
 

 

Dexcom* データ保護とプライバシー 
Dexcom では、患者と医療従事者 (HCP) がグルコースデータにアクセスして共有し、 

最適な糖尿病の管理と治療を簡単かつ安全に行えるようにします。 
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CGMを使用する利点 
CGM は、単独の測定値を提供する血糖値測定器

とは異なり、ユーザーのグルコース値に関する 

継続的で動的なリアルタイム情報を提供します。 

5 分ごとの測定値 (1 日最大 288 回の測定値)  

により、患者はグルコース値がどこに向かうのか、

そしてそこに到達する時間を知ることができます。

いくつかの論文にはグルコースモニタシステム 

(CGM) は、低グルコース状態の時間を減らしなが

ら HbA1c も低下させることが証明されている糖尿

病管理ツールであり、患者はインスリンの投与方

法に関係なくこれらの利点を享受する可能性があ

るとの記載があります。 1,2 

承認済みの CGM システム 
当社の Dexcom CGM システムは、センサー、ト

ランスミッター、オプションのモニターを含む承認済

みの医療機器です。データはセンサーによって収

集され、接続されたトランスミッターに移り、そこで

グルコース値が計算されて暗号化されます。その

暗号化されたデータは、セキュア Bluetooth を介

してモニターや Dexcom CGM アプリに送信され

ます。患者は、24 時間ごとのデータを安全かつプ

ライベートに表示できます。 

クラウド内のデータ 
Dexcom G6 アプリは単独での使用が可能です

が、患者が同意した場合は、Dexcom SHARE や 

Dexcom CLARITY などのクラウドベースの製品

を利用できます。当社の製品では、日本の東京の

認定クラウドサービス内にある安全なサーバーに

グルコースデータを送信し、処理し、保存します。 

患者データの安全な共有 
患者には、グルコースデータを医療従事者 (HCP) 

と共有するためのいくつかのオプションがあり 

ます。自宅で CLARITY を使用している患者は、

レポートを印刷するか、HCP に電子メールで送信

するか、安全な Dexcom Cloud を介してデータを

共有することを承認できます。HCP は、患者によ

ってキャンセルされるまで、共有データに継続的に

アクセスできます。HCP は、セッション後に消去さ

れるモニターを単回使用で匿名のアップロードに

アクセスすることもできます。 

患者の同意、認証、および承認 
患者の CGMデータがクラウドに存在し、患者、

HCP、EU ベースの Dexcom テクニカル サポート 

スタッフ、または承認登録済みフォロワーに表示 

されるようにするには、患者の事前の同意が必要

です。患者データへのアクセスは、アカウント認証

と共有の承認の対象です。共有は取り消すこと 

ができ、患者は電子メール

(privacyrequest@dexcom.com) でいつでも、

Dexcom クラウドから CGM データを永久に 

削除するか、その他のデータ主体の権利を 

行使できます。 
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患者またはクリニックのPCが 

Dexcom CLARITY にアクセスして、データをアップロード。 
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セキュア Bluetooth 
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 (iOSおよびAndroid) Dexcom モニター 

センサーとトランスミッター 

承認済みの Dexcom CGMシステム 

オプションのクラウドベースの機能 

オプションのクラウド対応のアクセサリ機能を使用するには患者の明示的な承認が必要 

業界標準のセキュア TLS 伝送プロトコルを介したデータフロー 

安全な Google サービスである Firebase Cloud Messaging を使用したプッシュ通知 

AES-CCM で 128 ビットのキーを使用して暗号化 
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