
患者さん向け
ご利用資料

クラウドベースの糖尿病管理システム

　　　　　　 は 「自分の行動を振り返りやすいレポート」を提供し、
患者さんと医療従事者をつなぐデータ管理システムです。

より良い糖尿病自己管理をサポートします。

特 徴

血糖トレンドを「見える化」

レポート機能
● 血糖トレンドを把握し、日々の糖尿病
自己管理に活用

● 医療従事者と共有し、より良い血糖
コントロールのための相談に活用

データをまとめて確認 
● いままでの測定データを保存し、
いつでも簡単に確認可能

● 過去の測定データとの比較可能

クラウドシステム
● ご自宅PCより担当医師へデータ
共有可能

血糖トレンドとは、1日のうちで血糖値がどのように変動しているかという傾向のことです。
リブレViewでは、AGP（Ambulatory Glucose Profile）という解析方法を活用して、
日中および夜間の血糖トレンドを「見える化」するレポートを確認出来ます。
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リブレViewアカウント登録

リブレViewご利用にあたってはアカウント登録が必要となります。

http://www.LibreView.comへ
アクセス（または「LibreView」で検索）、 
「新規登録」より、
「リブレViewアカウント」として
登録します。

在住国で「日本」を選択し、
「利用規約」、「個人情報ポリシー」、
を確認・承認のうえ、
必要な項目を入力します。

※設定パスワードは大文字と小文字と数字のすべて
を1つ含み、8～36文字の長さである必要があります。

※受信ボックスにメールが見つからない場合、「迷惑
フォルダ」に振り分けられている場合がございます。

入力後、登録したメールアドレスに
本人確認のメールが配信されます。
メールを開封し、「メール確認」をクリックします。

再度、入力画面に戻り、
右下の「次へ」をクリックし、
登録を完了させます。

 お困りのときは？　お客様相談窓口： 0120-37-8055

1 2 3 4リブレView 　患者さん向けご利用資料リブレView 　患者さん向けご利用資料



1

2

1

2

3

4

ドライバーインストール

測定器よりデータをアップロードするためには、
使用するPCへのリブレViewデバイスドライバーのインストールが必要です。

画面左上の「測定器のアップロード」
アイコン　 を選択します。

アップロード画面のページより
「リブレViewデバイスドライバーの

ダウンロード」リンクをクリックします。

ご使用のパソコンのOS
（Windows、またはMac）に応じて選択し、
ドライバーをダウンロードし、
ファイルを開いてインストールを実施します。

インストール実施にあたり、
PCの管理者権限での「ユーザー名」
「パスワード」が必要です。
入力後は「はい」を選択し、
案内に従いインストールを
完了させてください。

 お困りのときは？　お客様相談窓口： 0120-37-8055
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データアップロード・レポート確認

FreeSytleリブレ Reader等の測定器を
専用ケーブルでPCに接続後、画面左上の
「測定器のアップロード」アイコン　 を
選択し、画面中央左の
「押してアップロードを開始」選択します。

「LibreViewDeviceDriversを
開きますか？」の表示が現れるので
「開く」を選択します。

「測定器を検索しています」の
表示画面となります。

データアップロードが完了すると、
グルコース履歴の画面に遷移します。
「グルコース値のレポート」より
詳細レポートを確認出来ます。

 お困りのときは？　お客様相談窓口： 0120-37-8055

レポートを入手するために、以下の手順で測定器を使用するPCに接続し、
データアップロードを行います。

※チェックボックスを選択しておけば、次回以降は
表示されません。

※10～20秒程度かかる場合もございます。

※データがうまく読み込まれない場合は、お客様相
談窓口までお問合せください。
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医療従事者へのデータ連携（オプション）

画面右上の「メニュー」アイコン　  を
選択します。

「アカウント設定」をクリックします。

左側メニューより「私の医療プラクティス」
を選択し、「医療プラクティスに連携」より、
医療機関から伝えられた
「医療プラクティスID」を入力して
「追加」を実施し完了です。

医療従事者より、招待メールを送付してもらっ
た場合は、受信したメールより、招待を承認の
うえ、新規登録、あるいはログインをすることで、
データ連携をすることも可能です。

