
サラチェッカー グルコースメーターは原則として患者自身が自宅等で
血糖値を測定する場合に使用し、糖尿病管理の有効性を監視する補助
手段として使用される体外診断用の医療機器です。

本製品に関するご不明な点は、お買い上げの販売店または、弊社お客様
相談窓口までご連絡ください（詳しくは本取扱説明書の裏表紙、『お客様
相談窓口』をご確認ください）。
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お客様相談窓口について

●コントロール液を用いた動作確認



感染の可能性があるため、穿刺後は穿刺部位の消毒を必ず行い、
必要に応じて絆創膏などで止血および保護を行うこと。キズ口が
治りにくいときは、こまめに消毒してください。
消毒や保護を怠ると感染の可能性が高まることや、キズ口が治りにくくなる
恐れがあります。
ヨウ素を含む外用薬を使用した部位からの採血は避けること。（偽高値となる
おそれがある。）

（※1）重傷とは、失明やケガ、やけど（高温・低温）、感電、
骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療の
ために入院や長期通院を要するものをさします。

（※２）傷害とは、治療に入院や長期通院を要さないケガ、
やけど、感電などをさします。

（※３）損害とは、家屋・家財、および家畜・ペットなどに
関わる拡大損害をさします。

必ず専用センサー（サラチェッカー グルコースセンサー）を使用すること。
他のセンサーを使用しないでください。また、測定の際にはサラチェッカー 
グルコースセンサーの添付文書もよくお読みください。



サラチェッカー グルコースメーターは収納ケースから取り出し、温度
10～40℃、湿度85％以下の環境に20～30分以上なじませてから
使用すること。
なじんでいない場合、正しい測定結果が得られません。また、温度変化の激し
いところや湿度の高いところでも、正しい測定結果が得られません。

測定結果で「Lo」または、「Hi」が表示された場合は、新しい
サラチェッカー グルコースセンサーで再度測定をしてください。それ
でも同じ表示が出る場合は、直ちにかかりつけの医師に相談すること。
測定結果が20mg/dL未満のとき「Lo」、600mg/dLを超えたとき「Hi」が
表示されます。

血液の吸引量が不足すると測定ができません。その場合は、新しい
サラチェッカー グルコースセンサーで再度測定をやり直してください。

重度の脱水症状になっていると思われる場合は、すぐに医師に相談
すること。
脱水症状のある場合は、測定値が実際よりも低い値を示す場合があります。

糖尿病の診断や、新生児および幼児の血糖値の測定には使用しないこと。
あくまでも、糖尿病をお持ちのご本人の、糖尿病管理の有効性を監視するため
の補助手段としてご使用ください。

単４アルカリ乾電池以外は使用しないこと。
サラチェッカー グルコースメーターの性能に影響を与えることや、正しく動作
しないことがあります。

長期間容器の外に放置したサラチェッカー グルコースセンサーは
使用しないこと。
正しい測定結果が得られません。サラチェッカー グルコースセンサーは血糖
値測定の直前に取り出したものをご使用ください。

サラチェッカー グルコースセンサーは使用期限内のものを使用
すること。また、開封してから90日以上経過したサラチェッカー 
グルコースセンサーは使用しないこと。
使用期限外のものおよび開封から90日以上経過したものでは、正しい測定
結果が得られません。



サラチェッカー グルコースメーターと測定用品（サラチェッカー グル
コースセンサーの容器、ピンニックスライト、乾電池など）は乳幼児
の手の届かないところに保管または廃棄すること。
万一飲み込んだときなどは、直ちに医師に相談してください。

サラチェッカー グルコースメーターの動作に疑問を感じたら、専用の
コントロール液を使って動作確認を行うこと。
動作確認の詳細については、本取扱説明書の『コントロール液を用いた動作
確認』を参照してください。

電磁波を発生する電子機器の近くでは、電子機器の電源を切るか、
1m以上離して測定を行うこと。
テレビ、電子レンジ、携帯電話、低（高）周波治療器など電磁波を発生する
電子機器類の近くでは正しい測定結果が得られないことがあります。

サラチェッカー グルコースメーターが正しく動作しない場合、または
破損したときには必ず販売店にお問い合わせください。
お客様独自で測定器を修理したり改造したりすると、測定器が破損したり
ケガをする恐れがあります。



●上記の血糖値の測定に必要なものは使用期限内のものをご用意ください。
●ピンニックスライトに関するお問い合わせは、株式会社ライトニクスへ
お願いします。

注　意

ピンニックスライト
（ランセット）



コントロール液による動作確認モードの際に
　  マークが点灯します。







『時』を合わせ終わったら、セットボタンを押します。

『分』を合わせ終わったら、セットボタンを押します。



●必ずサラチェッカー グルコースセンサー（以降、グルコースセンサー
と表記）の添付文書をお読みください。
●サラチェッカー グルコースメーターには、グルコースセンサーのみを
使用してください。他のセンサーを使用すると正しい測定値が得られ
ません。
●グルコースセンサーは結露しないように使用してください。急激に
温度変化させたときに結露する恐れがあり、結露すると異常値を示し
たり、測定不能の原因となります。



