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    はじめに 

   青森労災病院では､CT･MRI･RIによる高度画像診
断検査を、連携先の先生方が共同利用できるシステ
ムを構築し運用をしております。これまでに近隣の
先生方のお役に立てるよう適宜検査内容を検討し、
予約方法の簡略化に努めてまいりました。 

   このたび､予約方法の一部変更を行い、検査の内
容をまとめた画像診断検査の手引きを作成いたしま
した。お手元に置いていただきまして､検査依頼の際
に御参照いただいて検査予約の申込をお願いいたし
ます。また、造影検査時の同意書は、当院、放射線
科外来で検査説明後にとっています。 

   なお、当院（青森労災病院）のホームページから
もＰＤＦファイルとしてダウンロード出来るように
しておりますので、必要に応じて診療情報提供書等
（放射線科用）をご利用下さい。 

 

     青森労災病院ホームページ アドレス 

        http://www.aomorih.rofuku.go.jp/ 

 

青森労災病院 放射線科 
        放射線部 
     地域医療連携室 



青森労災病院画像診断検査の予約 

ご利用の流れ 
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青森労災病院  新患受付窓口 

①受診 

④来院 

放射線科外来 
 

直通電話 ０１７８－３３－８０７８ 
FAX     ０１７８－３３－８０７８ 
  内線０１７８－３３－１５５１（２４７２） 
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＊放射線科外来へ直接電話（０１７８－３３－８０７８）していただきます。 
 同時に必要事項を記入した画像診断検査申込書（診療情報提供書）をFAX番号 
（０１７８－３３－８０７８）にてお送り下さい。(②） 
＊予約決定しましたら、検査予約票をFAXにて１０分以内に送付いたします。 
 (③）ご確認のうえ検査予約票を患者様にお渡し下さい。 
＊検査当日は、検査予約票と保険証及び紹介状を持参の上、検査開始時刻の３０分 
 前に正面玄関の新患受付までお越しくださるよう（④）、患者様にお伝え下さい。 
＊検査終了後、約１週間程で読影結果とフイルムを郵送にて貴施設へ送付 
 いたします。（⑤） 
 先に画像を希望される場合は、検査後、約１時間ほどで患者様にフイルム又は 
 CDでお渡ししますので、電話での申し込み時にお話し下さい。 
  
                        



