
簡易血糖測定器一覧表
アステム社内資料

 H22.4
No.1

検体量 測定時間 ﾒﾓﾘｰ

(μL） (秒) （回）

グルコカードダイアメーター(H21.3中止) ﾀﾞｲｱｾﾝｻｰ 20

グルコカードダイアメーターα(H21.3中止) 120

グルコカードマイダイア 250

グルコカードGメーター Gｾﾝｻｰ 360

グルコカードG+メーター 5.5 360

グルテストエースGT-1640 ｸﾞﾙﾃｽﾄｾﾝｻｰ 30 ・Pro R、GT-1660専用ﾌﾟﾘﾝﾀ(PlusPrint)、音声出力

グルテストエースR　(H21.3在庫限り販売中止) 　 装置(PlusTalk)あり

グルテストエブリ 250 ・Neoｽｰﾊﾟｰ、Pro R、GT-1660専用ﾃﾞｰﾀ管理ｼｽﾃﾑ

グルテストPRO GT-1660　(H17.2中止) 30 　(MEQNET SMBGViewer)あり

グルテストPRO R　(H21.1中止) 15

グルテストNeo　(H20.2中止) ｸﾞﾙﾃｽﾄNeoｾﾝｻｰ 15 360

グルテストNeoスーパー 5.5 450

アキュチェックアビバ ｱｷｭﾁｪｯｸｱﾋﾞﾊﾞｽﾄﾘｯﾌﾟ 0.6 5 500 ・電子自己管理ﾉｰﾄ(ｱｷｭﾁｪｯｸｽﾏｰﾄﾋﾟｯｸｽ)、ﾃﾞｰﾀ管理ｿﾌﾄ

アキュチェックコンフォート ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞﾃｽﾄｽﾄﾘｯﾌﾟS 4 26 100 　(ｱｷｭﾁｪｯｸｺﾝﾊﾟｽJ)、ﾌﾟﾘﾝﾀ(ｱｷｭﾁｪｯｸｽﾏｰﾄﾌﾟﾘﾝﾀｰ)あり

プレシジョンQID (H18.1中止) ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｽ 3.5 10

プレシジョンPCx

ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝPCx用G3血糖測定電極

プレシジョンエクシード G3b血糖測定電極ｽﾏｰﾄﾌﾞﾙｰ

エキストラ (H18.12中止) 450

G3血糖測定電極 2.5 20

ソフタック (H17.12中止) ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ｿﾌﾀｯｸ専用G3血糖測定電極 3 20 450

デキスターZⅡ (H19.12中止) ｵｰﾄﾃﾞｨｽｸｾﾝｻｰ ・1度のｾｯﾄで10回測定可

30 100 ・ﾃﾞｰﾀ管理ｼｽﾃﾑ(ｸﾞﾙｺﾌｧｸﾂ)あり

アセンシア ブリーズ ・ｱｾﾝｼｱｼﾘｰｽﾞはﾃﾞｷｽﾀｰZⅡの操作がより簡単に

ブリーズ2 ﾌﾞﾘｰｽﾞ2ｾﾝｻｰ 1 7 420

アセンシア ブリオ ｱｾﾝｼｱ ｲｰｼﾞｰﾌｨﾙｾﾝｻｰ 3 10 10

ニプロフリースタイルフラッシュ ニプロ ﾆﾌﾟﾛﾌﾘｰｽﾀｲﾙｾﾝｻｰ

フリースタイルフラッシュキッセイ ﾌﾘｰｽﾀｲﾙｷｯｾｲｾﾝｻｰ

(H17.9をもって機器・付属品とも中止)

ニプロフリースタイル　フリーダム ニプロ ﾆﾌﾟﾛﾌﾘｰｽﾀｲﾙｾﾝｻｰ

フリースタイルフリーダムキッセイ ﾌﾘｰｽﾀｲﾙｷｯｾｲｾﾝｻｰ 5

(H17.9をもって機器・付属品とも中止)

ニプロケアファストメーター ニプロ ﾆﾌﾟﾛｹｱﾌｧｽﾄｾﾝｻｰ 0.5 5 250

ワンタッチウルトラ J&J LFSｸｲｯｸｾﾝｻｰ 1 5 150

Gチェッカー 三光純薬 ｻｲｸﾘｯｸGBｾﾝｻｰ 2.5 18 120 ・大きな画面と表示
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詳細はパンフレット等をご参照下さい 【参考】各社製品パンフレット、診療点数早見表(2008年4月版)



簡易血糖測定器一覧表
アステム社内資料

 H22.4
No.2

検体量 測定時間 ﾒﾓﾘｰ

(μL） (秒) （回）

ワンタッチアシスト ﾜﾝﾀｯﾁｱｼｽﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ 5≦ 30

ワンタッチウルトラ LFSｸｲｯｸｾﾝｻｰ

ワンタッチウルトラビュー

アキュチェックアクティブ ｱｷｭﾁｪｯｸｱｸﾃｨﾌﾞｽﾃｨｯｸ 2 5 200 ・ﾃﾞｰﾀ管理ｿﾌﾄ(ｱｷｭﾁｪｯｸｺﾝﾊﾟｽJ)、ﾌﾟﾘﾝﾀ(ｱｷｭﾁｪｯｸｽﾏｰﾄ

