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紹介撮影、紹介患者さまの
フローチャート
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検査予約先
横浜新都市脳神経外科病院
画像診療部
電話045-911-2011（代表）
内線7233 受付担当まで

紹介撮影が可能な検査
ＣＴ検査
ＭＲＩ検査
ＲＩ検査
骨密度検査

※診療情報提供書は貴施設備え付けのものをご使用ください。
また次ページには、当院専用の診療情報提供書もございます。コピーしてご利用ください。



診療情報提供書
（ 画像検査申込書 ）

横浜新都市脳神経外科病院 画像診療部

検査予約先 045-911-2011（代）内線7233 FAX 045-911-4517

※ご記入いただきましたら、患者様検査時にご持参くださいますようお願いいたします。

フリガナ

男

女

生 年 月 日

患者様

氏名

M T

S H 年 月 日

紹介元
（ご施設名） （医師名）

検査

項目

画像検査 （希望項目□にレ、または○でチェックしてください）

□ＣＴ検査 □ＭＲ検査 □ＲＩ検査（脳血流) □骨密度

造影剤

の使用

各造影検査（脳血流検査も含む）を希望される場合は、

必必必必ずずずず同意書が必要です。

検査

部位

□頭部 □頭部（MRI+MRA) □脊椎＜ 頚椎 ・ 腰椎 ・ 腰椎 ＞

□胸部 □腹部 □骨盤腔

□関節 （ ）□血管 （ ）

上記以外の検査部位

□使用する

検 査 目 的

診断名：

検査目的（臨床経過及び検査希望項目）：



アクセスマップ



『『『『『『『『検査予約前検査予約前検査予約前検査予約前ににににチェックチェックチェックチェックすることすることすることすること検査予約前検査予約前検査予約前検査予約前ににににチェックチェックチェックチェックすることすることすることすること』』』』』』』』
～～～～ 検査検査検査検査をををを受受受受けられるすべてのけられるすべてのけられるすべてのけられるすべての方方方方へへへへ ～～～～

� 下記の体内金属を埋め込んでいますか？

� 閉所恐怖症ですか？

� 胸部ＣＴ検査の方での心臓ペースメーカー、脊髄刺激装置などを
装着されていますか？

� 妊娠初期３ヶ月以内、もしくは妊娠の可能性がありますか？

� 歯科治療で磁石埋め込み式、矯正具の金属を使用していますか？

・心臓ペースメーカー
・人工内耳、中耳
・神経刺激電極
・磁石式人工肛門
・金属製の義眼
・体内埋め込み式のインスリンポンプ

＜ＣＴ、ＭＲＩ造影検査造影検査造影検査造影検査を受けられる皆様へ＞

� 造影剤添付文書の禁忌事項はありますか？

� 腎臓の病気や腎障害がありますか?

� 喘息と診断されたことがありますか？

� 過去に造影検査で副作用を起こしたことがありますか？

� 感染症がありますか？

� ビグアナイド系糖尿病薬を服用中ですか？

注意）造影検査には必ず同意書（別紙）が必要です。

○検査予約前に必ずご確認くださいますようお願いいたします。『『『『はいはいはいはい』』』』がひとつがひとつがひとつがひとつ
でもあった場合は、当院の画像診療部 045-911-2011（代）内線7233 までご
確認ください。



�飲食の制限について（MRI検査、CT検査共通）

検査内容検査内容検査内容検査内容 食事食事食事食事 水分水分水分水分

腹部検査 検査予約時間前の食事１回分 制限なし

造影検査 検査予約時間前の食事１回分 制限なし

上記以外の検査 制限なし 制限なし

�MRI検査とＣＴ検査の大きな違い

MRI CT

撮影原理 磁石と電磁波 Ｘ線の吸収

放射線被曝 なし あり

検査時間 比較的長い 比較的短い

騒音 大きな音がする 音はしない

対応装置
１．５Ｔ、

オープン０．３Ｔ
ＭＲ装置

６４列ヘリカル
ＣＴ装置



�検査予約時の注意点

※読影報告書例

�読影について

当院では、放射線科専門医師による読
影報告書を読影日の翌日に郵送しており
ます。

読影報告書をお急ぎの時は、FAXでの送
付も可能です。お気軽にお問い合わせく
ださい。（画像付の読影報告書の場合は、画
質が不良になる場合がございます。）

読影日は火曜日、金曜日の週2日
（祝日などの都合により変更する場
合がございます。）

当院では、3台のMRI装置がございます。それぞれ性能に
違いがあるため検査の内容によっては予約が異なります。
正確に検査内容を詳しくお伝えくださいますようにお願い
いたします。

