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検査のお申込み・お問い合わせは

TEL 054-253-7003 
FAX 054-252-0358
※お申込み方法については５ページをご覧ください。



ごあいさつ

平素より、大変多くの患者様を当院へご紹介いただき、誠にありがとうございます。
この度、皆様方のご協力により、当院にＰＥＴ/ＣＴが導入されました。
最新の機械であり、良好な画質、また病変に対する非常に高い感度を得ることが可能となっ

ております。共同利用いただくことで、静岡市全体の癌診療に寄与するより大きな力となりま
すので、適応症例につきまして、積極的なご利用をお願い申し上げます。

平成29年５月

放射線画像診断センター長 安部 能崇

日頃より、静岡市立静岡病院の運営に多大なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
当院は平成19年１月31日に静岡県静岡２次医療圏における地域がん診療連携拠点病院とし

て指定を受けてから、10年にわたり、圏域内で質の高いがん医療を提供することができるよう
診療体制、研修体制、情報提供体制の各分野にわたって整備・強化に取り組んでまいりました。

また、平成28年４月には、地方独立行政法人に移行し、これまでにもまして迅速で機動性の
ある病院運営をめざしています。

このたび、地域がん診療連携拠点病院としてぜひとも整備すべきという考えのもとに、平成
26年度から計画を進めてまいりましたＰＥＴ／ＣＴ装置について、今春、GE社 Discovery IQx
の導入・設置を完了し、本年４月17日より順調に稼動させることができました。

ＰＥＴに用いる放射性薬剤ＦＤＧ注の供給については、静岡県静岡２次医療圏内でははじめ
てのデリバリー方式により、日本メジフィジックス株式会社神奈川ラボから、神奈川（小田
原）ルートで１日３回配送を受ける体制を整え、さらにバックアップとして必要時には日本メ
ジフィジックス株式会社愛知ラボからの配送供給を受けることも可能な万全の体制をとってお
ります。

地域医療のあり方として、医療機関相互の連携と協力がますます重要になる中、当院のＰＥ
Ｔ/ＣＴ装置についても、広く近隣の医療施設、専門家のみなさまにご利用いただけることを
念願しております。

今後もみなさまのご期待ご要望に沿うよう努力してまいりますので、どうぞよろしくお願い
申し上げます。

平成29年５月

地方独立行政法人静岡市立静岡病院
理事長・病院長 宮下 正

基 本 理 念

開かれた病院として 市民に温かく 質の高い医療を提供し 福祉の増進を図ります

基 本 方 針

１. 患者さんを主体とし、患者さんにとって最善の全人的医療を実践します。
２. 静岡市の基幹病院として、高度専門医療を提供し、その向上を常に図ります。
３. 市民の安全を守るため、二次救急医療、救命救急医療、災害時医療を提供します。
４. 地域医療の充実のため、病診連携、病病連携、保健福祉機関との連携を図ります。
５. 職員は、研修、研究、教育を通じて医療水準の向上を図ります。



読影医・認定医のご紹介
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Ｐ Ｅ Ｔ / Ｃ Ｔ 検 査 室 の ご 紹 介

Shizuoka City Shizuoka Hospital
Positron Emission Tomography / Computed Tomography

受付窓口 待合室

PET処置室（注射室） 待機室（安静室・更衣室）

PET/CT検査室 操作室

写真撮影
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ＰＥＴ/ＣＴ検査とは

ＰＥＴとは、Positron Emission Tomography（陽電子放出断層撮影）の略です。
従来のＣＴやＭＲＩなどの体の構造を診る検査とは異なり、細胞の活動状況を画像で診ることが

でき、がんなどの病気の診断に有効です。
ＰＥＴ／ＣＴ検査は、１台の撮影装置に、ＰＥＴ画像を撮影するＰＥＴ装置とＣＴ画像を撮影す

るＣＴ装置が収まっており、ＰＥＴの画像と同時にＣＴも撮影します。撮影したＰＥＴ画像とＣＴ
画像を重ね合わせて、機能、形態がより正確に診断できる検査です。

ＰＥＴ／ＣＴ検査は、放射線を放出する物質を身体に無害な物質につけた放射性医薬品を注射し、
その体内の分布を、体内の放射性医薬品から放出される放射線を測定して画像化し、病気を診断す
る検査です。

