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株式会社Mealthy

Free Styleリブレマニュアル



出典『高血糖とは 食後高血糖～血糖値パターン～』
https://www.diabetes.co.jp/dac/diabetes/hyperglycemia

食後高血糖と病気の関係

健康診断で測定される「空腹時血糖」では病気リスクを見落とすリスクがあり、特に心血管系疾患(心筋梗塞などの心血管系の
病気)の死亡リスクを高める「食後高血糖」を測定することが重要とされている。
さらに、食後高血糖には様々な病気のリスクに影響するため、血糖値管理は健康管理において重要な指標となります。

「食後高血糖」にひそむ危険な病気
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冠動脈疾患

虚血性心疾患

心臓に栄養を供給する血管である冠状

動脈が狭くなったり詰まったりして、心筋

への血流が減少するのが冠動脈疾患で

す。冠動脈の狭窄により血流が不足し

一過性の胸痛が生じるのが狭心症、冠

動脈が閉塞または極端に狭窄しほぼ閉

塞した状態になり心臓の筋肉が壊死す

る疾患が心筋梗塞です。心筋梗塞で

は激しい胸部痛や冷や汗、嘔吐感など

が15分以上続くといった症状が典型的

です。 心筋梗塞の急性期死亡率は

50%です。

末梢動脈疾患

末梢閉塞性動脈疾患は、下肢に血液を供

給する血管の動脈硬化による狭窄や閉塞

により引き起こされます。その結果、下肢の

潰瘍や筋委縮を生じ、下肢切断を必要とす

るリスクも伴います。

脳梗塞

脳の血管が動脈硬化や血栓などで閉塞

し、その先の細胞が壊死する病気です。

脳梗塞は発症前に前触れとして一過性

の脳虚血発作が出ていることがあります。

一過性の脳虚血発作では数分で症状

が治ってしまいますが、発症した人の5%

が48時間以内に脳梗塞を発症する可

能性があります。

心血管系疾患とは

糖尿病患者さんの約9人に1人が心血管疾患で亡くなっています



血管と動脈硬化

2型糖尿病で高血糖の状態が慢性的に続くと、血管の壁が損傷されコレステロールが蓄積します。

この蓄積したコレステロールは血管内にプラークという塊を形成し、動脈の壁が硬化します。

プラークが長い年月をかけて蓄積することによって動脈の血液の流れる部分が狭くなり、血液が流れにくくなります。

高血圧をもたらすのは塩分ではなく、血管に溜まったプラークです。

プラークとは脂肪の塊のことで、日本語では『粥腫（じゅくしゅ）』と呼ばれ、その名の通りお粥のようにドロドロしています。

これが溜まって血管の内側が狭くなるから、そこを流れる血液の圧力が高まる。実にシンプルな理屈です。

塩分よりも、脂肪分や糖分を口にしないことで、血管中にプラークを作らないほうが重要です。

体重が増したことで血管中のプラークが増え、血管を圧迫し高血圧を引き起こします。

高血圧が続くと、正常より高い圧力が血管の壁や心筋に加わり、動脈硬化の要因となります。



採血をせずにグルコース値を
測ることができる

これまでの血糖値を測るには、指先に針を刺し
て少量の血を採る方法しかありませんでした。
しかしFreeStyleリブレは、使い捨てのパッチを
上腕部に貼るだけで調べられるので、採血をせ
ずに測定できます。

Free Style リブレの特徴

つけるだけで簡単測定！

自宅で手軽に血糖値管理

１ 食後すぐにグルコース値の
上がり方がわかる

上腕部に貼ったセンサーは、そのまま最長２週
間貼りっぱなしでOK。センサーにリーダをちかづ
けると、その時のグルコース(ブドウ糖)値がすぐ
に測定できます。食後にわざわざ採血をすると
いった面倒はありません。

２

15分ごとに
変化をデータ化できる

センサーは、にリーダを近づけなくても、セン
サーが自動的に24時間、15分ごとのグルコー
ス値を記録しています。そのため、食前・食
中・食後の血糖値の変化も後からチェックする
ことができます。

糖質量を計算しなくても
糖質管理がラクラクわできる

15分ごとに記録したデータは、最長さ90日間
リーダに保存されます。そのため、糖質量を計
算しなくても、自分が何を食べるとどのくらいグル
コース値が上がるのか、その傾向をつかむことが
できます。

３ ４
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Free Style リブレを使った方のお声
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測るのが楽しかった
食べ物、飲み物の影響を
調べてみるのが勉強になり楽しかったです。
メタボ食を試してみたり、
身をもって悪いものを探してしまいました。
自分にとっての食べてはいけないもの
がわかり勉強になりました。