　ﾌﾟﾘﾝﾀｰ)、

アキュチェックコンパクト (H18.12中止) ｱｷｭﾁｪｯｸｺﾝﾊﾟｸﾄﾄﾞﾗﾑⅡ 8 100 　電子自己管理ﾉｰﾄ(ｱｷｭﾁｪｯｸｽﾏｰﾄﾋﾟｯｸｽ)あり

アキュチェックコンパクト プラス ・ｱｸﾃｨﾌﾞは測定結果を試験紙の色調比較でも

(測定器・穿刺器具が一体型) ﾛｼｭ･D 1.5 　確認可能

・ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾘｰｽﾞに使用するﾄﾞﾗﾑには17回分の試験紙が

　内臓(1回のセットで17回連続使用可能)

メディセーフ  ボイス ﾒﾃﾞｨｾｰﾌﾁｯﾌﾟ 4 18 ・ﾎﾞｲｽ、ﾐﾆはﾁｯﾌﾟの取り外しﾚﾊﾞｰ付き

メディセーフ　ミニ ・ﾎﾞｲｽ、ﾐﾆはﾃﾞｰﾀ管理ｿﾌﾄ(ﾒﾃﾞｨｾｰﾌﾃﾞｰﾀﾋﾞｼﾞｮﾝ)あり

・ezﾘｰﾀﾞｰ、ezﾎﾞｲｽは機器とﾁｯﾌﾟのみで測定可能

メディセーフezリーダー　(H18.11中止) ・ezﾘｰﾀﾞｰ、ﾎﾞｲｽはﾃﾞｰﾀ管理ｿﾌﾄ(ﾒﾃﾞｨｾｰﾌﾃﾞｰﾀ

メディセーフezボイス　  (H18.11中止) 2 10～30 　ﾋﾞｼﾞｮﾝ)あり

血糖測定に係る保険算定について
●インスリン治療を行っている場合
　＜血糖自己測定器加算＞

　　　インスリン製剤の在宅自己注射を毎日行っている患者のうち血糖値の変動が大きいものに対して、医師が血糖のコントロールを目的として当該患者に血糖試験紙（テスト・テープ）又は固定化酵素電極（バイオセンサー）

　　　を給付し、在宅で血糖の自己測定をさせ、その記録に基づき指導を行った場合に、3月に3回に限り、在宅自己注射指導管理料（820点/月）に下記点数が加算される。

　    なお、血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における費用その他血糖自己測定に係るすべての費用は所定点数に含まれる。

血糖自己測定 （④～⑥の場合は、1型糖尿病に限り算定可）
　①月20回以上測定する場合･･･ 400点 ④月80回以上測定する場合･･･1140点
　②月40回以上測定する場合･･･ 580点 ⑤月100回以上測定する場合･･･1320点

　 　③月60回以上測定する場合･･･ 860点 ⑥月120回以上測定する場合･･･1500点

●インスリン治療を行っていない場合
　＜生活習慣病管理料＞

　　　許可病床数が200床未満の病院又は診療所である保険医療機関において、生活習慣病管理料を算定しているインスリン治療を行っていない中等度以上の2型糖尿病患者（HbA1cが8.0％以上の者）に対して、

　　　血糖試験紙（テスト・テープ）又は固定化酵素電極（バイオセンサー）を給付し、在宅で血糖の自己測定（月20回以上）をさせ、その記録に基づき指導を行った場合は所定点数に年1回に限り500点を加算する。

　    なお、血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における費用その他血糖自己測定に係るすべての費用は加算点数に含まれる。
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詳細はパンフレット等をご参照下さい 【参考】各社製品パンフレット、診療点数早見表(2008年4月版)



採血用穿刺器具、穿刺針一覧表 アステム社内資料
H22.6

穿刺器具 穿刺針 主な販売会社

エースレット ＢＤウルトラファインランセット(28G,30G)

マルチランセットＳ マルチレット(約29G)

マルチランセット ナチュラレット(0.345mm)

ナチュラレットデバイス ※

ナチュラレットＥＺデバイス※ ナチュラレットＥＺ

ファインレット SKKブラッドランセット(30G,33G)

エースレット SKKブラッドランセット(30G,33G)

エースレットⅡ※ BDウルトラファインランセット(28G,30G,33G)

ジェントレット ※ ジェントレット針(30G)

ジェントレットⅡ ※

マルチクリックス マルチクリックス ランセット(30G)

ソフトクリックス ソフトクリックス ランセット(28G)

ソフトクリックス プラス

ソフトクリックス ミニ

ソフトクリックス プロ ※ ソフトクリックス プロ用ランセット(21G)

セーフティプロプラス(23G)※※

簡単測糖Gレット 簡単測糖Gランセット(28G) 三光純薬

イージータッチ マイクロランセット(30G)

ソフトランセットⅢ(30G)

マイクロレット マイクロレットランセットⅡ(28G)

マイクロレットチョイス

ピンレッター※ ピンレッターランセット(23G)

ニプロフリースタイルライトショットフラッシュ ニプロランセット(25G,30G)

ニプロフリースタイルライトショットフリーダム

ニプロフリースタイルライトショット

ワンタッチウルトラソフト ワンタッチウルトラソフト ランセット(28G)

ワンタッチ針(28G)

ワンタッチペン※ ワンタッチランセット(30G)

メディセーフファインタッチ ※ メディセーフ針（ファインタッチ専用）

メディセーフファインタッチプロ※ メディセーフ針（ファインタッチプロ専用）

※：針周辺がディスポーザルタイプ　※※：ディスポーザルタイプ

ＢＤセーフティランセット※※
日本BD

ニプロ

テルモ

アイピット(30G) ※※

J&J

ナチュラレットディスポ※※

アボットジャパン

ロシュ･D
三光純薬

バイエル

フィンガーピット(26G) ※※

三和化学

アークレイ

ポケットランセット※※

参考：各添付文書、メーカーHP,糖尿病リソースガイド




