Medical Device Information Card
The sensor I am wearing is a medical device to monitor
my glucose levels.

< Information about the device > Name of the medical device and the type of
battery to be used: Please check the appropriate box below.

FreeStyle Libre (Reader)
[ Lithium-ion rechargeable battery * ]

<My personal information>
Name:

FreeStyle Libre (Sensor)[Silver oxide battery]
FreeStyle Libre Pro (Sensor)[Silver oxide battery]

* The lithium ion batterie of FreeStyle Libre Reader have a watt hour rating of 1.29 Wh
which is well within the Japan aviation law requirement of 160 Wh or lower.

Address:

Health care provider’s name /doctor or physician’s name /phone number

Regarding the medical device I am wearing:
・ It will not affect routine security screening at airports.
・ The effects of exposure to x-rays or powerful radio waves on this
device have not been assessed; therefore, instead of a full-body
scanner, I would like to request another type of screening to be
performed, such as a manual inspection or metal detector.
I am not going to perform scanning by the sensor during a flight.
The effects of exposure to powerful magnetism or electromagnetic radiation
( for example, medical x-rays, MRI, CT scans, etc.) on the FreeStyle Libre/Libre
Pro have not been examined. Therefore, the sensor needs to be removed
before such scans.
Please refer to the following website for more details about
the FreeStyle Libre/Libre Pro.

https://www.myfreestyle.jp/
Abbott Japan LLC

Customer Service Phone: 0120-37-8055

FreeStyle, Libre, and related brand marks are trademarks of Abbott Diabetes Care Inc. in various jurisdictions

医療機器情報カード
私が装着しているセンサーは、グルコースモニタリングのための医療機器です。
【 機器情報 】医療機器の製品名と使用バッテリー

FreeStyleリブレ（Reader）
［リチウムイオン充電池＊］
【 私の情報 】
氏名

いずれかにチェック

FreeStyleリブレ（センサー）
［ 酸化銀電池］
FreeStyleリブレ Pro（センサー）
［酸化銀電池］
＊電池のワット時定格量は1.29Whであり、
国が定める機内持ち込み基準160Wh以下を満たしています。

住所

担当医療機関名・医師名・電話番号

私の装着している医療機器は
・通常の空港の保安検査には影響ありません。
・X線や強度な電波の本品への影響は 評価されていないため、ボディ
スキャナーによる検査の場合は、接触検査または金属探知機による
検査を希望します。
飛行機搭乗中は、センサーでのスキャンは行いません。
なお、強度な磁気または電磁放射、例えば 医療用 X 線、MRI、
CTスキャンなどの検査による 影響も評価 されていません。
そのため検査の際には取り外す必要があります。
この機器の詳細については、以下のwebサイトをご参照ください。

https://www.myfreestyle.jp/
お客様相談窓口

0120 - 37-8055

「FreeStyleリブレ」
とそれにかかわるブランドマークは、
米国 Abbott Diabetes Care Inc. が各国・地域において有する商標です。
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