痛くなかった
２週間、針がカラダに刺ささったままと
聞いたので、
寝返りとか満員電車とか痛いのか
と怖がっていましたが
装着を忘れる程、
全く痛くなかったです。
いつもの指先をﾁｸっとするやつの方が
断然痛い。。。

食後の散歩で血糖値スパイクが防げた！
パスタが大好きなので、
ランチでよく食べますが
血糖値が上がる事がわかり
しょんぼりしていました。。
しかし隣駅のパスタを食べに行き
帰りに20分程あるいたら、
いつものように上がらず、
散歩とセットなら好きなものが食べられると
知り嬉しくなりました。

意識が変わりました！
血糖値をあげると思っていた食事と、
実際に上がる食事が違っていたことに驚きました！
お肉では血糖値があがらないと知り
これにはおどろきました。
ヘルシーだと思っていたチラシ寿司は
血糖値が急上昇しました。
お酒は血糖値をさげてしまったり、
インスリンを使っているので
低血糖を防ぐための勉強にもなりました。



センサーを装着する

➀まず、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。そして、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。

➁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。机の上など平らなところで、
センサーアプリケーターを上から止まると
ころまでしっかりと押し下げてください。

③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。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内部に触れたり、セ
ンサーパックに戻す事はしないでくださ
い。

センサーの準備

センサーの装着

➀センサーは上腕の後ろ側のみに装
着します。傷跡、ほくろ、ストレッチマー
ク(肉割れ線)、コブのある場所や、イ
ンスリンの注射の部位、前回選セン
サーを装着した部位は避けてください。

➁アルコール綿で装着部位を拭き、装
着までに乾かします。装着部位は清
潔で乾燥している必要があります。

③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。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。

④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。

⑤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。



日時目標設定

日時と目標グルコース範囲を設定する

➀ホームボタンを押して、Readerの電
源をオンにします。

➁タッチスクリーンの△+、▽－で、
現在の日時を設定します。[次へ]を
タッチすると次に進みます。

③現在の時刻を、➁と同様に設定し
[次へ]をタッチします。

④タッチスクリーンの△+、▽－で、
目標グルコース範囲を設定し[次へ]を
タッチします。

⑤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。
[次へ]をタッチします。

⑤他の画面からホーム画面に戻る方
法が表示されます。[完了]をタッチす
るとホーム画面に戻ります。

④の目標グルコース範囲は、
「下70/上140」で設定お願いいたします。



センサーを起動し、グルコース値を測定する

➀ホームボタンを押して、Readerの電
源をオンにします。

センサーを起動する

➁「新しいセンサーを起動」をタッチします。 ③センサーから４㎝以内でReaderを持ち、ス
キャンします。センサーが正しく起動すると、音声
んP設定がオンの場合にはビープ音が鳴ります。

④60分間のセンサーを起動時間が完了
するまでお待ちください。

グルコース値を測定する

➀ホーム画面で「グルコース値を測定」
をタッチします。

➁センサーから４㎝以内でReaderを持ち、ス
キャンします。

④Readerに、現在のグルコース値ととも
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。グルコースグラフは
過去８時間の変動も表示します。リブレ本体をご返却頂いた後はシステムと連動し食事写真と自動で紐づけする為には

食事前、後30分、一時間、二時間目とリーダーでセンサーを読み取り記録しておく必要があります。



Reader履歴確認方法

センサーを起動する

➀ホームボタンを押して、Readerの電
源をオンにします。

➀矢印をタッチして履歴オプションを表示し、確認したい
項目をタッチします。履歴オプションには、次のようなもの
があります。

履歴
センサースキャンするたびに結果が
登録されます。

日内グラフ
日付けごとのグルコース値のグラフです。
表示されるグルコースの最大値は350㎎/dLで
これを超えた値350㎎/dLとして表示されます。

平均グルコース値
６時間ごとの時間枠における平均値が
グラフで表示され、グラフの上には選択し
た期間全体の平均値が表示されます。
目標グルコース値よりも高い、または低い
測定値はオレンジ色で表示されます。