検査番号 検査項目 検査内容

CTI 頭部スクリーニング 全脳５ｍｍ厚･５ｍｍ間隔・⇒オプションCTアンギオ
CT2 眼窩･副鼻腔 ３mm厚･３mm間隔､骨･軟部条件､2方向再構成
CT3 聴器 ２mm厚･２ｍｍ間隔
CT4 上顎骨･下顎骨 2mm厚･2mm間隔で撮影･2方向有
CTOP1 インプラント計画用 インプラント用（データーＣＤのみ）
CT5 頚部スクリーニング 3-5mm厚､3-5mm間隔
CT6 胸部スクリーニング ７mm厚７mm間隔､肺･縦隔条件
CTOP2 オプション:高精細再構成 病変部のみ､２mm厚､２mm間隔､拡大撮影　⇒ﾀｰｹﾞｯﾄを指定してください。
CTOP3 オプション:多断面構成 水平断５mm厚､５mm間隔､（任意）
CT7 上腹部スクリーニング 肝～腎まで､７mm厚､７mm間隔
CTOP4 オプション:多断面構成 水平断５mm厚､５mm間隔､（任意）
CT8 下腹部スクリーニング 骨盤部､７mm厚７mm間隔
CT9 全腹部スクリーニング 肝～骨盤部､７mm厚､７mm間隔
CTOP5 オプション:多断面構成 水平断５mm厚､５mm間隔（任意）
CT10 頚椎 撮影後､多断面再構成､3D作成
CT11 胸椎 撮影後､多断面再構成､3D作成
CT12 腰椎 撮影後､多断面再構成､3D作成
CTOP6 ⇒オプション血管系３Ｄ構成 頸部・胸部・腹部等の血管の３Ｄ画像構成
CT13 その他 部位･目的に応じた撮影をいたします。　⇒部位を指示してください。
MR１ 頭部スクリーニング T2WI,FLAIR,Diffusion一水平断
VSRAD ＶＳＲＡＤ アルツハイマー等の診断で、専用ソフトで解析します
MR2 頭部・MRAその他 部位･目的に応じた撮影をいたします。　⇒撮影部位を指示してください。
MR3 頚椎-頚髄 T2WI,TIWI一矢状断､水平断
MR4 胸椎-胸髄 T2WI,TIWI一矢状断､水平断
MR5 腰椎-腰髄 T2WI,TIWI一矢状断､水平断
MR6 頚部スクリーニング T2WI,TIWI一水平断､STIR一冠状断
MR7 上腹部スクリーニング 肝～腎､TIWI,T2WI,T2*WI一水平断
MR8 MRCP T1WI,T2WI一水平断､MRCP(2D,3D)
MR9 骨盤スクリーニング T2WI,TIWI一矢状断､水平断
MR10 前立腺 T2WI一矢状断､T2WI,TIWI一水平断
MR11 股関節 T2WI一矢状断､T2WI,TIWI一水平断
MR12 膝 TIWI,T2*WI一矢状断､冠状断
MR13 肩 TIWI,STIR一水平断､冠状断
MR14 その他 部位･目的に応じた撮影をいたします。　⇒部位を指示してください。
MR15 四肢 TIWI,STIR一水平断､冠状断（撮影部位に応じて）
RII 骨ｼﾝチ(全身) 午前注射､午後撮像(３０分程度）
RI2 腫瘍ガリウムシンチ(全身) 注射後約４８～７２時間後撮像
RI3 心筋SPECT(安静) 午前 注射後９０分後に撮像３０分程度
RI4 心筋SPECT(BMIPP) 注射後１５分後３０分の撮像
RI5 脳血液SPECT(ECD-/IMP) 注射直後から約２０分後撮像約３０分程度
RI6 甲状腺ﾖｰﾄﾞ摂取率 当日午前中にカプセル飲用（月火木）｡３時間後２４時間後翌日に撮像
RI7 肺血液シンチ 注射直後から約１５分の撮像
RI8 唾液腺シンチ 注射直後から約３０分の撮像
RI9 副甲状腺シンチ（TC-MIBI) 注射後１０分と３時間後に撮像３０分程度
RI10 副腎髄質シンチＩ131-MIBG 注射後４８時間後に撮像３０分程度
RI11 心筋交感神経123-MIBG 注射後１５分後と３時間後に撮像　　各々４０分程度
RI12 胆道シンチ（PMT） 注射後５分後から撮像　６０分程度
RI13 頭部腫瘍シンチ（Tｌ） 注射後１５分後と３時間後に撮像　　各々４０分程度
DEXA 骨密度・骨塩定量 腰椎・全身・股関節・他　３０分程度
MMG 乳房撮影 両乳房２方向　　両乳房１方向　右乳房２方向　左乳房２方向　　３０分程度
HSG 子宮卵管造影 依頼病院の先生が、施行することになりますので、依頼時にご相談ください。

認知症 ＭＲ１＋ＲＩ１５（認知症セット） 脳ＭＲ（ＶＳＲＡＤ）とＲＩ脳血流シンチとの組み合せ
メタセット RI1＋RI2　（メタセット） ＲＩの骨シンチと腫瘍ガリウムシンチの組み合せ
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画像診断検査種類一覧



  各種検査料金一覧 

                                 単位（円） 

                                    平成26年11月現在 

 