ＣＴ、ＭＲ造影造影造影造影検査及びＲＩ検査には、必ず同意書同意書同意書同意書が必
要になります。また、あらかじめ『検査予約前にチェック
すること』をご利用の上、問診をお願いいたします。





当院当院当院当院当院当院当院当院ＣＴＣＴＣＴＣＴＣＴＣＴＣＴＣＴ検査検査検査検査検査検査検査検査 画像例画像例画像例画像例画像例画像例画像例画像例

胸部胸部胸部胸部ＣＴＣＴＣＴＣＴ 画像例画像例画像例画像例

腹部造影腹部造影腹部造影腹部造影ＣＴＣＴＣＴＣＴ 画像例画像例画像例画像例

骨骨骨骨ＣＴＣＴＣＴＣＴ 画像例画像例画像例画像例

頭部頭部頭部頭部ＣＴＡＣＴＡＣＴＡＣＴＡ 画像例画像例画像例画像例

全下肢動脈全下肢動脈全下肢動脈全下肢動脈ＣＴＡＣＴＡＣＴＡＣＴＡ 画像例画像例画像例画像例

冠動脈冠動脈冠動脈冠動脈 画像例画像例画像例画像例



ＣＴＣＴ検査検査のトピックスのトピックス

ＶＶＶＶ

ＶＶＶＶ

※オーダーの仕方例
当院の診療情報提供書（画像検査申込書）
をご利用の場合

体脂肪率測定体脂肪率測定体脂肪率測定体脂肪率測定もももも

ＣＴによる体脂肪測定体脂肪測定体脂肪測定体脂肪測定

当院では、ＣＴ装置と体脂肪測定ソフトを用
いて内臓脂肪の面積を正確に測定しています。
従来はＢＭＩやウエスト周囲径から肥満か否か
を判断していました。
しかし、内蔵脂肪の量はＢＭＩやウエスト周囲
径からでは正確に測定できませんでした。

日本内科学会等から発表されたメタボリックシ
ンドロームの診断基準では、できればＣＴ画像
での内臓脂肪計測が推奨されています。
ＺＩＯ体脂肪測定ソフトを用いて、臍高レベル
（へその周囲）のＣＴ画像から、内臓脂肪面積、
皮下脂肪面積、ウエスト周囲径を測定すること
ができます。

�腹部単純ＣＴ検査をされる方で、必要性
に応じてオーダーをしてください。

�検査での解析結果は、1枚のレポート形
式のＡ４サイズの用紙が添付されます。サンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプル

腹部CT検査による内臓脂肪面積の
測定では、体格指数BMI２５以上で
内臓脂肪面積が男女共に１００ｃ㎡
以上で、内臓脂肪型肥満と診断する。
但し、BMI２５未満で内臓脂肪面積
が１００ｃ㎡以上は、内臓脂肪蓄積
と診断する。