コントロール液の測定を行うとき

●保管条件：2～32℃、相対湿度：85％以下。凍結させないでください。
●直射日光や熱を避けて保管してください。
●必ず元の容器に入れて保管してください。他の容器に移さないでくだ
さい。
●グルコースセンサーやその容器を誤って飲み込むと、窒息する恐れが
あります。グルコースセンサーの容器は、小さなお子様の手の届かない
ところに保管してください。
　誤って飲み込まれた場合は、直ちに医師に相談してください。

1.接続部が挿入口に完全に挿入
されていないと、正しい測定値が
得られないことがあります。

2.グルコースセンサーを挿入する
ときは、前面を表にしてください。



③メニューボタンを押して適切
な測定モードを選択します。
　測定モードの選択については、
23ページの「測定モード」の
項を参照してください。

④ピンニックスライトを準備します。
　穿刺部位を消毒綿で拭いて消毒し、乾燥
させてください。

⑤ピンニックスライトを用いて指先を穿刺
します。
　指先をマッサージし、丸みをおびた血液
滴を出します。測定には0.5マイクロリッ
トル以上の血液が必要です。



●穿刺前に、必ず流水でよく手を洗ってください。
●以下のような末梢血流が減少した患者の指先から採血した場合は、血糖
値が偽低値を示すことがあるため、静脈血等他の部位から採血した血液
を用いて測定してください。
　・脱水症状
　・ショック症状
　・末梢循環障害
●ピンニックスライトをご使用の際は、必ず箱に記載の添付文書をお読み
ください。
●広がったり、流れ出した血液は測定には使
用しないでください。その場合は、指先の
別箇所で穿刺をし直してください。
●血液は絞り出さないでください。

注　意



グルコースメーターのメモリーには最新1000件の測定値が日時と共に
保存されます。

①グルコースメーターの電源がOFFの状態で、メニューボタンを押し
ます。画面に　 が表示され、メニューボタンをもう一度押すと、最新の
測定値が測定した日時と測定モードと共に表示されます。

●使用済みのグルコースセンサーおよびピンニックスライトは危険な
感染性廃棄物となるおそれがあります。これらの廃棄は各地域の定め
る規定に従って安全に行ってください。

●メモリーモードに入ってから　 が点滅している状態で、一定時間内に
操作を行わないと、画面が変わり、グルコースセンサーを挿入して血糖
測定を開始できる状態で待機します。





●3分間操作を行わないと、グルコースメーターの電源が自動的に
OFFになります。
●コントロール液による動作確認の際の血糖値の測定結果は、平均値
の計算には含まれません。
●未使用のグルコースメーターをご使用いただく際に、測定値や平均
値を呼び出すと「---」が表示されます。この表示は、メモリーの中に
測定値が保存されていないことを示しています。

コントロール液を用いた動作確認
コントロール液にはグルコースセンサーと反応するグルコースが既知量
含まれています。この溶液を使用して、サラチェッカー グルコースメーター
とサラチェッカー グルコースセンサーが一対として正しく動作するか
どうかを確認します。

コントロール液を用いた動作確認は以下の条件に当てはまるときに行って
ください。

●サラチェッカー グルコースメーターまたはサラチェッカー グルコース
センサーが正しく動作していないと思われるとき。



測定値がグルコースメーターの測定限界を下回る場合、 

すなわち 20mg/dL 未満であるときに

　　   と表示されます。



測定値がグルコースメーターの測定限界を上回る場合、

すなわち 600mg/dL を超えているときに

　　  と表示されます。

上記の基準範囲は、あくまでも目安です。最適な血糖値範囲について
は、医師にご相談ください。

ケトン体の蓄積が疑われる場合、 

すなわち 240mg/dL 以上であるときに測定値と共に

　　　  が表示されます。

推奨する対処方法を実施しても問題が解決しない場合は、弊社お客様
相談窓口にお問い合わせください。ご自分で修理しないでください。
また、絶対にグルコースメーターを分解しないでください。

