
 

2019年 2月 1日 改訂                         北里大学病院トータルサポートセンター 

                                   電話番号 042-778-9988   ファックス番号 042-778-9599 

検 査 留 意 事 項 説 明 書           北里大学病院 

 

検 査 名 適応、依頼時の注意事項  患者さんへの検査の説明 患者さん へ の 注 意 事 項 

 

ＣＴ 

（MD ﾏﾙﾁｽﾗｲｽ CT

含） 

 

患者負担３割 

 

【単純撮影】 

概算：  

６，２００円 

（診察料、検査

料等含） 

 

【血管等で造影

剤使用撮影の場

合】 

概算： 

１２，０００円 

（診察料、検査

料等含） 

 

頭部、胸部（肺･縦隔）、腹部（上腹部）、骨盤部、

その他 

※冠動脈 CTは実施しておりません。 

※医療事故防止のため依頼前に CTチェックリス

トを参照してください。 

 

注 1：申込書の検査部位欄にて撮影部位を正確に

選択してください。 

「腹部」は上腹部をさし、骨盤部まで必要な場合

は「腹部」、「骨盤部」を選択してください。 

 

注 2：造影検査を依頼される場合は、造影剤アレ

ルギー歴、気管支喘息の有無などを十分に確認

した上で、依頼してください。造影剤使用禁忌に

該当する場合は検査をお受けできません。 

 

注 3：造影検査を依頼される場合は最近の腎機能

（eGFR）測定が必要です。申込書に測定値および

測定日を必ず記載してください。eGFR が 30 

mL/min/1.73m2 未満の場合は検査をお受けでき

ません。 

 

注 4：鎮静の必要な患者さんは扱えません。 

 

 

 

 

 

 

X 線を多方向から人体に透過さ

せて測定したデータをコンピュ

ータで解析して、体の輪切りの画

像を作る検査です。 

テーブルの上に横になり、リング

状の装置の中にテーブルを移動

しながら撮影を行います。 

検査室での所要時間は 10 分程度

です。 

 

造影剤を使用される方は、腕の静

脈に造影剤を注入して撮影しま

す。 

 

検査当日 

〇単純 CT検査を受けられる方 

 特に制限はありません。 

 

〇造影 CT検査を受けられる方 

検査予定時間の 4 時間前から食事をとらない

で下さい。お茶などの水分、いつも飲んでいるお

薬は飲んでいただいてかまいません。喘息やア

レルギー体質の方、過去に造影剤を使って以前

に何らかの副作用が認められた方、また、妊娠の

可能性がある方、授乳中の方は、この検査をご予

約された医療機関にあらかじめお申し出下さ

い。 

※造影剤の使用には患者さんの同意が必要で

す。検査当日に同意書に必要事項を記入してい

ただきますので、「CT造影剤（ヨード造影剤）に

関する説明書」をよくお読みください。 

 

検査後 

日常生活に制限はありません。 

造影剤を使用した場合には、尿から排泄されま

すので水分を多めにとってください。 
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検 査 名 適応、依頼時の注意事項  患者さんへの検査の説明 患者さん へ の 注 意 事 項 

 

ＭＲＩ 

 

患者負担３割 

 

【単純撮影】 

（３テスラ） 

概算： 

８，５００円 

（診察料、検査

料等含） 

 

【造影撮影】 

概算： 

１５，０００円 

（診察料、検査

料等含） 

頭部、脊椎、腹部、骨盤部、その他 

※医療事故防止のため依頼前に MRI チェックリ

ストを参照してください。 

 

注 1：申込書に検査目的、対象部位を具体的に記

入してください。四肢は左右を明記してくださ

い。1回の検査で撮影できる部位は 1部位です。 

 

注 2：北里大学病院では磁場強度が強い 3T（テ

スラ）装置が導入されています。体内金属に関す

る安全確認（部位、デバイス名、材質、MRI適応

など）をしてください。体内金属がある場合は、

申込書に詳細を記入してください。 

MRI 検査禁忌に該当する体内金属がある場合は

検査をお受けできません。 

 

注 3：心臓ペースメーカなどの体内電子機器があ

る場合は検査をお受けできません。 

 

注 4：造影検査を依頼される場合は、造影剤アレ

ルギー歴、気管支喘息の有無などを十分に確認

した上で、依頼してください。造影剤使用禁忌に

該当する場合は検査をお受けできません。 

 