日内パターン
代表的な一日のグルコース値の
変動とばらつきを示すグラフです。
日内パターンはすくなくとも５日分
のグルコースデータが必要です。

目標範囲内であった時間
測定したグルコース値が目標グル
コースの値の範囲より高い、低い、
もしくは範囲内にあった時間の割
合を示します。

低グルコースイベント
６時間ごとの時間枠における低グ
ルコースイベントの回数がグラフで
表示され、グラフの上には合計回
数が表示されます。

センサーの使用状況
１日にスキャンした回数の平均を、
スキャンして測定データを取得する
事ができんた割合を表示します。



血糖値の記録方法
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食事アドバイス

ページの下側に出てい
る部分をタップすると
このような画面が下から
上がってきます。
その中の健康カルテを
タップします。

健康カルテ

ページ上から二段目の
血糖値の部分をタップ
する

血糖値

ページ上から１段目に
測定の日付
二段目の部分に時間
三段目の血糖値とそれ
ぞれの部分をタップする

血糖値

ページ下から入力画面
が現れるので日付、時
間、血糖値を入力し完
了をタップ

血糖値

ページ右上の更新をタッ
プ

健康カルテ

更新完了✔

マイページ

入力した血糖値が食事
写真と紐づきます。

リブレ本体をご返却頂いた後はシステムと連動し
食事写真と自動で紐づけできますが、食事前、
食後30分、1時間後、2時間後とリーダーでセン
サーを読み取り記録しておく必要があります。



レポート

機材の返却後、約1週間後にアプリに登録をしたメールアドレスにレポートを送付します。
本レポートでは15分ごとのグルコース値が表示されていますので、リブレ利用後の食習慣の改善のヒントにしてください。
レポート受領後にチェックをするポイントは、食事によって血糖値スパイク(140以上の値)がどの時間帯に発生しているかです。

ポイント①
推定HbA1cが5.6未満が
正常です。

ポイント②
食後に140以上になっていない食事が望ましい状況です。

140



よくあるご質問

Q.リブレのキットが届きましたが、取り付け方はwebの説明で行けそうですが、目標設定など具体的にどうしたら良いでしょうか？
後、何日程度装着すれば良いのでしょうか？返却日の指定はありますか？
A.目標設定に関して、70～140の間が適正な範囲になりますので「下70/上140」で設定お願いいたします。
センサー装着期間は2週間になり、装着2週間後外していただいて問題ございません。
返却日の指定ございませんのでお手数をおかけしますがお手すきの際にご返送作業いただけますと幸いです。

Q.リブレは毎食の前後にリーダーで読み込まないといけないのでしょうか。
A.お食事の前と後の血糖値変動を体験して頂く事を目的としてMealthyのプログラムではそのようにお勧めしております。
しかしながら、現実的に毎回実施し頂くのが難しい場合は、お時間のある時、気になるお食事の時に読み込んで頂き血糖値の変動を観察してみてください。
装着期間が終わり返送頂いたリーダーからデータを抽出し、読み込んだ数値は時間の記録とともにアプリ内データに紐づけが出来ます。
リアルタイムな読み込みが出来ない場合でも、血糖値スパイクが起きているかという事はセンサーに記録されますが、8時間でデータが消えてしまいますので、適時の読み込みをおすす
めいたします。リブレの装着目的は、抜けの無い２週間データを作成する事では無く血糖値スパイクがおきているかという、健康診断では見えないリスクを知るという事が目的ですので
可能な範囲でお気軽にお試しください。

Q.リフレが届き装着しましたが、うまく感知しません。
針がうまく刺さってないのかもしれません。
どうすればいいでしょうか?
A.リブレの使い方のご確認ご質問は、アボットジャパン ダイアベティスケア カスタマーサービス（お客様相談室）0120-37-8055までご連絡下さい。

Q.リブレ届いたんですけど、これを着けたままCTを撮影しても大丈夫ですか？
A.リブレサイトで調べたところ下記になります。
直近にCT撮影のご予定であればその後の装着をお勧めいたします。

<サイト引用>
Q.MRIやCTスキャンを受ける際にセンサーを外さなければなりませんか？
A.X線、MRI（核磁気共鳴画像法）またはCT（コンピュータ断層撮影法）スキャンなど、強度の磁気や電磁放射線を含む受診を予約している場合、装着したセンサーを取り外
し、検査終了後に新しいセンサーを貼付する必要があります。このような手順がシステムの性能に及ぼす影響については評価されておりません。



①設定ボタン

②バージョン情報

バージョン情報

不具合・お問い合わせ

今回のマニュアルはMealthy作成の抜粋マニュアルになります。 
FreeStyleリブレの操作、機能についてはFreeStyleリブレの
HPに詳細がございますのでご確認頂けます。

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

FreeStyleリブレのご不明な点やプログラムの操作方法、アプリ
のバージョン、スマートフォンの端末の種類やOS、不具合の状
況について、アプリ内の「お問い合わせ」内のフォームから
ご連絡ください。
現在のアプリのバージョンが最新であることを確認ください。
最新でない場合は、一部機能を活用できない機能があります。

お電話でのお問い合わせ
Mealthyカスタマーサポート
0800-999-9008(平日9:00~18:00)
cs@mealthy.me

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