BMI 判定

＜18.5 やせ

18.5≦～＜25 正常

25 ≦ 肥満

BMI≧25

内臓脂肪面積≧100 内臓脂肪型肥満

BMI＜25未満

内臓脂肪面積＜100 正常

内臓脂肪面積≦100 内臓脂肪蓄積

腹部CT検査による内蔵脂肪面積の測定では、体格指数BMI２５以上で内蔵脂肪面積が男女共に１００ｃ

㎡以上で、内蔵脂肪型肥満と診断する。但し、BMI２５未満で内蔵脂肪面積が１００ｃ㎡以上は、内蔵脂肪
蓄積と診断する。

肥満25 ≦

正常18.5≦～＜25

やせ＜18.5

判定BMI

肥満25 ≦

正常18.5≦～＜25

やせ＜18.5

判定BMI

内蔵脂肪蓄積内蔵脂肪面積≦100

正常内蔵脂肪面積＜100

BMI＜25未満

内蔵脂肪型肥満内蔵脂肪面積≧100

BMI≧25

内蔵脂肪蓄積内蔵脂肪面積≦100

正常内蔵脂肪面積＜100

BMI＜25未満

内蔵脂肪型肥満内蔵脂肪面積≧100

BMI≧25



腰椎腰椎腰椎腰椎ＭＲＩＭＲＩＭＲＩＭＲＩ画像例画像例画像例画像例

全下肢造影全下肢造影全下肢造影全下肢造影ＭＲＡＭＲＡＭＲＡＭＲＡ画像例画像例画像例画像例

動脈相動脈相動脈相動脈相 静脈相静脈相静脈相静脈相

骨盤骨盤骨盤骨盤ＭＲＩＭＲＩＭＲＩＭＲＩ画像例画像例画像例画像例

当院当院当院当院当院当院当院当院ＭＲＩＭＲＩＭＲＩＭＲＩＭＲＩＭＲＩＭＲＩＭＲＩ検査検査検査検査検査検査検査検査 画像例画像例画像例画像例画像例画像例画像例画像例

頭部頭部頭部頭部ＭＲＩＭＲＩＭＲＩＭＲＩ画像例画像例画像例画像例

頚動脈頚動脈頚動脈頚動脈ＭＲＩＭＲＩＭＲＩＭＲＩ画像例画像例画像例画像例



ＭＲＩＭＲＩ検査検査のトピックスのトピックス

※オーダーの仕方例
当院の診療情報提供書（画像検査申込書）をご利用の場合

ＶＶＶＶ

ＶＶＶＶ

ＶＶＶＶ

ＨＣＣＨＣＣＨＣＣＨＣＣ疑疑疑疑いいいい

＜＜＜＜ 腹部腹部腹部腹部（（（（肝臓肝臓肝臓肝臓）ＭＲＩ）ＭＲＩ）ＭＲＩ）ＭＲＩ検査検査検査検査 ＞＞＞＞

造影剤を使用する検査です。薬効、症例画像
はメーカーカタログ（ＥＯＢ・プリモビスト注シリン
ジ）をご参照ください。

＜＜＜＜ 骨盤腔骨盤腔骨盤腔骨盤腔（（（（卵巣卵巣卵巣卵巣・・・・子宮子宮子宮子宮）ＭＲＩ）ＭＲＩ）ＭＲＩ）ＭＲＩ検査検査検査検査 ＞＞＞＞

ＶＶＶＶ

ＶＶＶＶ

卵巣腫瘍疑卵巣腫瘍疑卵巣腫瘍疑卵巣腫瘍疑いいいい

検査目的によっては、造影検査が有効な場
合があります。必要性に応じてご指示をお願い
いたします。

※オーダーの仕方例
当院の診療情報提供書（画像
検査申込書）をご利用の場合



ＶＳＲＡＤＶＳＲＡＤ早期アルツハイマー型認知症検査
（（（（VVVVoxeloxeloxeloxel----based based based based SSSSpecific pecific pecific pecific RRRRegional analysis system for egional analysis system for egional analysis system for egional analysis system for AAAAlzheimerlzheimerlzheimerlzheimer’’’’s s s s DDDDiseaseiseaseiseaseisease））））