注 5：造影検査を依頼される場合は最近の腎機能

（eGFR）測定が必要です。申込書に測定値および

測定日を必ず記載してください。eGFR が 30 

mL/min/1.73m2 未満の場合は検査をお受けでき

ません。 

 

注 6：鎮静の必要な患者さんは扱えません。 

 

 

 

MRI（磁気共鳴画像法）は、強い

磁気と電磁波を使用し、体の断面

を撮像する検査です。 

検査中は細長い筒の中に入っ

て、動かないでじっとしていた

だきます。 

検査室での所要時間は 30 分程度

です。 

 

造影剤を使用される方は、腕の静

脈に造影剤を注入して撮影しま

す。（腹部の検査では経口の造影

剤を服用していただくことがあ

ります。） 

 

腹部、骨盤部の検査では腸の動き

を抑えるお薬を注射することが

あります。 

 

※MRI 検査を安全にお受けいただくために「MRI

を受ける前の確認事項」を必ずお読みください。 

 

検査当日 

〇腹部 MRI検査を受けられる方 

 検査予定時間の 4 時間前から食事をとらない

で下さい。いつも飲んでいるお薬を飲む程度の

水分は飲んでいただいてかまいません。 

 

〇腹部以外の MRI検査を受けられる方 

特に制限はありません。 

 

〇造影剤を使用される方 

喘息やアレルギー体質の方、過去に造影剤を使

って以前に何らかの副作用が認められた方、ま

た、妊娠の可能性がある方、授乳中の方は、この

検査をご予約された医療機関にあらかじめお申

し出下さい。 

※造影剤の使用には患者さんの同意が必要で

す。検査当日に同意書に必要事項を記入してい

ただきますので、あらかじめ「MRI造影剤に関す

る説明書」をよくお読みください。 

 

検査後 

日常生活に制限はありません。 

造影剤を使用した場合には、尿から排泄されま

すので水分を多めにとってください。 
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検 査 名 適応症、依頼時の注意事項 患者さんへの検査の説明 患者さん へ の 注 意 事 項 

核医学 

骨シンチ 

 

患者負担３割 

概算：２０，０００円 

（診察料、検査料等含） 

 

骨疾患の診断 

 
CT あるいは MRI を施行されてい

る場合は、画像のご提供をお願

いします。 

 

骨疾患を調べる検査です。 

ガンマ線という放射線を出す検査

薬剤を静脈から注射し、約 3 時間

後から撮影を行います。 

検査ベッド上に横になり、ベッド

が移動しながら全身像を撮影しま

す。断層撮影を追加する場合があ

ります。この撮影ではカメラが身

体の周りをゆっくり回転します。 

撮影時間は約 40分です。 

 

 

食事制限はありません 

撮影直前に必ず排尿を済ませていただきます。 

金属類・アクセサリー類は、外していただきます。 

仰向けの姿勢が困難な方、妊娠の可能性のある方、授乳

中の方、閉所恐怖症のある方は、この検査をご予約され

た医療機関にあらかじめお申し出下さい。 

放射性薬剤は尿から排泄されますので、検査後は水分を

多めに摂ってください。 

 

核医学 

ガリウムシンチ 

（腫瘍シンチＧａ） 

（炎症シンチＧａ） 

 

患者負担３割 

概算：２４，０００円 

（診察料、検査料等含） 

 

 

悪性腫瘍、炎症性疾患の診断 

 
CT あるいは MRI を施行されてい

る場合は、画像のご提供をお願

いします。 

 

腫瘍や炎症について調べる検査で

す。 

ガンマ線という放射線を出す検査

薬剤を静脈から注射し、3 日後に

撮影を行います。 

検査ベッド上に横になり、ベッド

が移動しながら全身像を撮影しま

す。また、カメラが身体の周りを

ゆっくり回転する断層撮影を行い

ます。 

診断の必要上、CT撮影も行ないま

す。 

撮影時間は、約 1時間です。 

 

 

 

 

 

 

