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①高性能機器による検査と治療

②専門医、専門技師による検査と治療

③読影専門医が緊急所見の迅速な診療を提案

④「医療被ばく低減施設」での安心・安全な検査

⑤CT、MRI検査が24時間365日インターネット
による予約可能 ※カルナシステム（C@RNA）ご利用のご施設のみ
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たまほく 放射線科5つの強み



当院では放射線機器の共同利用を実施しています。各種検査を必要とする場合に、

① 検査日時の電話予約をしていただいたのち

② 貴院で診療情報提供書を作成して

③ 患者さんに当院へお越しいただいて検査を行い

④ その検査結果を貴院へ郵送するシステムです。

※患者さんへの結果説明は貴院で行っていただきます。

①電話予約 ②診療情報提供書の作成

③検査の実施 ④検査結果の郵送

まずは電話にて検査の予約をお願いします。
下記の代表番号に電話して予約日時を決めてくださ
い。なお、CTとMRIは当日検査が可能な場合もあり
ます。お急ぎの場合にご用命ください。
なお、書類の確認や問診など検査の準備に30分程
度かかりますので、検査予約時間の30分前には病
院に着くよう患者さんにご案内ください。
代表 042-396-3811

診療情報提供書を作成してください。
検査前日までに診療情報提供書をFAX願います。
地域連携室専用Fax 042-391-8005
放射線科専用Fax 042-391-8816

検査後の画像データは読影レポートを添えて原則検
査終了後にCD-Rでご紹介元に郵送します。

検査当日は診療情報提供書、保険証、医療券など
をご持参になって、初診受付へお越しください。その後
は担当者がご案内いたします。検査により食事制限
などがございます。検査の注意事項（9ページ）を参
考に患者さんにご案内ください。

高額医療機器の共同利用とは
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共同利用で行える主な検査

装置仕様 主な検査

シーメンスヘルスケア(SIEMENS Healthcare)
CT SOMATOM Definition Flash
128列・2管球

・造影CT検査
・肺血流ヨードマップ

高速撮影が可能なので、短い時間で画像収集が可能です。
任意の断面の再構成や3D画像、CTアンギオが作成可能。臨床上有用な画像をご提供できます。

装置仕様 主な検査

シーメンスヘルスケア(SIEMENS Healthcare)

MAGNETOM AERA 1.5T

・頭部撮影 VSRAD

・腹部撮影MRCP

・脊椎（頸椎・胸椎・腰椎）

広範囲な撮影が可能、画質が向上。
骨/軟部組織含めた腫瘍や循環器疾患への取り組みを実施しています。 3



装置仕様 主な検査

シーメンスヘルスケア(SIEMENS Healthcare)

Symbia T2

・脳血流シンチグラフィ
・DATスキャン
・骨シンチグラフィ

CTにおける減弱補正が可能です。
SPECT画像とCT画像との融合画像が得られ、解剖学的位置関係を容易に判断できます。

ホロジックジャパン(HOLOGIC JAPAN)
GDR-Explore

・骨粗しょう症検査
・DEXA(腰椎・大腿骨)

DEXA法は、任意の部位に2種類のエネルギーのX線を照射し、骨による吸収の差
を利用し骨密度を測定します。
再現性が良く、測定値が正確でばらつきが少ないという特徴があります。
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キヤノンメディカルシステムズ
KXO-80

シーメンスヘルスケア(SIEMENS Healthcare)
MAMMOMAT Revelation

・マンモグラフィ
・東村山市乳がん検診
従来の2D撮影に加えてトモシンセシス撮影（3D）が可能となりました。

「安心できる放射線診療」を国民の皆さまへ提供するための事業として、医療被ばく低減施設の認定を公益社
団法人日本診療放射線技師会でおこなっています。
「医療被ばく低減施設」認定とは、患者さまのための医療被ばく低減目標値を定めた「医療被ばくガイドライン」に
基づく、一定の条件を満たした放射線施設に対して、合格基準を満たした施設のことです。その施設に多摩北部
医療センターは、２０１７年９月１日付で、全国で７６番目、都内で８番目に認定されました。
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◆予約について

予約は、検査それぞれの受付に振り分けており、受付クラークが日時をお示しします。
変更も同様ですので、変更の際は、検査予約された受付へご連絡をお願いします。患者さん
から直接お電話を頂いても結構です。なお当方の事情により変更をさせて頂く場合は、当院
から患者さんと先生へ変更日時のご連絡をいたします。当日は、検査予約時間まで十分余
裕をもって来院をお願い致します。

