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万が一に備えたいひとのための For those who want to be well prepared for emergencies 

わたしの安心シート               

 

Watashi no anshin shiito (My emergency medical 
information sheet) 

救命作業を迅速に行うためにわたしの安心シートを備えてく

ださい。 

Have your Watashi no anshin shiito readily available to 
speed up live-saving services. 

≪わたしの安心シート≫とは         
What is “Watashi no anshin shiito (My emergency medical 
information sheet)”? 

あなたの医療情報をまとめ、容器に入れて冷蔵庫に保管し、

万一の救急時に備えるものです。 

This is a form to fill out with your medical information. The 
form is then put in a container and placed in your 
refrigerator so as to be accessible in emergencies. 

救急情報の活用イメージ図 Typical situations for using emergency information 

〈救急情報の活用支援事業〉 
<Services supporting the utilization of emergency 
information> 

119番通報 

ある日、家で急に胸が苦しくなったので 119番通報をした。 

119 emergency call 

One day, I made a 119 emergency call, since I had a 

sudden pain in my chest at home. 

到着・発見・確認 

救急隊員が「わたしの安心シート」から医療情報を確認 

Arrival / Discovery / Confirmation 

Emergency personnel confirm your medical information 

through “Watashi no anshin shiito” 

適切な処置 

救急隊員による迅速かつ適切な処置 

Appropriate care 

Emergency personnel provide rapid and appropriate care. 



わたしの安心シート「説明用紙」                                               英語 

2 

 

 

情報提供 

救急隊員から搬送先の病院にあなたの医療情報を提供し、

治療に役立てる 

Provision of information 

Emergency personnel provide the hospital where you are 

brought with your medical information, which becomes 

useful in treatment. 

わたしの安心シートと一緒に入れる物 
Items to be included in a container with Watashi no anshin 
shiito (My emergency medical information sheet) 

救急情報（わたしの安心シート） 

●緊急連絡先 ●かかりつけ医 ●緊急時の対応方法 など 

Emergency information (Watashi no anshin shiito) 

●Your emergency contact information ●Your doctor’s 

contact information ●How to respond in a medical 

emergency 

写真〈本人が確認できるもの〉 Your photo (so that you can be identified) 

健康保険証（コピー） Copy of your health insurance card  

診察券（コピー） Copy of your patient's examination card 

薬剤情報提供書・お薬手帳（コピー） 
Copy of your medication information sheet dispensed by 
pharmacies explaining any medication you take / Copy of 
your medical history notebook 

わたしの安心シートの保管 Keep a copy of Watashi no anshin shiito  

わたしの安心シートを自宅の冷蔵庫に保管する。 Keep your Watashi no anshin shiito in your refrigerator. 

ステッカーを玄関ドアの内側・冷蔵庫に貼りつける。 
Place one sticker on the inside of the front door and the 
other on the refrigerator.   

わたしの安心シート内の情報は随時更新する。 Keep Watashi no anshin shiito up to date. 
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お願い Note: 

ステッカーは救急隊が発見しやすいよう、定められた場所に

貼り付けましょう。 

Attach the stickers to the designated places so that 
emergency personnel can find them easily. 

ステッカーの貼付場所 Places to attach the stickers  

冷蔵庫のわたしの安心シートが収納されている扉の外側 
Outside of the door of the refrigerator where Watashi no 
anshin shiito is kept 

玄関ドア内側の蝶番（ちょうつがい）側上部 Inside top corner of the front door, near the hinge 

わたしの安心シートの保管場所 Place to place Watashi no anshin shiito 

冷蔵庫の内側 Inside of the refrigerator 

わたしの安心シートをご利用にあたっては、以下の点をご了

承ください。 

To use Watashi no anshin shiito, please understand the 
following.  

玄関のドアの内側にステッカーが貼られている場合は、本人

及び同居人等の同意を得ることなく、冷蔵庫を開けてわたし

の安心シートを取り出すことがあります。 

When the sticker is placed on the inside of the front door, 
emergency personnel may open the refrigerator and take 
out Watashi no anshin shiito without permission of you or 
the people living with you.   
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わたしの安心シートは、救急隊が救急活動に必要と判断した

場合に活用いたします。そのため、わたしの安心シートの保

持者であることがわかっている場合でも、その救急活動によ

っては活用されない場合があります。 

Emergency personnel will utilize Watashi no anshin shiito 
when they decide that there is a medical emergency. So 
Watashi no anshin shiito will not always be utilized, 
depending on the service, even if emergency personnel 
know that you have one. 

救急活動において、搬送先の医療機関を決める場合、本人

の状況によっては、わたしの安心シートに記載された「かかり

つけ医療機関」に搬送されない場合があります。また「救急隊

への伝言」についても必ずしも、その伝言を実行できるもので

はありません。 

In a medical emergency, emergency personnel will 
sometimes decide not to bring you to the “hospital of your 
choice” listed in your Watashi no anshin shiito, depending 
on your physical condition. Moreover, “Requests” to the 
emergency personnel cannot always be fulfilled.  

問合せ Inquiry: 

伊賀市社会福祉協議会     音訳（日本語の音を訳しています） 

                    意訳（意味を訳しています） 

Iga-shi Shakai Fukushi Kyogikai 

Iga City Social Welfare Council 

三重県伊賀市上野中町 2976-1 2976-1 Ueno Naka-machi, Iga City, Mie Prefecture 

 