撮影前日の夜に下剤を服用していただきます。下剤は注

射日にお渡しします。 

食事制限はありません。 

金属類・アクセサリー類は、外していただきます。 

仰向けの姿勢が困難な方、妊娠の可能性のある方、授乳

中の方、閉所恐怖症のある方は、この検査をご予約され

た医療機関にあらかじめお申し出下さい。 

ペースメーカー、埋め込み型除細動器（ICD）を挿入され

ている方は手帳をご持参の上、お申し出下さい。 
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検 査 名 適応症、依頼時の注意事項 患者さんへの検査の説明 患者さん へ の 注 意 事 項 

核医学 

甲状腺シンチ 

 

患者負担３割 

概算：２４，０００円 

（診察料、検査料等含） 

 

甲状腺疾患の診断 

 

放射性医薬品は過テクネチウ

ム 酸 ナ ト リ ウ ム （ 99 ｍ Tc-

pertechnetate）を使用 

 
CT あるいは MRI を施行されてい

る場合は、画像のご提供をお願

いします。 

 

甲状腺の形や機能を調べる検査で

す。 

摂取率測定も行います。 

ガンマ線という放射線を出す検査

薬剤を検査ベッド上で静脈から注

射し、撮影を行います。 

注射から撮影終了までの検査時間

は約 40分です。 

 

食事制限はありません。 

金属類・アクセサリー類は、外していただきます。 

仰向けの姿勢が困難な方、妊娠の可能性のある方、授乳

中の方、閉所恐怖症のある方は、この検査をご予約され

た医療機関にあらかじめお申し出下さい。 

 

 

 

核医学 

安静心筋血流シンチ 

 

患者負担３割 

概算：２２，０００円 

（診察料、検査料等含） 

 

心疾患の診断 

 

心筋の血流状態を調べる検査で

す。 

ガンマ線という放射線を出す検査

薬剤を静脈から注射し、1 時間後

から撮影を行います。 

検査ベッド上に横になり、カメラ

が身体の周りをゆっくり回転し、

心臓の断層撮影を行います。 

診断の必要上、低線量 CT撮影も行

ないます。 

注射 1 時間後から撮影を開始しま

す。 

撮影時間は約 40分です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食事制限はありません。 

金属類・アクセサリー類は、外していただきます。 

撮影は両方の腕を挙上して行います。 

腕を上げるのが困難な方、仰向けの姿勢が困難な方、妊

娠の可能性のある方、授乳中の方、閉所恐怖症のある方

は、この検査をご予約された医療機関にあらかじめお申

し出下さい。 
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検 査 名 適応症、依頼時の注意事項 患者さんへの検査の説明 患者さん へ の 注 意 事 項 

核医学 

心交感神経機能 

シンチ 

（交換神経機能シンチ 

        MIBG） 

患者負担３割 

概算：２０，０００円 

（診察料、検査料等含） 

 

心疾患の診断 

パーキンソン病の診断 

 

以下の休薬が必要となりま

す。 

・レセルピン：3週間 

・三環系,四環系抗うつ剤 

      ：3週間 

・塩酸ラベタロール 

      ：1週間 

 

交感神経機能を調べる検査です。 

ガンマ線という放射線を出す検査

薬剤を静脈から注射し、15分後か

ら撮影を行います。 

検査ベッド上に横になり、胸部を

前面から撮影をします。カメラが

身体の周りをゆっくり回転する心

臓の断層撮影も行います。 

注射の 4時間後から 2 回目の撮影

を行います。 

一回の撮影時間は約 40分です。 

 

 

検査前日の夜に前処置薬（ヨードブロック用薬剤）を内

服して頂きます。処方したお薬は当院より患者さんへ郵

送致します。 

食事制限はありません。 

金属類・アクセサリー類は、外していただきます。 

撮影は両方の腕を挙上して行います。 

腕を上げるのが困難な方、仰向けの姿勢が困難な方、妊

娠の可能性のある方、授乳中の方、閉所恐怖症のある方

は、この検査をご予約された医療機関にあらかじめお申

し出下さい。 

 

核医学 

肺血流シンチ 

 

患者負担３割 

概算：１２，０００円 

（診察料、検査料等含） 

 

肺疾患の診断 

 

CT を施行されている場合は、画

像のご提供をお願いします。 

 