■患者さんへの説明・案内について
・患者さんに診療情報提供書をお渡しのうえ、検査日にお持ちいただくようお伝え願います。
・検査に伴う指示事項・注意事項についても、説明をお願いします。
・過去に撮影されたフィルムがありましたら、添付してください。
（お借りしたフィルム等は速やかにお返しいたします。）

■診療情報提供書の記入について
ご依頼内容と、診断名/目的、希望撮影部位を記載してください。診療報酬請求に関係しま
すので、的確にお願いします。CT及びＭＲＩに関しては造影剤使用の有無（使用の場合
は血清クレアチニン値またはeGFR値）の記載をお願いします。
※検査前日までに診療情報提供書のコピーまたはFAXを送付してください。
≪送信先FAX番号≫ 042-391-8005（地域医療連携室直通FAX）

※カルナシステム予約の場合は、先生方の端末から診療情報提供書・問診票の作成及び
印刷が可能ですのでご活用ください。

代表番号 042-396-3811

単純撮影・骨密度・ＣＴ: 放射線科受付 内線 2236
ＲＩ: 核医学受付 内線 2240

ＭＲＩ: 放射線科Ｂ１受付 内線 2600
治療 : 地域医療連携室 内線 2073

または2169

○初診の方：ご予約３０分前までに診療情報提供書、保険証などを持参の上、
初診受付で、当院診察券の作成など、受診に必要な手続きをして頂きます。その旨
の案内をお願いします。
○再診の方（診察券はあるが、検査は新規）：１５分前までに各検査受付まで
お越しください。

放射線画像検査依頼方法のご案内
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◆ＣＴ
○造影ＣＴ検査

・検査を受けられる方の『同意』が必要です。同意書は当院で準備し、説明の上サインをしていた
だいております。
・原則としてeGFR が40mL/min/1.73 ㎡以上の方に限ります。
▸▸▸造影剤が使用できない方
＊ヨード造影剤の副作用歴（程度は問いません）
＊甲状腺機能亢進症などの重篤な甲状腺疾患
＊気管支喘息の診断治療中
（小児喘息既往など無治療・無症状が５年以上経過時は施行可能）
＊腎機能障害（高度低下） ※透析を受けられている方は施行可能
＊心臓、肝機能障害（重度）、全身状態が極度に悪い方
＊褐色細胞腫またはその疑い、多発性骨髄腫・原発性マクログロブリン血症
＊テタニー（低カルシウム血症）

・造影ＣＴ検査を希望されても、合併症の危険性等により、放射線科担当医師の判断で単純
ＣＴ検査に切り替える場合もあります。
▸▸▸造影剤併用に注意を要する方
＊糖尿病療養中の方で特定の薬（ビグアナイド系薬剤）を服用されている方
＊授乳中

・ビグアナイド系糖尿病薬を服用している患者さんに対しての造影CT検査は以下の対応をお願い
します。
※原則、ヨード造影剤投与４８時間前～投与後４８時間は投与中止

・検査前は禁食(午前中の検査では朝食、午後の検査では昼食)です。

○腹部・骨盤部のＣＴ検査では、造影の有無に係らず検査前禁食(午前中検査では朝食、午
後検査では昼食)です。
○当日の緊急検査は、検査可能な時間の確認が必要なため当院放射線科受付（内線
2236）へご連絡ください。
○除細動器・ペースメーカー植込み患者さんの胸部ＣＴ検査時には、ペースメーカー手帳をご持
参ください。

検査の注意事項
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◆ＭＲＩ

ＭＲＩ検査をご依頼の際は、禁忌である体内デバイス（金属、電子機器等）がないことを確認し、
ご予約ください。（別表参照）
また、検査の部位に関わらず検査着に着替えて行いますので着脱のしやすい服装でお越しください。
○ＭＲＩ対応デバイスに関しては、ＭＲＩ施行歴や問診のみでは適応可否判断が曖昧になりま
すので、材質を証明できる書類（施行日、手術記録、あるいはそれと同様な証明書）をご用意い
ただき、必ず診療情報提供書に添付してください。