 お困りのときは？　お客様相談窓口： 0120-37-8055

リブレViewでは医療従事者にデータ連携を実施することで、
医療従事者が、患者さんのグルコースデータを
遠隔で確認することが可能になります。

※データ連携された医療機関は、「私の医療プラク
ティス」ページの「リンクした医療プラクティス」
に表示されます。連携先が間違っていないか、医
療機関名、住所等の情報を確認ください。
※「削除」ボタンよりデータ連携を取りやめること
が出来ます。

※新規登録の際は、本ご利用資料「①リブレViewアカウン
ト登録」をご参照のうえ、登録ください。

招待メールによるデータ連携
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よくあるご質問

リブレViewの使用方法のご相談など、ご不明な点は、
下記お客様相談窓口にご相談頂くか、Webサイトをご参照ください。

ダイアベティスケア事業部
東京都港区三田3-5-27

0120-37-8055

ADC-26478 v2.0 10/20
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質問 回答

タブレットやスマートフォン
で使えますか。

iPad等タブレット端末で閲覧は可能ですが、データのアップロードはご利用頂けません。
（※Windows OSを搭載のタブレットPC端末はデータアップロードもご利用頂けます。）
またスマートフォンには非対応となります。

どのブラウザでも
利用できますか。

インターネットエクスプローラー (IE)、クローム (Chrome)、ファイアフォックス (Firefox)の最新バー
ジョンが推奨です。Edgeは非推奨となります。

ドライバーがインストール
出来ません／
データアップロードが出来ません。

リブレViewデバイスドライバーをインストールするにはお使いのPCの管理者権限が必要です。
また上手くデータアップロードが出来ない場合、PCを再起動のうえ再度アップロードを試して頂き、
それでも上手くアップロードされない場合は、弊社お客様相談窓口にお問い合わせください。

クラウド上の情報にアボットは
アクセスしますか、
また何らかの形で使用しますか。

アボットとしては、以下の場合で患者さんの情報を使用する場合がございます。
・ 完全に匿名化した形で登録データを用いた研究やサービスの開発
・ 重大なサイトの障害など登録されたユーザーへ連絡をする場合（※患者さん自身で個人アカウン
トを登録した場合）

・ 製品に関する情報提供（※患者さん自身で個人アカウントを登録し、登録時にそのような情報提
供を希望された場合）

詳細はWebサイト上のプライバシーポリシーに記載しておりますので、ご参照ください。

クラウド上の個人情報は
ずっと残りますか、
またはいずれ消去されますか。

登録した情報やデータに関しての管理者は、登録された医療機関、もしくは患者さん（※患者さん
自身で個人 IDを発行している場合）となり、管理者により更新・削除を行って頂きます。
ただし、6ヶ月間リブレViewにログインしていない、且つリブレViewにデータが存在しないアカウ
ントへ削除予定の通知が送信され、その後ログイン等の手続きがされない場合、アカウント及び個人情
報は削除されます。(※過去に一度でもアップロードを実施しデータがあれば削除対象にはなりません。）

0120-37-8055
営業時間 8:00-20:00（平日）  8:00-17:00（祝日）  ※土日除く　

お客様
相談窓口

Webサイト
https://www.LibreView.com/

LibreView

対応OS

Windows 8.1
Windows 10 Anniversary update以降
Mac OS X Yosemite （10.10） 以降
※Windows7はサポート対象外となります。
正常に作動しない場合がございますので、
ご了承ください。

推奨環境

Windows 最新バージョンの Internet Explorer、Google Chrome、　
 Mozilla Firefox（※Edgeは非対応）
Mac 最新バージョンのSafariおよびGoogle Chrome

表示解像度1024 x 768ピクセル以上。
1 Ghzプロセッサ（デュアル /マルチコア推奨）
2 GB RAM
0.5 Mbpsのダウンロード速度を持つインターネット接続

リブレViewでは医療従事者にデータ連携を実施することで、
医療従事者が、患者さんのグルコースデータを
遠隔で確認することが可能になります。