肺の血流状態を調べる検査です。 

ガンマ線という放射線を出す検査

薬剤を検査ベッド上で静脈から注

射し、撮影を行います。 

胸部を多方向から撮影します。ま

た、カメラが身体の周りをゆっく

り回転し、肺の断層撮影を行いま

す。 

注射から撮影終了までの検査時間

は約 40分です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食事制限はありません。 

金属類・アクセサリー類は、外していただきます。 

撮影は両方の腕を挙上して行います。 

腕を上げるのが困難な方、仰向けの姿勢が困難な方、妊

娠の可能性のある方、授乳中の方、閉所恐怖症のある方

は、この検査をご予約された医療機関にあらかじめお申

し出下さい。 
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核医学 

脳血流シンチ 

 

患者負担３割 

概算：２２，０００～ 

２４，０００円 

（診察料、検査料等含） 

 

脳疾患の診断 

 
CT あるいは MRI 画像のご提供を

お願いします。 

 

脳の血流状態を調べる検査です。 

ガンマ線という放射線を出す検査

薬剤を検査ベッド上で静脈から注

射します。 

注射直後よりカメラが頭部の周り

をゆっくり回転し、脳の断層撮影

を行います。 

注射から撮影終了までの検査時間

は約 1時間です。 

 

食事制限はありません。 

金属類・アクセサリー類は、外していただきます。 

仰向けの姿勢が困難な方、妊娠の可能性のある方、授乳

中の方、閉所恐怖症のある方は、この検査をご予約され

た医療機関にあらかじめお申し出下さい。 

 

核医学  

腎動態シンチ 

 

患者負担３割 

概算：２０，０００円 

（診察料、検査料等含） 

 

腎疾患の診断 

 
CT あるいは MRI を施行されてい

る場合は、画像のご提供をお願

いします。 

 

腎の血流や機能を調べる検査で

す。 

有効腎血漿流量を測定します。 

撮影の 30分前に 300 mLの水を飲

んでいただきます。 

ガンマ線という放射線を出す検査

薬剤を検査ベッド上で静脈から注

射します。注射直後より撮影を行

います。 

診断の必要上、低線量 CT撮影も行

ないます。 

撮影終了後に静脈採血を行いま

す。 

注射から採血までの検査時間は約

1時間です。 

 

 

 

 

 

 

 

食事制限はありません。 

撮影直前に必ず排尿を済ませていただきます。 

金属類・アクセサリー類は、外していただきます。 

仰向けの姿勢が困難な方、妊娠の可能性のある方、授乳

中の方は、この検査をご予約された医療機関にあらかじ

めお申し出下さい。 
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核医学  

腎静態シンチ 

 

患者負担３割 

概算：１２，０００円 

（診察料、検査料等含） 

 

腎疾患の診断 

 
CT あるいは MRI を施行されてい

る場合は、画像のご提供をお願

いします。 

 

腎の形態や機能を調べる検査で

す。 

ガンマ線という放射線を出す検査

薬剤を静脈から注射し、約 2 時間

後から撮影を行います。 

検査ベッド上に横になり、腹部の

前面像、後面像を撮影します。ま

た、カメラが身体の周りをゆっく

り回転し、腎臓の断層撮影を行い

ます。 

撮影時間は約 40分です。 

 

食事制限はありません。 

金属類・アクセサリー類は、外していただきます。 

仰向けの姿勢が困難な方、妊娠の可能性のある方、授乳

中の方は、この検査をご予約された医療機関にあらかじ

めお申し出下さい。 

 

核医学  

ソマトスタチン受容

体シンチ 

 

患者負担３割 

概算：４３，０００円 

（診察料、検査料等含） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神経内分泌腫瘍の診断 

 

CT あるいは MRI を施行されてい

る場合は、画像のご提供をお願

いします。 

 

オクトレオチド酢酸塩を使用中

の場合は、休薬を考慮してくだ

さい。 

（ガイドライン上、長期間型：4-

6 週間、短期間型：1日の休薬が

必要とされています） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神経内分泌腫瘍について調べる検

査です。 

ガンマ線という放射線を出す検査

薬剤を静脈から注射し、約 4 時間

後ならびに翌日の 2 回、撮影を行

います。 

検査ベッド上に横になり、ベッド

が移動しながら全身像を撮影しま

す。また、カメラが身体の周りを

ゆっくり回転する断層撮影を行い

ます。 

診断の必要上、CT撮影も行ないま

す。 

撮影時間は、いずれも約 70 分で

す。 

 

 

 

 

 

 