○ＭＲＩ検査におけるデバイス（金属、電子機器等）の対応

備考

ペースメーカー・除細動器 ＭＲＩ対応の物でも、現在検査はしておりません

人工内耳

脳動脈瘤クリップ ＭＲ対応クリップは、その証明書と患者同意書が必要

腸管用止血クリップ 特に施行後一か月までは禁忌

磁石固定義眼
磁石で眼窩内に固定されている物
材質がわからない場合は不可

Ｖ－Ｐシャント・Ｌ－Ｐシャント 検査後、弁の調整が必要なものは脳神経外科医の承諾が必要

眉等の顔面の入れ墨 金属顔料によるやけど、退色の可能性あり

入れ墨 やけど、退色の可能性があるため、本人同意が必要

血管内コイル、ステント、フィルタ 術後６週間経過後は可

人工骨頭・人工関節 撮影可だが、熱感を伴う可能性あり

胸骨ワイヤー・心臓人工弁（1990年以降のもの） 撮影可だが、熱感を伴う可能性あり

アイシャドー等の化粧、日焼け止め 金属顔料により発熱の可能性あり

歯科矯正
熱感を伴う場合あり
頭頸部領域は画像評価困難の可能性あり

避妊リング

補聴器 破損の可能性大

入れ歯（磁力利用のインプラントを含む）
ＤＷＩでの画像評価困難の可能性あり
磁石利用の物は吸引力が弱まる可能性があり同意が必要

ニトロダームＴＴＳ
ニコチネルＴＴＳ等の皮ふパッチ剤

アルミの保護膜が発熱

カラー・エッジ強調コンタクトレンズ
（ワンデーアキュビューディファイン）

着色剤の酸化鉄により角膜損傷の可能性あり
コンタクトレンズは外しますのでケースをご持参ください

おき針・シップ・エレキバン等 人体内に埋め込まれている針は禁忌

かつら・ヘアピン・使い捨てカイロ

磁石式バルーンカテーテルの栓 製品名：ＤＩＢキャップ　　　磁力が弱まる可能性あり

増毛スプレー 装置や画像に影響を与える可能性あり

禁忌

原則不可

慎重撮影

取り外して撮影

(注)MRI検査禁忌項目でのご質問、詳細に関しては放射線科MRI 室（内線2610）にお問い合わせ願います。
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○造影ＭＲＩ検査

・検査を受けられる方の「同意」が必要です。同意書は当院で準備し、説明の上同意書にサ
インをしていただいております。

・原則としてeGFR が40mL/min/1.73 ㎡以上の方に限ります。
▸▸▸造影剤が使用できない方
＊過去にＭＲＩ造影剤に対するアレルギーがあった方（程度は問いません）
＊気管支喘息の診断治療中
（小児喘息既往など無治療・無症状が５年以上経過時は施行可能）
＊腎機能障害や透析中
＊妊娠中
・造影ＭＲＩ検査を希望しても、合併症の危険性等により、放射線科担当医師の判断で
単純ＭＲＩ検査に切り替える場合もあります。
・検査前の禁食(午前中の検査では朝食、午後の検査では昼食)が必要です。

○上腹部(ＭＲＣＰ等)のＭＲＩ検査では、造影の有無にかかわらず検査前の禁食(午前
中検査では朝食、午後検査では昼食)が必要です。
○当日の緊急検査は検査可能な時間の確認が必要なため、当院放射線科受付（内線
2600）へご連絡ください。

■検査結果について
・読影レポートは、検査画像と一緒に同封し、原則翌日郵送となります。なお検査画像は、
ＣＤ－Ｒでご紹介元に郵送します。
・画像や結果レポートを当日お持ち帰りになる場合は、作成までの時間を要します。
ご了承ください。
※脳血流ＳＰＥＣＴ等画像処理が必要な一部の検査では、画像や読影レポートの作成
に時間がかかります。早めに結果をお知りになりたい先生は、直接ご連絡、またはお問い合わ
せ下さい。
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各画像検査の診断目的適応を記載しましたので、ご依頼の参考にしてください。