  ＊概算した費用ですので多少の増減があります 

     ＊当院ではフイルムレスでの保険請求をしています 

  ＊フイルムの使用枚数では金額は増減しません 

  ＊造影剤の種類及び使用量によって金額は増減します 

  ＊これらの代金に検査料+初診料が加わります 

検査種類 10割 １割負担 2割負担 3割負担 

ＣＴ単純 17,500 1,750 3,500 5,250 

ＣＴ造影 28,000～32,000 2,800～3,200 5,600～6,400 8,400～9,600 

ＭＲＩ単純 21,800 2,180 4,360 6,540 

ＭＲＩ造影 27,300～32,500 2,730～3,250 5,460～6,500 8,190～9,750 

骨シンチ 52,400 5,240 10,480 15,720 

Ｇａシンチ 62,700 6,270 12,540 18,810 

脳血流シンチ（IMP） 56,800 5,680 11,360 17,040 

脳線条体 

（ダットスキャン） 
82,400 8,240 16,480 24,720 

甲状腺シンチ 21,600 2,160 4,320 6,480 

心筋シンチ 68,600 6,860 13,720 20,580 

レノグラム 57,600 5,760 11,520 17,280 

乳房撮影（ﾏﾝﾓ） 8,100 810 1,620 1,920 

DEXA（骨密度） 6,400 640 1,280 1,920 

DEXA（大腿骨加算） 7,300 730 1,460 2,190 



 画像診断検査の画像例 

CT検査 

CT1 頭部単純（造影）  オプションCTアンギオ 

内容 全脳５ｍｍ厚・５ｍｍ間隔 

目的 頭痛・めまい・脳梗塞・脳出血 

 
画像例 

CT２ 眼窩・副鼻腔 

内容 ３ｍｍ厚・３ｍｍ間隔・骨・軟部条件・２方向再構成 

目的 副鼻腔炎・顔面骨折・眼窩内病変 

 

画像例 

CT3 聴器 

内容 ２ｍｍ厚・２ｍｍ間隔 

目的 慢性中耳炎・真珠腫・めまいなど 

 

画像例 

CT4 上顎骨・下顎骨 

内容 ２ｍｍ厚・２ｍｍ間隔で撮影・２方向有り・３D 

目的 骨折・顎関節炎など 

 

画像例 



 画像診断検査の画像例 

CT検査 

OP1 歯科インプラント計測用 

内容 インプラント用データ ０．５ｍｍ（CDデータのみ） 

目的 歯科・インプラント計測 

 
画像例 

CT５ 頸部単純（造影） 

内容 ３－５ｍｍ厚・３－５ｍｍ間隔 

目的 甲状腺・頸部リンパ節など 

 

画像例 

CT６ 胸部単純 

内容 ７ｍｍ厚・７ｍｍ間隔・肺野・縦隔条件 

目的 肺疾患・縦隔疾患など 

 

画像例 

OP2 ⇒オプション：高精細再構成 

内容 病変部のみ・２ｍｍ厚・２ｍｍ間隔で撮影・拡大  ⇒ターゲットを指定してください 

目的 びまん性肺疾患・肺炎・肺がん・結核など 

 
画像例 



 画像診断検査の画像例 

CT検査 

OP３ ⇒オプション：多断面構成（３D含む） 

内容 水平断５ｍｍ・５ｍｍ間隔（任意の断面） 

目的 肺野・気管支精査 

 
画像例 

CT7 上腹部単純（造影） 

内容 肝～腎まで７ｍｍ厚・７ｍｍ間隔 

目的 肝・胆・膵・腎上腹部疾患など 

 

画像例 

OP4 ⇒オプション：腹部多断面再構成 

内容 水平断５ｍｍ厚・５ｍｍ間隔（任意） ⇒ターゲットを指定してください 

目的 精査 

 

画像例 

CT8 下腹部スクリーニング 

内容 ７ｍｍ厚・７ｍｍ間隔 

目的 泌尿器・婦人科系骨盤部疾患など 

 
画像例 



 画像診断検査の画像例 

CT検査 

CT9 全腹部スクリーニング（単純・造影） 

内容 肝～骨盤部・７ｍｍ厚・７ｍｍ間隔 

目的 腹部疾患全般 

 
画像例 

OP5 ⇒オプション：多断面再構成 

内容 水平断５ｍｍ厚・５ｍｍ間隔（任意） 

目的 精査 

 

画像例 

CT10 頚椎 

内容 ０．５ｍｍ厚・０．５ｍｍ間隔で撮影後、多断面再構成・３D作成 

目的 頚椎疾患全般 

 

画像例 

CT11 胸椎 

内容 ０．５ｍｍ厚・０．５ｍｍ間隔で撮影後、多断面再構成、３D作成 

目的 胸椎疾患全般 

 
画像例 



 画像診断検査の画像例 

CT検査 

CT12 腰椎 

内容 ０．５ｍｍ厚・０．５ｍｍ間隔で撮影後、多断面再構成、３D作成 

目的 腰椎疾患全般 

 
画像例 

OP６ ⇒オプション血管系３D構成 

内容 頸部・胸部・腹部などの血管系の３D作成 

目的 精査 

 

画像例 

CT13 その他（心臓） 

内容 目的・部位に応じた撮影をいたします  ⇒部位を指定してください 

目的 冠動脈など 

 