検査薬剤を静脈投与した日の夜に下剤を服用していただ

きます。下剤は注射日にお渡しします。 

食事制限はありません。 

金属類・アクセサリー類は、外していただきます。 

仰向けの姿勢が困難な方、妊娠の可能性のある方、授乳

中の方、閉所恐怖症のある方は、この検査をご予約され

た医療機関にあらかじめお申し出下さい。 

ペースメーカー、埋め込み型除細動器（ICD）を挿入され

ている方は手帳をご持参の上、お申し出下さい。 
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検 査 名 適応症、依頼時の注意事項 患者さんへの検査の説明 患者さん へ の 注 意 事 項 

 

PET-CT（FDG-PET） 

 

患者負担３割 

概算：３０，０００円 

（診察料、検査料等含） 

 

悪性腫瘍 

（早期胃がんを除き、悪性リン

パ腫を含む） 

 

他の検査、画像診断により病期

診断、転移・再発の診断が確定で

きない患者が対象 

 

詳細は別紙[PET-CT（FDG PET） 

の保険適用について]を参照し

て下さい。 

 

糖尿病疾患がある方は、検査を

お受けできません。 

 

CTあるいは MRI画像のご提供を

お願いします。 

 

悪性腫瘍による病期や転移・再発

を調べる検査です。PETと CTを一

度に撮影し、両方の画像を使って

診断をします。 

 

検査前に血糖値測定を行います。 

 

放射線を出す検査薬剤を静脈から

注射し、1 時間後から撮影を行い

ます。 

 

注射後、撮影までの約 1 時間を専

用の待機室にて安静にしてお待ち

いただきます。撮影時間は約 30分

です。 

 

一回目の撮影終了後に二回目の遅

延像を撮影する場合があります。 

 

 

 

検査前日の運動は避けてください。 

食事は検査開始時間の 5 時間前までに終了して下さい。

それ以降は、飴やガム、水以外の飲み物の摂取もできま

せん。 

撮影直前に必ず排尿を済ませていただきます。 

金属類・アクセサリー類は、外していただきます。 

当日は専用の検査着に着替えていただきます。 

仰向けの姿勢が困難な方、妊娠の可能性のある方、授乳

中の方、閉所恐怖症のある方は、この検査をご予約され

た医療機関にあらかじめお申し出下さい。 

ペースメーカー、埋め込み型除細動器（ICD）を挿入され

ている方は手帳をご持参の上、お申し出下さい。  
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検 査 名 適応症、依頼時の注意事項 患者さんへの検査の説明 患者さん へ の 注 意 事 項 

 

一般脳波検査 

 

患者負担３割 

概算：３，０００円 

（診察料、検査料等含） 

 

 

てんかん、脳腫瘍、頭部外傷、 

頭痛、脳血管障害、薬物中毒、 

内分泌代謝障害、意識障害、精神

疾患など 

 

 

 

依頼医療機関様へのお願い 

・臨床症状と投薬内容を依頼用

紙にご記入下さい。 

・乳幼児など検査の協力が得ら

れず、前処理として睡眠導入

のお薬が必要な患者さんは、

事前にその旨をお知らせ下さ

い。 

 

・脳波とは脳の電気的活動を記録

したものです。 

・検査は頭皮に線のついた皿状の

電極をつけます。頭皮と電極の

間には電極糊をつけますが、痛

みは伴いません。 

・検査はベッドに横になり安静閉

眼状態で行ないます。 

・検査は 1時間程度かかります。 

 

・検査前の生活は、主治医の指示がない限り普通にして

下さい。また、食事は普通にすませて下さい。 

・検査は眠った状態も調べますので、検査前には昼寝な

どをしないようにして下さい。 

・検査前に必ずトイレに行っておいて下さい。 

・検査時に頭皮をアルコール綿で拭きますので、かぶれ

やすい方は事前におっしゃってください。 

・検査終了後、頭皮についた電極糊を拭き取りますが、

ご自宅に戻られましたら、洗髪をしてください。 

・検査前処置として睡眠導入剤などの薬品を服用するよ

う指示された患者さんは、ご本人様運転での車のご来

院はご遠慮下さい。 

 

 

超音波検査 

 

患者負担３割 

概算：３，０００円 

（診察料、検査料等含） 

 

肝臓・胆道・膵臓・脾臓・消化

管・腎臓・副腎・前立腺・膀

胱・子宮・卵巣・甲状腺・乳腺

等の疾患他     

 