部位 CT MRI RI

頭部 ○ ◎ ○

◎ ○ ×

○ ◎ ×

○ ◎ ◎

× ◎ ◎

◎ ◎ ×

○ ◎ ×

脊椎 × ◎ ×

◎ ◎ ×

脊髄 ○ ◎ ×

頚部 ◎ ◎ ×

△ ○ ○

胸部 ◎ × ×

◎ × ×

◎ ○ ×

○ × ※

血管 ◎ ○ ×

腹部 ◎ ◎ ×

◎ ◎ ○

◎ ○ ×

○ ◎ ◎

骨盤 ○ ◎ ×

◎ ◎ ×

× ◎ ×

骨 ○ ◎ × 関節（靭帯など）の評価はMRIが第一適応

○ ◎ ◎

軟部 ○ ◎ ×

縦隔腫瘍

肺塞栓

血管病変

関節

スクリーニングはMRA（注1）、精査にはCTA(注2）

適応

変性疾患

血管病変（動脈瘤）

婦人科病変の評価はMRIが第一適応

膀胱癌の進展評価はMRIが第一適応

局所の精査はMRI

骨転移全身評価はRI、腫瘍、骨髄の精査はMRI

軟部腫瘍の進展範囲、質的診断はMRI

CT・MRＡ、精査はCTA（注2）

腫瘍はCT・MRI、胆嚢・膵管の評価はMRCP（注3）

腫瘍はCT・MRI、結石はCT、腎機能はRI

急性腹症はCT

腺腫の診断はMRI、内分泌機能の評価はRI

腫瘍・炎症

外傷

進展範囲、脱髄評価はMRI

パーキンソン病の鑑別にはDATｽｷｬﾝ

急性期、骨折の診断はCT、亜急性期はMRI

急性期はMRI、脳血流の評価はRI

急性期はCT、亜急性期以降の原因検索はMRI

病変部位・診断目的

脳梗塞

脳出血・くも膜下出血

間質性肺炎

肺癌・肺炎

脊椎、脊髄領域はMRIが第一適応

腫瘍のリンパ節転移の検索はCT、局所精査はMRI

形態評価はCT・MRI、機能や部位診断はRI

外傷・骨折

椎間板ヘルニア

腫瘍・炎症

腫瘍・炎症・変性

甲状腺・副甲状腺

認知症 MRI（VSRAD）、脳血流シンチグラフィ

注1：造影剤を使用しないで血管を描出　　注3：MRIを用いた造影剤を使用しない胆道撮影

注2：造影剤を用いてCT撮影し、血管病変を描出

肺野病変の診断はCTが第一適応

スクリーニングはCT、精査はMRI

※肺血流シンチの検査薬は現在製造されていません。

骨腫瘍

軟部組織

腎臓

腸管・腸間膜

副腎

子宮・卵巣

膀胱

前立腺

肝臓・胆嚢・膵臓

検査の部位別適応比較
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CT・MRI検査の
インターネット予約が可能です

【システム概要】
・土日も含め、24時間365日いつでも予約可能です。
・登録料や利用料はかかりません。
・患者さんの個人情報・診察情報はすべて暗号化
（SSL暗号化通信）されています。
・富士フィルムメディカル（株）のC@RNA（カルナ）を利用します。

多摩北部医療センター医療機関様

【ご利用の際、必要な機器】
・インターネットに接続したパソコン
・プリンター（検査説明書、診療情報提供書などを印刷）

◆電話による予約
・診察中の電話の手間
・病院受付時間外の予約不可
・口頭による伝達ミス ・・・など

◆インターネットによる予約
・診察中に簡単予約入力
・24時間365日受付
・正確な予約情報の伝達
・検査説明書の印刷 ・・・など
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・ご利用に際しては、あらかじめご登録をお願いいたします。

申込書を送付いたしますので、地域連携室までご連絡ください。

・「C@RNA Connect新規申込書」に必要事項をご記載の上、

郵送してください。

・申込書をお預かり後、

富士フィルムメディカル株式会社へ情報を登録いたします。

・登録完了後、利用案内を送付いたします。

・申込みからサービスが利用できるまで1週間程度かかります。

●送付・問い合わせ先

地方独立行政法人 東京都立病院機構

東京都立多摩北部医療センター 患者・地域サポートセンター

電話番号：042-396-3811（代表）内線2073・2169

①

②

③

12

多摩北部医療センター

地域連携係



乳腺が重なり
病変部が不明瞭

最新機能「トモシンセシス撮影」
ができるようになりました！

ドイツ・シーメンス社製
MAMMOMAT Revelation

乳房の断層撮影により
乳腺が重ならず病変部
が明瞭

病変部3Dの
マンモ

従来の
マンモ

１回の圧迫で従来の2D撮影に加えてトモ
シンセシス撮影（3D）が可能となりました。
トモシンセシス撮影は、 X線管だけを大きく
動かしながら撮影を行い、スライス画像を再
構成することで深さ方向の分解能に優れ、
組織に隠れて見えなかった関心領域を明
瞭に描出します

マンモグラフィ装置のご紹介
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◆2重Ｘ線吸収法（DXA法）とは
当院では、2重Ｘ線吸収法（DXA法）を用いて測定します。
DXA法は、2種類の異なるX線を骨にあてて、骨とほかの組織におけ
るX線の吸収率の差から骨密度を測定する方法です。
正確に骨密度を測定できる方法として骨粗鬆症の標準的な診断
方法となっています。

骨塩定量検査の結果および解説レポート

◆測定結果
骨密度の測定値、若い人や同年齢と比較した値が表示されます。
経時的に骨密度の結果をグラフ化し、経過観察することができます。

◆測定部位
「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」で推奨されている腰椎と大腿
骨近位部の両者を測定します。

