Ⅲ.胃パリウム検査を受診 てい
きない方

〜 裏面も検査前に必ずお読みになり、
下記に該当する項目がない場合は別紙の太枠部分を黒ペンでご記入下さい〜

(※ 安全確保 のため、
下記 の項 目に該当する方は胃パ リウム検査を受け られません。平め ご確認下 さい。
)

4.今 朝、飲食 した方 (食 物が胃に残 り検 査不可 )
2.本 日、発熱 (37.5℃ 以上 )が ある、または体調 が悪 い方 (ひ どい咳・腹痛・

45,2〜 3ヶ 月以内に便 に血 (鮮 血・黒色等 )が 混ざる事があ つた方
(腸 ・大腸 等 の 消化管 の 手術 (開 腹・腹腔
46.こ れ までに食 道・胃・十二 指腸・ノ
」

下痢・腰痛・頭痛・関節痛、喘患発作症状、めまい等 )

3.検 査前の血圧が高い方 (血 圧 160/100mmHg以 上)
4.今 朝、タバ コを吸つた方 (タ バコの束」漱 で胃減 ノ
刀
渤 が起こる)
5。

今朝、糖尿病 の薬を飲 んだ り、インスリン注射 を使用 してきた方 (低 血糖
の可能性 )

6.今 朝、胃薬 (胃 粘膜保護 の薬 )を 内服 してきた方 (冑 の粘 膜 にバ リウムが
付着 しにくい)
｀
7.主 治医ア
〕
ら、毎朝てんかんやけいれん止めの薬を内服 するよう指示 され
ているが、
今朝欲んで来なか つた方 (検 査中に発作が起こる恐れ)
8。

現在、妊娠中またはその可能性がある方 (胎 児 への放射線障害 の影響 )

9.体 重 130kg以 上ある方 父査台の耐荷重制限あり)
(大

40。

人工透析をしている方やその予定のある方、または腎臓病や心臓病 等 に
より、医師から水分制限を指示されている方

44.こ れまでに、バ リウム検 査で アレルギー症状 (か ゆみ・ショック症 状等 )が
バ リウム検 査後の便 が出づらかつた事がある方
でた、気分不良になつた、
*バ リウム検 査を初 めて受 ける場合 、これ までに造影剤 や金属でアレル
ギー症状が出た事がある方

42.ラ(立 てなア つたり、検査台上で横 にな り6回 転する事ができな い方
)｀

せる事がある方
43.バ リウムの誤欲経験がある、または飲食 Bき によくもヽ

鏡下手術 )等 を受 けた、または何 らかの治療 を受 けた事がある方 (人 工 肛
問造設も含む)
工臓・胆 の う等、腹部 の手術を行 い、その際、胃や腸 も切 除 した事が
4ワ .膵 臓・
月
ある方
48.小 腸・大腸 憩室 炎 (憩 室 がある)、 腸 閉塞 (イ レウス)、 腸捻 転 、漫瘍 性大腸
炎、ク ローン病、小腸・大腸がん等、
腸 の病気を指摘された事がある方

49.☆ 胃 。
大腸 ポ リープ切 除後 3ヶ 月以内の方、または切 除 して3ヶ 月経過後も
定期受診を勧められている方 (主 治医の許可があれば検査可 )
20。

☆ 6ヶ 月以内 に何 らかの手術 を受けた方 (6ヶ 月経 過 していても、術後初 め
て受診する場合 は主治医の許可を得 ることが望ましい)

24.☆ 3ヶ 月以 内 に狭心症 や心筋梗塞 等 の心臓 疾 患 を発症 した方 (症 状 は無
く、
検 査にて心臓疾患を診断された方 ￨よ 、主治医の許可があれば検査可 )

22.☆ 1年 以内に脳梗塞や脳 出血、くも膜下出血を発症 した方 (症 状 は無 く、検
査 にて脳梗塞・脳 出血 。
くも膜下出血を診 断された方 は主治医の許可があ
れば検査可 )
23.☆ 腹部・胸部・脳等 に動脈瘤 がある方 (主 治医 の許可があれば検査可 )

24.呼 吸器疾患 で酸素療法中の方
25.脳 圧克進等で過去 にシャン ト術を受けた、またIよ シャン ト中の方
26.間 診 時または検査室で検 査困難 と判 断された方

44.普 段 、排便 が困難な方や、高度の便秘 の方 (バ リウム停留 による腸 閉塞・
消化管穿子しの危険性 )
イ)3ヶ 月以内に急 に便秘 がちになつた方
□)便 秘 とともに腹痛 がある方
ハ)3日 以上便が出ず、
下斉」
を飲んでも便 が出づらい方
二)検 査当日を含め便秘 4日 目の方

※10〜 25に 該当する方は胃内視鏡 (胃 カメラ)検 査をお勧めします。
主治医と梱談して下さい。
(☆ 19〜 231こ 該当する方でパリウム検査を希望される方は、
)
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