ＭＲＩ検査において画像のみでは
判定が困難であった早期ＡＤに特徴
的に見られる『海馬傍回の萎縮の程
度』を数値で解析評価します。

ＶＶＶＶ

ＶＶＶＶ

ＡＤＡＤＡＤＡＤ疑疑疑疑いいいい

※オーダーの仕方例
当院の診療情報提供書（画像検査申込書）
をご利用の場合

eZISeZISeZISeZIS（脳血流検査）と併用した検査では、

正診率が向上するとの報告があります。

�全脳３D-T1強調画像を元に
《VSRAD》ソフトを使用し解析
します。

�頭部ルーチン横断像検査も
セットとなっております。

�検査での解析結果は、1枚の
レポート形式のＡ４サイズの
用紙が添付されます。

�対象年齢制限あり。

５０５０５０５０歳以上歳以上歳以上歳以上のののの患者患者患者患者さまさまさまさま

※VSRAD解析結果
レポート例



脳血流脳血流検査検査のトピックスのトピックス

当院の脳血流ＲＩ検査は、ｅＺＩＳ
と呼ばれる画像解析ソフトを用い、よ
り客観的な脳血流低下部位を示すこと
ができ、認知症診断などに役立ててい
ただけます。
ｅＺＩＳとは、脳血流ＳＰＥＣＴで

得られた画像を、各年齢ごとのノーマ
ルデータベースと照らし合わせ標準的
なＭＲＩ画像上に脳血流低下部位とし
て参照できるソフトです。以下に、代
表的なｅＺＩＳ画像を提示させていた
だきます。

ＶＶＶＶ

ＶＶＶＶ

ＶＶＶＶ

ＡＤＡＤＡＤＡＤ疑疑疑疑いいいい

※オーダーの仕方例
当院の診療情報提供書（画像検査申込書）
をご利用の場合

必ず ＲＩ検査同意書 が必要です。

ＤＬＢ（ＤＬＢ（ＤＬＢ（ＤＬＢ（レビーレビーレビーレビー小体型認知症小体型認知症小体型認知症小体型認知症））））のののの場合場合場合場合

eZISeZISeZISeZIS は再現性に優れますので、アリセプトなどの

処方後の経過観察に有効です。

�当院の脳血流ＳＰＥＣＴ
は99ｍＴｃ－ＥＣＤを用い
ております。

�検査では脳血流定量値も
提供させていただきます。

�対象年齢制限年齢制限年齢制限年齢制限なしなしなしなし。。。。



骨骨骨骨 塩塩塩塩 定定定定 量量量量

�低エネルギーX線を利用して骨の密度を測定する検査です。

�骨塩とは骨の強度（密度・ミネラル）のことで、年齢の疾患等に
よる骨粗しょう症など、骨の変化を捕らえるものです。

�当院で行なう検査はＤＸＡ法といい、橈骨（腕の手首付近）で測
定します。イスに腰掛けて片腕（基本的に非利き腕）を装置におい
て頂きます。約1〜2分で測定できます。

�測定に用いるＸ線は極めて少ない量ですので身体に影響は無く、
気軽に検査が受けられます。

◆◆◆◆ 骨粗骨粗骨粗骨粗しょうしょうしょうしょう症症症症とはとはとはとは

骨のカルシウムが減少すると骨がもろくなって骨折などを起こし
やすくなります。症状としては背痛、腰痛、病的圧迫骨折などがあ
り、50歳以上、あるいは閉経後の女性に多く見られます。骨塩量の
減少は男性では老化、女性では閉経あるいは老化によって起こりま
す。近年、高齢社会となった現在、高齢化による骨粗しょう症、ま
た若い女性の無理なダイエットによって起こる骨粗しょう症が増加
しています。

おおおお気軽気軽気軽気軽におにおにおにお申申申申しししし込込込込みくださいみくださいみくださいみください。。。。即日検査即日検査即日検査即日検査できますできますできますできます。。。。



・MRI用肝臓造影剤
（EOB・プリモビスト注シリンジ）

・MRI用Gd系造影剤
（オムニスキャン静注32％）

・CT用ヨード造影剤
（オムニパーク注シリンジ）

・MRI用Gd系造影剤
（マグネビスト静注シリンジ）

・MRI用経口消化管造影剤（MRCP)
（ボースデル内用液10）

・推算GFR値早見表

造影剤に関する添付書類

＜お願い＞
造影検査をオーダーされる医師の先生方々は、ご一読
していただくよう宜しくお願いいたします。



�造影【CT,X線】検査説明・同意書

�造影【MRI,MRA】検査説明・同意書

�核医学検査説明・同意書

造影検査の同意書

＜お願い＞
造影検査を受けられる患者さまは、必ず同意書が必要です。


