
放射線委託検査のご案内放射線委託検査のご案内
■部位別検査一覧表について
・この表は各部位における疾患別の委託検査の一覧表です。
・検査部位・目的を明確にご指示くださることでより良好な画像が提供できます。
・造影剤を使用する検査には（造影）・（単純造影）の表記をしております。
・問診により別検査をお勧めする場合があります。

MRI検査の適応についてMRI検査の適応について
「ペースメーカー」、「埋め込み型除細動器」、「人工内耳」、「可動義眼」を装着されている方は検査できません。体内金
属のある場合には、MRI対応であるかどうかの確認の上、ご依頼ください。

アイソトープ（RI）検査における放射性医薬品についてアイソトープ（RI）検査における放射性医薬品について
同一部位であっても目的により使用する放射性医薬品が異なる場合があります。ご不明な点はご相談ください。
検査日の変更をご希望の場合には放射性医薬品の発注の都合上、検査日前日の16時30分（土曜日は13時30
分）までにご連絡ください。

提供スライス厚について提供スライス厚について
CT：基本は、5mmスライスです。Thin Slice（より細かいスライス）のご希望は1mm単位でお受けできます。

診断に有用と判断した場合には冠状断、矢状断等の画像を追加します。
MRI：大脳・小脳は6mmです。その他の領域については、目的部位に合わせて設定しております。

ご希望があればご相談ください。脊椎や四肢の場合、目的椎体・部位が明確な場合にはご指示ください。

診療紹介での対応となる検査
鎮静剤使用の胃カメラ
大腸カメラ
負荷心筋シンチ
入眠検査にて入眠指示のできない検査

当日、結果をお渡しできない検査
超音波検査
心臓CT検査
PET-CT検査
大腸CT検査
注腸検査
胃カメラ
アイソトープ検査全般
生理検査全般
特殊な画像処理をご希望の場合

5mm



頭部領域

疾患名 委託検査名 備考

スクリーニング・経過観察 MRI 大脳・小脳＋MRA
CT 脳

脳梗塞 MRI 大脳・小脳＋MRA
CT 脳

脳出血 CT 脳
MRI 大脳・小脳＋MRA

脳動脈瘤 MRI 頭部MRA
CT 脳（造影3D）

脳腫瘍 MRI 大脳・小脳（単純・造影）
CT 脳（造影）

認知症 MRI 大脳・小脳＋MRA
RI 脳血流

パーキンソン病 MRI 大脳・小脳＋MRA
RI 心筋（MIBG）

副鼻腔炎
副鼻腔腫瘍

CT 副鼻腔
MRI 副鼻腔

中耳炎
聴神経腫瘍

【骨評価】 CT 中耳拡大
【神経評価】 MRI 聴神経

視神経疾患
視神経炎

MRI 視神経
CT 眼窩

頸部領域

疾患名 委託検査名 備考

スクリーニング CT 頸部
MRI 頸部

甲状腺疾患 US 甲状腺
CT 頸部

副甲状腺疾患 US 副甲状腺
RI 副甲状腺

頸動脈疾患 US ドプラー頸部
MRI 頸部MRA

咽頭・喉頭疾患 CT 頸部（単純・造影）
MRI 頸部

MRI頸部での検査範囲の目安は上咽頭[眼窩上縁～C2下縁]、
中咽頭[頭蓋底～C4下縁]、下咽頭[C2下縁～C7下縁]です。

唾液腺疾患
CT 頸部（単純・造影）

MRI 頸部
US 唾液腺

唾石 US 唾液腺
CT 頸部

部位別検査一覧表部位別検査一覧表



腹部領域

疾患名 委託検査名 備考

スクリーニング US 上下腹部
CT 上下腹部

肝・胆道・膵疾患
US 上下腹部
CT 上下腹部
MRI 肝胆膵脾

MRI 肝胆膵脾（MRCP）

胃十二指腸疾患
胃カメラ

経鼻胃カメラ
上部消化管造影

大腸疾患
大腸カメラ

注腸
CT コロノグラフィー（大腸CT）
CT 上下腹部（単純・造影）

大腸カメラは診療紹介での対応となります。

イレウス CT 上下腹部

腎、尿路結石 CT 上下腹部
US 腎・膀胱

腎腫瘍
US 腎・膀胱

MRI 腎
CT 腎ダイナミック（造影）

膀胱腫瘍
US 腎・膀胱
MRI 膀胱

CT 上下腹部

前立腺疾患 MRI 前立腺
US 腎・膀胱

婦人科疾患 MRI 子宮・卵巣
US 下腹部

大動脈疾患 CT 腹部Ao（造影）
MRI 腹部大動脈

胸部領域

疾患名 委託検査名 備考

スクリーニング CT 胸部

肺疾患 CT 胸部

狭心症・心筋梗塞 CT 心臓（造影3D）
RI 安静心筋（Tl）

縦隔疾患 CT 胸部
MRI 縦隔

乳房疾患 乳房撮影（MG）+US 乳腺
MRI 乳房（単純・造影）

大動脈疾患 CT 胸部Ao（造影）
MRI 胸部大動脈

US 上下腹部
CT 上腹部（単純）

CT 上腹部ダイナミック（造影）
MRI 肝胆膵脾

MRI 肝胆膵脾（MRCP）



表在

疾患名 委託検査名 備考

軟部腫瘍 US （患部）表在
MRI （患部）表在

全身

疾患名 委託検査名 備考

悪性腫瘍の全身検索 PET-CT
CT 胸～腹部（造影）

骨転移 RI 骨

骨粗鬆症 骨塩定量

四肢

疾患名 委託検査名 備考

下肢動脈疾患 MRI 下肢MRA
US ドプラー下肢

下肢静脈疾患 MRI 下肢MRV
US ドプラー下肢

関節 MRI （患部）関節
US 上肢/US 下肢

骨折 MRI （患部）
CT （患部）

リウマチ US 上肢

外傷 MRI （患部）
CT （患部）

脊椎領域

疾患名 委託検査名 備考

スクリーニング MRI 頸椎 胸椎 腰椎

脊柱管疾患 MRI 頸椎 胸椎 腰椎
CT 頸椎 胸椎 腰椎

変形性脊椎症 MRI 頸椎 胸椎 腰椎

分離症 CT 腰椎
MRI 腰椎

側弯症 X-P 全脊椎
CT 全脊椎（単純MPR＋3D）