新しいグルコースセン
サーを使用して測定し
直してください。

新しいグルコースセン
サーを使用して測定し
直してください。
それでもグルコース
メーターが動作しない
場合には、お客様相談
窓口に相談してくだ
さい。

動作上の問題があるときに
表示されます。



新しいグルコースセン
サーを使用して測定し
直してください。

グルコースメーター動
作範囲は 10 ～ 40℃
です。グルコースメー
ターとグルコースセン
サーの温度をこの温度
範囲になじませてから
測定し直してください。

新しいグルコースセンサーを使用して
測定し直してください。
血液マーク　が画面上で点滅している
ときにのみ血液を吸引させてください。

新しいグルコースセンサーを使用して
測定し直してください。

グルコースセンサーの接続部から
表向きに挿入してください。

お客様相談窓口にご相談ください。

お客様相談窓口にご相談ください。

乾電池を交換してください。乾電池が消耗している。

グルコースセンサーを上下逆に
挿入したか挿入が不完全である。

グルコースメーターまたはグル
コースセンサーに故障または欠陥
がある。

血液の量が不十分である。

グルコースセンサーに故障または
欠陥がある。

グルコースメーターに故障または
欠陥がある。

自動的に電源がOFFとなった後
に（最後の操作から3分が経過
した後に）血液を吸引した。

新しいグルコースセンサーを使用し、
血液の量を増やして測定し直してくだ
さい。



新しいグルコースセンサーを使用して
測定し直してください。

コントロール液の容器をよく振り、測定
し直してください。

取扱説明書をよく読んで測定し直し
てください。

コントロール液、グルコースメーター
およびグルコースセンサーは測定前
に室温（20～25℃）になじませてくだ
さい。

コントロール液の使用期限をチェック
してください。

お客様相談窓口にご相談ください。

グルコースセンサーに故障または
欠陥がある。

コントロール液の温度が高すぎ
るか低すぎる。

コントロール液の容器をよく振ら
なかった。

測定が正しく行われなかった。

コントロール液の使用期限が切
れた。もしくはコントロール液が
汚染されている。

グルコースメーターに故障または
欠陥がある。

グルコースメーターでは全血で測定を行い、血漿グルコース濃度に換算
した値が表示されます。測定値は様々な要因により変動するため、グル
コースメーターで得られた測定結果が検査室での測定結果と若干異なる
ことがあります。また、グルコースメーターの測定値に影響を及ぼす要素
や条件が、検査室での測定に対しては異なる影響を及ぼすこともあり
ます。グルコースメーターに表示される測定結果が、検査室の測定結果の
±20％以内に入っていれば正確であると考えられます。

グルコースメーターの測定結果と検査室での測定結果を正確に比較する
には、以下の項目に従ってください。

■病院に行く前に：
　●可能な場合、比較測定を行う前に8時間以上絶食します。
　●使用しているグルコースメーターを病院に持参してください。

■検査室では：
　●検査室で測定してから15分以内にグルコースメーターで測定を行っ
てください。

　●採血前に手を洗います。
　●採血管に採取した血液は、グルコースメーターの測定に使用しない
でください。穿刺部から直接血液を吸引させてください。



血糖値は短時間で大きく変化する可能性があり、特に食事、運動、投薬、
ストレスの直後には変化が生じやすいことから1）、前ページ（P41）に
記載の項目に従っても結果が一致しないことがあります。さらに、食事
のすぐ後では、指先穿刺で採取した血液の血糖値は臨床検査用に静脈
から採取した血液（静脈検体）の血糖値よりも最大で70mg/dL高くな
ることがあります2）。そのため、比較測定を行う場合は、8時間絶食する
ことをお勧めします。また、血中の赤血球量（ヘマトクリット値）や体内
の水分の減少（脱水症状）などの要素も、グルコースメーターの測定値
が検査室での測定結果と異なる原因となることがあります。

参考文献
1） Surwit, R.S., and Feinglos, M.N.: Diabetes Forecast (1988), April, 49-51.
2） Sacks, D.B.: “Carbohydrates. “Burtis, C.A., and Ashwood, E.R.(ed.), 
Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Philadelphia: W.B. Saunders 
Company (1994), 959.





●アフターサービスでお困りの場合は
　アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合はお買い求めの販売店、
もしくは弊社のお客様相談窓口（裏表紙に記載）にご相談ください。
　※故障の場合は、ご購入日と、できるだけ詳しい故障状態をお知らせください。
●転居されるときは
　ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって
お買い求めの販売店、もしくは弊社のお客様相談窓口（裏表紙に記載）にご相談ください。
ご転居先での販売店、もしくは最寄りの弊社サービス拠点を紹介させていただきます。

●保証期間経過後の対応については、お買い求めの販売店、もしくは弊社の
お客様相談窓口（裏表紙に記載）にご相談ください。





お客様相談窓口

●お客様相談窓口では、製品のご使用方法やメンテナンスに関するお問い合わせ、最寄りのサービス拠点の
ご案内を承っております。

MU 20180808-01

本製品は、幾多の検査、および品質管理を経てお届けしております。お客様での正常使用の
中で万一故障した場合には、この保証書記載内容にもとづき対応いたします。下記「お客様
相談窓口」までご連絡ください。その際には必ずこの保証書をご提示ください。
なお、この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

●この保証書は、明示した期間および条件のもとにおいて無料対応をお約束するものです。従って、
この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対する
お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
　詳しくは「保証とアフターサービス」をご覧ください。なお、ご不明な場合はお客様相談窓口まで
お問い合わせください。


