 
アプリケーター



電源ボタンを2〜3秒間押します。

A  モニターを箱から取り出す

B  モニターの電源を入れる

C  画面上の操作手順に従う

ステップ1：モニターの設定

1 プロンプトが表示されたら、以下を入力します。
• 挿入するアプリケーターからのセンサーコードを入力

• センサーコードが見当たりませんか? 
取扱説明書、付録Aトラブルシューティング を参照してください。



次へ

装着と取り付け

1. センサーを挿入する。

2. トランスミッターを装着
します。

詳細は取扱説明書をご覧
ください。

• シリアル番号（SN）の入力

2 この画面が表示されたら、このステップ
は完了です。

トランスミッター包装箱 トランスミッター本体裏面

または

SNを入力すると、G6はトランスミッターを検索します。検索中は、 
G6の測定値やアラーム/アラートは表示されません。



A  センサー包装箱から 
センサー内蔵のアプリ 
ケーターを取り出す

B  センサー装着部位を選択

C  アプリケーターを使用して内蔵センサーを挿入する

ステップ2：アプリケーターを使用して 
内蔵センサーを挿入する

2 手を洗い乾かす。1 センサーアプリケーターと 
アルコールを用意する。

準備するもの：アプリケーター（入力した 
コードを使用）、トランスミッター、およびワイプ。

骨、炎症のある皮膚、入れ墨、および突起のある部位を避けてください。

18歳以上 2〜17歳

または



XXXXXXXX

6 アプリケーターを押さえてセーフ 
ティーガードを折って取り外す。

4 粘着テープ裏面の剥離紙を 
剥がす。粘着部分に触れない
よう注意する。

5 粘着テープを皮膚に 
貼りつける。

3 アルコールでセンサー装着部
位を清拭する。

8 パッチとホルダーを残してア 
プリケーターを皮膚から離す。

7 ボタンを押してセンサーを 
挿入する。

9 各自治体のガイドラインに沿って
アプリケーターを廃棄する。



B  トランスミッターの装着

ステップ3：トランスミッターの接続

2 ホルダーのスロットにトランス
ミッターの先端部を挿入する。

4 粘着テープを指で3周なぞる。

1 トランスミッターをアルコール
綿で清拭する。

3 トランスミッターをホルダー 
に確実に装着する。 

（クリック音が聞こえる。）

A  トランスミッターを箱から取り出す

タブ

スロット



センサーを起動する

B  [センサーを起動する]をタップして、2時間のウォーム 
アップを開始する

ウォームアップ中は、G6の 
測定値やアラーム/アラート 
は表示されません

C  待機
• ウォームアップが完了したら、ホームスクリーン 

に移動するために 次へ をタップします
• これで、G6の測定値とアラーム/アラートが表示

されます

ステップ4：モニターでセンサーの起動

A  ペアリングのために最大30分待つ

ペアリング中： 
• G6の測定またはアラーム/アラートを行わないで 

ください
• モニターは常にトランスミッターから6メートル 

以内に置いてください



始めましょう

以下について学びましょう
• ホームスクリーンの読み方
• アラームとアラートの使用方法
• 問題のトラブルシューティング
• 治療方法の決定

アプリをお持ちのスマートデバイスにダウンロード 
して開きます。そして画面上の操作手順に従ってくだ
さい。
[アプリの設定]のタブは使用しないでください。これ
らのステップは、モニターの設定前にアプリを設定 
するためのものです。

ステップ5：取扱説明書 を参照

ステップ6：オプション-アプリの設定 
セットアップする
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