画像例 

CT13 その他（四肢ほか） 

内容 目的・部位に応じた撮影をいたします  ⇒部位を指定してください 

目的 四肢骨折など 

 
画像例 



 画像診断検査の画像例 

MR検査 

MR1 頭部スクリーニング 

内容 T1WL,T2WI,FLAIR、Diffusion－水平断 

目的 スクリーニング、脳梗塞など 

 
画像例 

VSRAD VSRAD 

内容 専用ソフト解析 

目的 アルツハイマー・認知症 

 

画像例 

MR2 頭頸部MRAその他 

内容 T2WIAXI MRA（HEAD+NECK） 

目的 スクリーニング・脳梗塞・脳動脈瘤など 

 

画像例 

MR3 頚椎・頚髄 

内容 T2WI,T１WI－矢状断、水平断 

目的 頸部脊髄・脊髄障害疾患など 

 
画像例 



 画像診断検査の画像例 

MR検査 

MR4 胸椎・胸髄 

内容 T2WI,T１WI－矢状断、水平断 

目的 胸部脊椎・脊髄障害疾患など 

 
画像例 

MR5 腰椎・腰髄 

内容 T2WI,T１WI－矢状断、水平断 

目的 腰部腰椎・脊髄障害疾患など 

 

画像例 

MR6 頸部スクリーニング 

内容 T2WI,T１WI－矢状断、水平断、STIR－冠状断 

目的 喉・喉頭・甲状腺など 

 

画像例 

MR7 上腹部スクリーニング 

内容 肝～腎、T2WI,T１WI、PDW－水平断 

目的 肝臓・腎臓スクリーニングなど 

 
画像例 



 画像診断検査の画像例 

MR検査 

MR8 

 

MRCP 

内容 T2WI, T1－水平断、MRCP（２D、３D） 

目的 胆石症・粘液産生性腫瘤など 

 
画像例 

MR9 骨盤スクリーニング 

内容 T2WI,T1WI－矢状断、水平断 

目的 子宮筋腫・卵巣腫瘍・膀胱腫瘍など 

 

画像例 

MR10 前立腺 

内容 T2WIー矢状断・冠状断・T2WI,T1WI－水平断 

目的 前立腺癌・前立腺肥大症など 

 

画像例 

MR11 股関節 

内容 TIWI－水平断・冠状断T1,T2 

目的 大腿骨頭壊死・変形性股関節症など 

 
画像例 



 画像診断検査の画像例 

MR検査 

MR12 

 

膝 

内容 T１WI, T２WI－矢状断、冠状断 

目的 半月板損傷・十字靭帯損傷・側副靭帯損傷など 

 
画像例 

MR13 肩 

内容 T1,T2＊－矢状断、冠状断 

目的 腱板損傷など 

 

画像例 

MR14 その他 

内容 目的部位に応じた撮影をします ⇒部位を指示してください 

目的 

 

画像例 

MR15 四肢 

内容 TIWI、STIR－水平断・冠状断（撮影部位に応じて） 

目的 骨折など 

 
画像例 



 画像診断検査の画像例 

RI検査 

RI １ 

 

骨シンチ（全身） 

内容 午前注射 ３時間後に撮像（３０分程度） 

目的 骨腫瘍・骨転移・潜在性の骨外傷の検索など 

 
画像例 

RI ２ 腫瘍ガリウムシンチ（全身） 

内容 注射後約４８～７２時間後撮像 

目的 腫瘍の分布・検索、良悪性の鑑別・炎症部位検索など 

 

画像例 

RI ３ 心筋血流SPECT(安静）・心筋脂肪酸代謝 

内容 午前検査 注射後１０分～９０分後に撮像（使用製剤による） 所要時間３０分程度 

目的 （心筋血流） 心筋虚血の検出  （脂肪酸代謝） 虚血による代謝異常の検出 

 

画像例 

RI ４ 心筋交感神経 １２３－I MIBG 

内容 注射後１５分後と３時間後に撮像 各々４０分程度 

目的 パーキンソン病とパーキンソン症候群の鑑別 

 

画像例 



 画像診断検査の画像例 

RI検査 

RI ５ 

 

脳血流SPECT(IMP/ECD) 