◆検査の流れ
１）測定部位に金具・湿布等がある場合は外してもらいます。
２）検査台に仰向けに寝ていただきます。
３）測定時間は約15分程度です。

骨塩定量検査のご紹介
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◆放射線治療
・高精度放射線治療
※強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）/ 画像誘導放射線治療 (ＩＧＲＴ）
※定位放射線治療（ＳＲＴ、SBRT：主に脳転移、髄膜腫、肺転移など）

・リニアックによる外照射（主に前立腺癌、術後乳癌、リンパ腫、子宮頚癌、口腔癌、骨、他
肝胆膵、食道、膀胱、リンパ節、直腸、脳、肺など）

・密封小線源治療
※前立腺がん永久挿入密封小線源治療（ヨウ素１２５シード線源）

・非密封放射線内用療法
※リンパ腫における放射免疫療法（イットリウム９０：ゼヴァリン®）
※骨転移のある去勢抵抗性前立腺癌（塩化ラジウム２２３：ゾーフィゴ®）

・当院は2名の放射線治療専門医を中心に、放射線治療専門放射線技師、放射線治療
専任看護師、各診療科医師が協力し、がん治療に取り組んでいます。高齢者や合併症を有す
る方にも適応できるなどの利点を生かして、高エネルギーＸ線による腫瘍の放射線治療や癌性
疼痛の緩和照射を行なっています。令和３年度は外照射放射線治療新患数１６９例（その
うち強度変調放射線治療 (ＩＭＲＴ)７８例）、前立腺癌小線源治療５例などを行いました。
また、核医学治療・内用療法として、ゼヴァリン®やゾーフィゴ®を実施できる環境も整っています。

当院における放射線治療
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働きながら通院治療を希望される患者さんも増えてきており、通院しやすい環境作りとして、現在の照
射方法より短期間に終了する照射方法（寡分割照射）の運用を開始致しました。寡分割照射は一
回当たりの線量を増加し、治療期間の短縮を行う照射方法になります。対象は、乳癌・ﾆ前立腺癌で、
照射期間はそれぞれ5-6週→3-4週、8週→5.5週と短縮が可能になります。臨床試験成績については
従来の照射方法と比較し、乳癌では、10年局所再発率、全生存率、整容性に差はなく、前立腺癌で
は、5年無病生存率、晩期毒性に差はなく、超寡分割群で泌尿器毒性がわずかに増加との結果が出て
います。働きながら照射を行う患者様の選択肢の１つとしてご検討していただければ幸いです。適応等あ
りますので、不明な点やご相談がありましたら放射線科までご連絡ください。

北多摩医療圏の一施設として

良質な医療の提供に向けてスタッフ一同学会・勉強会に参加し、知識と技術の向上に努めております。
高精度放射線治療の質の向上を目的とした治療計画トライアルにも参加し、施設をまたいで治療計画
技術の向上を目指しています。前立腺のIMRT照射の治療計画では、令和2年、全国14位(治療計画
装置：Ray Station部門3位)の成績を収めました。より良い放射線治療の提供に向けてスタッフ一丸と
なり、取り組みを行っております。高精度放射線治療を行う際は、是非当院での治療をご検討ください。
北多摩地域の癌治療の一助となるよう、地域医療のお役に立てるように努めて参ります。

寡分割照射のご紹介

働きながらの通院治療



西武池袋線 清瀬駅南口から 久米川駅行きバス「青葉町一丁目」下車 徒歩約2分

西武新宿線 久米川駅北口から 清瀬駅南口行きバス、新秋津駅行きバス又は
所沢駅東口行きバス 「青葉町一丁目」下車 徒歩約2分

JR武蔵野線 新秋津駅から 久米川駅行きバス（約10分）「青葉町一丁目」下車
徒歩約2分
又はグリーンバス（約15分）東村山駅東口行き「多摩北部
医療センター」下車 正面玄関到着

西武新宿線 東村山駅東口から グリーンバス（約15分）新秋津駅行き又は多摩北部医療セ
ンター行き「多摩北部医療センター」下車 正面玄関到着

西武池袋線 東久留米駅から 車で１５分

西武新宿線花小金井駅北口から 清瀬駅南口行「下里六丁目」下車 徒歩３分

当院までのアクセス
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多摩北部医療センター 放射線科

〒189-8511 東京都東村山市青葉町一丁目7番地1

代表電話 042-396-3811
予約電話 042-396-3511

ホームページ https://www.tmhp.jp/tamahoku/

https://www.tmhp.jp/tamahoku/

