
MRI 검사예약문진표 MRI 検査予約問診票    
    년年    월月    일日  

후리가나フリガナ    성별 
性別 

남 녀 
男 女 

연령 
年齢 

 
세歳

신장 
身長 

 
㎝

체중 
体重 

 
㎏

환자이름患者氏名   

검사목적検査目的    

검사내용検査内容 □단순검사単純検査  □조영검사造影検査（조영특이사항에 반드시 체크해주십시오 造影特記事項に必ずチェッ

クをお願いします） 

촬영부분 
撮影部位 

□뇌脳   □두부頚部  □흉부胸部  □복부腹部(MRCP)    □골반강骨盤腔   □안와眼窩   □경추頚椎     

□흉추胸椎    □요추腰椎    □유방乳房      □그 외その他（                   ） 

영상출력 
画像出力 

□불요不要   □요要 →필요한 경우 선택 要の場合選択：□CD 출력 또는 ＣＤ出力又は □필름출력フィルム出力 

체내체크항목 
体内チェック事項 

１） 심장 페이스 메이커 心臓ペースメーカー     ：□유有  □무無  

２） 인슐린 피하지속주입기 インシュリン皮下持続注入器  ：□유有  □무無 (I 형 당뇨병 I 型糖尿病)  

３） 심장 인공변 心臓人工弁         ：□유有  □무無  

４） 뇌동맥류 클립 脳動脈瘤クリップ      ：□유有  □무無  

５） 인공 관절人工関節          ：□유有  □무無  

６） 그 외의 체내 금속その他の体内金属      ：   

７） 수술 이력 今までに受けた手術     ：  

８） 폐쇄공포증 閉所恐怖症         ：□유有  □무無   

９） 임신 또는 임신 가능성 妊娠またはその可能性    ：□유有  □무無 

결과 수령 
結果渡し 

※우편 발송 불가 
当院より郵送はしてお

りません 

□당일 본인수령 (※소요시간약 1~3 시간) 当日本人手渡し（※所要時間１～３時間程） 

□당일 이후 본인 방문 後日、本人来院    

□당일 이후 소개처 스태프 방문 後日、紹介元スタッフ来院 

복부 MRI 의 

주의사항  
腹部ＭＲＩの注意事項 

복부 MRI 를 희망하는 경우, 촬영 직전의 식사는 자제해주십시오. 특히 췌장・담관을 검사하는 

MRCP 의 경우에는, 촬영 전날 22 시 이후에는 금식해주십시오. (혈압약 등은 소량의 물로 복용 가능) 
腹部ＭＲＩを希望の場合は、直前の食事は控えていただきます。 特に、膵・胆管の検査ＭＲＣＰでは、前日２２時以降絶飲食になります。 (血圧
の薬等は、少量の水で服用可）  

造影特記事項 
조영특이사항  

(下記の注意点について

もご一読いただき、全

ての項目にチェック確

認をしてください) 

１） 조영 이력 造影の既往     ：□유有 □무無  

２） 알레르기 이력 アレルギーの既往  ：□유有 □무無  

３） 조영제 알레르기 造影剤アレルギー  ：□유有 □무無  

４） 천식 이력 ぜんそくの既往   ：□유有[조영촬영 불가, 단순 CT 만 실행] □무無  [有の場合、単純 CTのみ施行可]  

５） 심질환 이력 心疾患既往     ：□유有 □무無  
６） □ : 3 개월 이내 (가능한 경우 수일 이내)의 크레아티닌 검사 데이터 3 カ月以内（できれば数日以内）のクレアチ

ニンの検査データ 수치値：      （검사일検査日   월月   일日） ・ □현재 검사중現在検査中 

７） □：환자에게 조영제 사용함을 설명 함 患者へ造影剤を使用することを説明済  

【조영검사의 주의점造影検査の注意点】  
３）４）→본원 방사선과 외래에서는, 조영제 알레르기, 또는 천식의 이력이 있는 분의 조영 촬영을 실시하고 있지 않기 때문에, 이 경우에는 단순 

MRI 만 실시 가능합니다. 当院放射線科外来では、造影剤アレルギー又はぜんそくの既往がある方への造影検査は施行していないため、これらがある

場合は単純ＣＴのみとなります。  
6）7）→콩팥 기능이 저하되어 있을 경우 촬영 할 수 없기 때문에, 3 개월 이내 (가능하면 수일 이내)의 크레아티닌 검사 데이터가 필요합니다. 

eGFR（추정 사구체 여과율推定糸球体濾過値）이 50 이하의 경우에는 촬영이 불가하며, 단순 MRI 만 가능합니다. 腎機能が低下していると造影できないた

め、3 カ月以内（できれば数日以内）のクレアチニンの検査データが必要になります。eGFR が 50以下の場合は造影せず、単純ＣＴとなります。  
이미 투석액을 주입한 경우에는 본원에서의 촬영 하실 수 없습니다. 既に透析を導入されている方は当院では造影禁忌としております。 
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