胃部X線 (パ リウム)検 査を受けられる方ヘ
〜裏面も検査前に必ずお読みになり、
「胃検診受診票」
の太枠部分のご記入を黒ベンでお願いします〜
及び、
別紙「胃部X線 (バ リウム)検 査前の確認票」

I.胃 パ リウム検査 について
ノ
＼
バ リウムを排泄する必要があるため、
と多めの水 刀を服用 して頂きます。
下斉」
検査後は、
胃バ リウム検査は、
食道・胃・十二指腸の病気の発見 と診断のために行います。
＼は大腸で8及 収されやすくなり、普段便通が良 い方でも、空腹でバリウムを飲むのでバリウムが出づ らくなる事があります。バリウムが出ないBき は、
まれ
バリウムの水 ノ
刀
と一緒にお渡
に腸閉塞や大腸の穿子し、
検査後は下斉」
その結果として腹膜炎などの重篤な症状を引き起こし手術や人 工 肛問が必要となる事があります。そのため、
ノ
＼
「胃部 X線 (バ リウム)検 査終了後の下斉」
しする
と水 刀摂取 の湛意事項」をお読みになり、
水分摂取を心 がけ、すみやかにバリウムを排泄するようにして下さい。
*検 査当日はアルコール類を控えて下さい。アルコールの利尿作用 により、バリウムが出づらくなる事があります。
*検 査後に、腹痛や気分が悪 い等 の症状や、検査後 1日 を経過 しても白つぽい便が出ない等の症状がある方は、夜間や休 日でもすみやかに救急病院を受診して下さい。
診察医には、胃のバリウム検査 後 であることを伝えて下さい。
*検 査後数日はバリウムが胃や腸の粘 膜 に残りやすいので、便秘 にならないよう気を付けて下さい。
をもらう際にお申 し出下さい。専用の下剤を用意 しています。
☆授乳中の方 は下斉」

Ⅱ.胃 パ リウム検査前の注意事項
く検査前日>
*午 後 9時 以降から検査が終わ るまで、食 べ物 (ガ ム・飴等を含む)。 水以外の飲み物等は一切 とらないで下 さい。(水 は、検査 の 2時 間前 までは飲水可能です。)
*食 事は消化の良 いものを食 べ、アル コール類 は控えて下 さい。
く検査当日>
*脱 水ラ防 のため検査 2時 間前 までにコ ップ 4杯 程度の水 をお飲み下 さい。
*起 床後から、検査 が終了するまではタバ コを控えて下 さい。
*検 査当 日に摂取 した場合、胃バ リウム検査が受けられないもの:食 べ物 (ガ ム・鈷等を含む)、 水以外 の飲み物 (お 茶、炭酸水、コー ヒーな ど味のある欲み物)
*お 薬 について
①糖尿病の薬(イ ンスリン注射の使用も含む)、 胃薬は服用(使 用)し ないで下さい。
※どう しても朝、
服用 (使 用 )し なければな らない病状 にある方 は、主治医のもとでの胃検診をお勧め します。
。
②てんかん けいれん止めの薬を朝服用している若 は、
発作予防のため検査2時 間前までにコップ4杯 程度の水で必ず服用して下さtヽ 。
の
主治医から
朝服用するよう指示された薬で、
高血圧
心臓の薬。
③
薬。
精神安定の薬・喘息の薬(吸 入薬も含む)は 、
検査2時 間前までにコップ4杯 程度の水で服用
して下さい。※その他 の薬は検査終了後 に服用 して下 さい。
(さ いブ リッジ)な ど外れやすい物は安全のため外 して下さい。
*入 れ歯 」
*金 具、ボタン等の金属、プラスチ ック類が付いている衣類や装飾類は診断の夕
方げになるため、
事前に外 して下さい。
(ノ

Ⅲ.胃 ′ゞリウム検査を重診できない方

〜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ベンでご記入下さい〜

※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 tよ 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 。
16.こ れ までに食 道・胃・十二 指腸・ノ
」
大腸 等 の 消化管 の手術 (開 腹・腹腔

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」激で胃液分泌が起こる)
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 血糧
の可能性 )

6.今 朝、胃薬 (胃 粘膜 保護 の薬 )を 内服 してきた方 (胃 の粘 膜 にバ リウムが
付着 しにくい)
｀
7.主 治医ダ〕
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。

鏡下手術 )等 を受けた、また Iよ 何 らかの治療を受 けた事がある方 (人 工 肛
門造設も含屯ヽ
)

17.膵 臓・月干臓・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
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、潰瘍 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

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 (検 査台の耐荷重制限あり)

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、
い臓疾患を診 断された方 は、主治医の許可があれば検査可 )
検 査にてノ

40.人 工透析をしている方や髯のラ定のある方、または腎臓病や心臓病 等 に
より、医師ア ら水分制限を指示されている方
)｀

44。

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

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
でた、
バ リウム検査後の便が出づ らかつた事がある方
気分不良になつた、

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

42.ゥに 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

25。

脳圧克進等で過去にシャン ト術を受けた、またはシャン ト中の方

43.バ リウムの誤欲経験がある、またlよ 飲食時によくむせる事がある方

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、下剤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。
主治医と相談して下さい。
(★ 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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