超音波により腹部臓器や血管の断

層写真を撮ります。痛みや生体に

対する影響などはまったくありま

せん。 

 

・肝臓・胆道・膵臓・消化管の検査では、検査当日は、

朝食を摂らないで下さい。また、コーヒーや牛乳など

も飲まないで下さい。但し、薬を服用する際の水や、

白湯は大丈夫です。（薬は飲んでもかまいません。） 

・前立腺,膀胱、子宮、卵巣の検査では、膀胱に尿をため

ておいて下さい。 

・甲状腺の検査は、首の出しやすい服装でお越し下さい。 

・乳腺の検査では、特に注意事項はありません。 

 

血管超音波検査 

 

患者負担３割 

概算：１５，０００円 

（診察料、検査料等含） 

 

動脈硬化（頚動脈）・腹部動脈瘤・ 

閉塞性動脈硬化症・静脈瘤・  

深部静脈血栓症・透析シャント・

腎血管性高血圧症・移植臓器の血

流評価・他 

 

 

超音波により、動脈や静脈の血流

を見ます。痛みや生体に対する影

響などは全くありません。 

 

 

・検査に際し、特に注意事項はありません。 

・検査部位によって、着衣を脱いでいただく場合があり

ますので、脱ぎ着しやすい服装でお越し下さい。 
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神経・筋機能検査 

・運動神経伝導検査 

・知覚神経伝導検査 

・反復刺激 

・瞬目反射 

・Ｈ反射 

・Ｆ波 

・表面筋電図  

・感覚電流知覚閾値検

査患者負担３割 

概算： 

３，０００～６，０００円 

(診察料、検査料等含） 

 

・末梢神経障害 

・神経筋接合部の障害 

・不随意運動 

・その他 

 

 

・筋電図検査では、神経や神経と

筋肉の接合部の状態を調べま

す。 

・電気で神経を刺激しますので多

少不快感を伴いますが、ご了承

下さい。 

・検査内容は症状により異なりま

すが、検査時間はおよそ１時間

です。 

 

・腕や足を出しやすい服装でお越し下さい。検査部位に

よっては服を脱いでいただくこともあります。 

・検査前にあらかじめお手洗いを済ませておいて下さい 

・アルコールによるアレルギーのある方は、事前に申し

出てください。 

・特に禁忌ではありませんが、心臓ペースメーカーを付

けている方は申し出て下さい。 

 

換気機能一般 

（ＶＣ，ＦＶＣ，ＦＲＣ，

呼吸抵抗） 

 

患者負担３割 

概算：３，０００円 

（診察料、検査料等含） 

 

 

ＣＯＰＤ、気管支喘息、間質性肺

炎、肺線維症、呼吸不全、低酸素

血症、肺腫瘍 

 

肺（呼吸）の機能をみる検査です。 

・口でできるだけ大きく吸ったり

吐いたりして肺のふくらみやす

さや、気道（空気の通り道）の

状態をみる検査です。 

 

 

 

喘息の発作時や咳がかなりでる場合は、検査を延期した

ほうがよいでしょう。延期をされる場合は、ご連絡をお

願いいたします。 

 

精密呼吸機能 
（換気機能＋ＣＶ,ＤＬｃ

ｏ） 

 

患者負担３割 

概算：３，０００円 

（診察料,検査料等含） 

 

ＣＯＰＤ、間質性肺炎、肺線維症、

化学療法の経過観察、低酸素血

症、肺腫瘍 

 

 

 

  

 

肺（呼吸）の機能をみる検査です。 

・口でできるだけ大きく吸ったり

吐いたり、また、勢いよく吐い

たりして肺のふくらみやすさ

や、気道（空気の通り道）の状

態をみる検査です。 

・ より詳しい検査として、空気

中の酸素がスムーズに体内

に、取り込まれているかなど

の検査もします。 

 

検査の２４時間前より禁煙です。 
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簡易睡眠時呼吸モニタ 

 

患者負担３割 

概算：１１，０００円 

（診察料、検査料等含） 

 

睡眠時無呼吸症候群、夜間低酸素 

血症、不眠症、いびき、日中の眠

気、起床時の頭痛 

 

睡眠中の呼吸状態を携帯型呼吸モ 

ニタで記録します。 

自宅に機器を持ち帰り就寝前に機

器をご自分で装着していただきま

す。 

 