内容 注射直後より撮像 約３０～４０分 

目的 脳血管障害・認知症・てんかんなどの脳血流異常の検出 

 
画像例 

RI ８ 唾液腺シンチ 

内容 Tc－パーテクネテイト 

目的 炎症など 

 
画像例 

RI ６ 脳線条体 １２３－I FP-CIT （ダットスキャン） 

内容 注射後３～６時間後に撮像 約3０分 

目的 パーキンソン病やレビー小体型認知症の診断 

 
画像例 

RI ７ 腫瘍(頭部Tｌ） 

内容 注射１５分後と３時間後に撮像 各々４５分 

目的 骨脳腫瘍の悪性度評価など 

 
画像例 



 画像診断検査の画像例 

RI検査 

RI ９ 

 

副甲状腺シンチ（TC-MIBI） 

内容 注射後１０分と３時間後に撮像 ３０分程度 

目的 過機能性副甲状腺の局在診断・異所性副甲状腺の有無 

 
画像例 

RI１１ 副腎髄質シンチ １２３I－MIBG 

内容 注射後2４時間後に撮像 ３０分程度 

目的 褐色細胞腫・神経芽細胞腫の局在診断 

 

画像例 

RI１２ 副腎皮質シンチ １３１I-アドステロール 

内容 注射１週間後に撮像 約３０分程度 

目的 クッシング症候群とクッシング病の描出、原発性アルドステロン症の検出、副腎皮質癌の描出等 

 

画像例 

RI１０ 甲状腺摂取率（ヨード、テクネシウム） 

内容 （ヨード）当日午前中にカプセル飲用 ３時間後、２４時間後に撮像 （テクネシウム）投与直後から３０分撮像 

目的 甲状腺機能異常の鑑別診断など 

 

画像例 



 画像診断検査の画像例 

RI検査 

DEXA 

内容 腰椎・股関節・前腕・全身（体組成など） 

目的 骨粗鬆症など 

 

画像例 

マンモ 

内容 両CC・MLO 通常は４回撮影 必要により拡大撮影を追加 

目的 乳癌・乳腺線維腺腫など 

 

画像例 

骨密度検査 

乳房検査 

整形外科を受診 整形外科外来を受診してください 

外科外来を受診してください 

RI１３ 肺血流シンチ 

内容 注射直後から撮像 約１５分程度 

目的 肺塞栓症の診断など 

 

画像例 

救急対応となりますので循環器科などの当該科への受診をお願いいたします 
 



青森労災病院 放射線科FAX番号 0178-33-8078 

画像診断検査申込書（診療情報提供書） 
                     申込日   平成     年   月   日 

 

 紹介医療機関名            電話番号  －  － 

 

 紹介医師名           ㊞     FAX     －  － 

 
検査希望日時   年   月   日   時頃 ☆至急  ☆１週間以内 

 

          

ふりがな 

お 名 前 

性別 

男 

女 
生
年
月
日 

明大 

昭平  年  月  日生 

    （    ）歳 

ご住所 

電話番号 

〒   －                  TEL（      ）   － 

以前に労災病院を受診したことがありますか はい（診察券番号         ） いいえ 

読影 
         希望する 
（約１週間後に読影結果とフイルムを郵送します） 

         希望しない 
（検査当日にフイルム又はCDのみをお渡しします） 

出力形態 

検査種類 

アレルギー暦 

 紹介目的 
 

 病名 
  

 治療経過 
  

  

    特記事項 

  （その他） 
  

 

 

★ フイルムのみ      ★ CDのみ      ★ フイルム＋CD 

★CT 単純・造影  ★ MR単純・造影 ★RI（No   ） ★骨密度 ★その他  

あり  なし  不明 （ある場合は具体的に記載                   ） 

 ☆保険証のコピーをFAXにて送付いただく場合は上記の記載は必要ありません。 

保険・負担割合・公費 

区 分 

保険者番号 

記号･番号 

本人・家族 本人・家族 

      

 割 



    あとがき 

  このたびは、画像診断検査の手引きを参照いただきあ

りがとうございます。診断及び治療にお役立ていただけ
れば幸いです。なお、乳房検査および骨密度検査は、当
該科を受診していただくことお勧めいたします。また、
検査についてご不明な点がございましたら下記の番号へ
直接ご連絡下さい。 

    放射線科外来直通電話番号 0178-33-8078 

  今後とも高度な画像を提供するべく努力いたします。 
宜しくお願いいたします。 

青森労災病院  放射線科 
          放射線部 
       地域医療連携室 
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