機器の貸し出し（使用方法の説明）と返却（午前９時）

の為、２日間連続して来院していただきます。 

※ 返却日が休診日の場合は、休み明け（午前９時）に 

返却をお願いします 

 

 

ホルター心電図 

 

患者負担３割 

概算：５，０００円 

（診察料、検査料等含） 

 

 

不整脈の定性・定量的診断、虚血

性心疾患、自覚症状（動悸）など 

の有無、失神発作の評価、薬効評

価、人工ペースメーカーの機能評

価、経過観察、その他 

 

携帯型心電計を用いて１日（２４

時間）の日常生活下の心電図を記

録し解析します。機器装着に１５

分、取り外しに５分を要します。 

 

携帯型心電計を２４時間身につけていただきます。機器装

着後、入浴はできませんが、その他については、いつもと同

じ生活行動をされて結構です。検査当日は、胸に電極を貼る

ためになるべく脱ぎ易い服装でお越しください。患者さん

には機器装着と取外しのため２日間連続して来院していた

だきます。（冬季は、電気毛布、ホットカーペットの使用も

できませんので、ご注意下さい。） 

 

・動脈硬化検査 
（ＡＢＰＩ／ＰＷＶ） 

 

患者負担３割 

概算：１，０００円 

（診察料、検査料等含） 

 

閉塞性動脈硬化症（ASO）、高安動

脈炎、糖尿病、高血圧症、動脈硬

化症、冠動脈疾患、脳動脈疾患、

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

両手両足首の血圧を同時に測定す

る簡単な検査で、検査時間１０分

程度を要します。 

 

厚手の衣服の場合は薄着になっていただく場合がござい

ます。 

 

検査の前は、安静にしてお待ち下さい。 
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精密聴力検査 

･標準純音聴力検査 

･耳小骨筋反射検査 

･Tympanometry 

･語音聴力検査 

･ＳＩＳＩ検査 

･自記オージオメトリ 

 

患者負担３割 

概算：８，０００円 

（診察料、検査料等含） 

 

 

1.外耳疾患 

奇形（小耳症、無耳症）、耳性

帯状疱疹 

2.外耳道疾患 

耳垢栓塞、外耳道閉塞症、外耳

道炎 

3.中耳疾患 

鼓膜損傷、中耳奇形、耳管狭窄

症、滲出性中耳炎、急性中耳炎、

真珠腫性中耳炎、耳硬化症、顔

面神経麻痺 

4.内耳疾患・後迷路性疾患 

外リンパ腫、内耳炎、メニエル病、

特発性両側性感音難聴、老人性

難聴、騒音難聴、特発性難聴、 

突発性難聴、後迷路性難聴 

 

患者さんの両耳に受話器を装着し

て聴こえの程度を調べます。検査

時間は 1 項目で約１０～１５分で

す。精密聴力検査は、約１時間か

かります。聴力検査は患者さんの

意識レベルや注意力によって検査

成績が左右されます。患者さんの

ご理解とご協力をお願いいたしま

す。 

 

・眼鏡、イヤリング、補聴器、イヤホンの装着は検査に

支障をきたしますので取り外していただきます。 

・中耳炎の治療などで耳にガーゼが入っている場合は、

検査担当者におっしゃってください。 

・検査中でも気分がすぐれないなど、検査を中断してほ

しい場合は遠慮なく担当者におっしゃってください。 

・検査前 30分程度はヘッドホンステレオなどの音響 

機器のご使用はお控えください。 

 

心臓超音波検査 

 

患者負担３割 

概算：５，０００円 

(診察料、検査料等含) 

 

 

心臓病全般(虚血性心疾患、弁

膜症、心筋症、先天性心疾患、

心膜心炎など)の診断、重症度

判定、経過観察などや心雑音、

胸痛、動悸、失神などにおける

心臓のスクリーニング検査と

して、また肺疾患、腎臓疾患、

膠原病などに伴う心臓合併症

のスクリーニング検査。 

 

超音波を使用し、心臓の形、大き

さ、動き、心臓内の血液の流れか

ら心臓の形態や機能を観察しま

す。 

通常は無痛ですが、胸に機械を当

てますので、押されるように感じ

るときがあります。 

 

特に注意事項はありません。 

 