平成２９年６月現在で市販されているＰＥＴ検査薬は、ＦＤＧスキャン®注です。

ＦＤＧ（フルオロ・デオキシ・グルコース）はブドウ糖の類似物で、「がん細胞は正常の細胞に比
べて多くのブドウ糖を取り込む」という性質を利用します。ブドウ糖にごく微量の放射線を出す物
質をつけた薬（ＦＤＧ）を体内に注射すると、がん細胞は正常な細胞より多くのＦＤＧを取り込む
為に、がん細胞から放出される放射線を画像化し、がん細胞の位置や大きさや進行の度合いを調べ
ることができます。

＜PET＞ ＜CT＞ ＜PETとCTの融合＞

＋

Shizuoka City Shizuoka Hospital
Positron Emission Tomography / Computed Tomography

ＰＥＴ/ＣＴ検査の仕組み
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ＰＥＴ/ＣＴ検査とは

★一度の検査で全身撮影
ＰＥＴ検査では一度の撮影でほぼ全身を診ることができます。

★苦痛の少ない検査
薬剤を注射して約１時間安静にした後、着衣のまま３０分ほど仰向けに寝ていただくだけです。

★がんの転移や再発の診断に有用
全身を一度に撮影しますので、がんの転移や再発の発見に有用です。

★組織の活動状態がわかる
薬剤の集まり具合で組織の活動や、良性・悪性の識別をすることができます。

ＰＥＴ/ＣＴ検査が得意ながん、不得意ながん

ＦＤＧスキャン®注を使用したＰＥＴ／ＣＴ検査は、がんの診断に非常に有用な検査ですが、見
つけにくいがんもあります。

ＰＥＴ／ＣＴ検査は優れた検査ですが、万能ではありません。他の検査と併用することをお勧め
する場合があります。

●得意ながん
肺がん、乳がん、食道がん、大腸がん、頭頸部がん、転移性肝がん、膵がん、骨腫瘍、
悪性リンパ腫、悪性黒色腫等

●不得意ながん
１センチ未満の小さながん、糖代謝の低いがん、
検出が困難ながん（脳腫瘍、胃がん、原発性肝がん、腎臓がん、膀胱がん、前立腺がん等）

Shizuoka City Shizuoka Hospital
Positron Emission Tomography / Computed Tomography

ＰＥＴ/ＣＴ検査での放射線被ばくについて

ＰＥＴ検査では、放射線を出す物質で目
印をつけた薬を静脈に注射して検査を行い
ますので、僅かですが放射線被ばくがあり
ます。

ＰＥＴ検査での被ばく線量は、一回当た
り約３．５ｍＳｖ（ミリシーベルト）です。

これは、地球上で人が自然界から被ばく
する２．４ｍＳｖの約１．５倍の量ですが、
胃のＸ線検査（約４ｍＳｖ）と同等かそれ
以下です。

Ｘ線ＣＴを組み込んだＰＥＴ／ＣＴ検査
では、Ｘ線ＣＴによる被ばく（５ｍＳｖ～
１４ｍＳｖ）が加わりますが、この被ばく
線量で急性の放射線障害が起こることはあ
りません。

ＰＥＴ/ＣＴ検査の特徴
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ＦＤＧ/ＰＥＴ検査 保険適用項目・検査料金

悪性腫瘍について（早期胃がんを除く）
・当院では、日本核医学会ＦＤＧ ＰＥＴ、ＰＥＴ/ＣＴ診療ガイドラインにて推奨されている下記

の症例及び検査目的を保険適用範囲として検査をしております。

悪性腫瘍の保険適用症例（早期胃がんを除く）
・病理組織学的に悪性腫瘍と確認されている方。
・病理診断により確定診断が得られない場合には、臨床病歴、身体所見、その他の画像診断所見、

腫瘍マーカー、臨床的経過観察などから高い蓋然性をもって悪性腫瘍と診断される方。

悪性腫瘍の検査適用 検査目的
・治療前の病期診断
・二段的治療中の患者様の第一段階治療完了後に行う第二段階治療方針決定のための病期診断。

例：術前の化学療法後や、術前化学放射線治療後における術前の病期診断等。
転移・再発を疑う臨床的兆候、検査所見がある場合の診断

・手術、放射線治療などによる変形や瘢痕などのため、他の方法では再発の有無が確認困難な場合。
・経過観察などから治療が有効と思われるにもかかわらず、他の画像診断で腫瘍が残存しており、

腫瘍が残存しているのか、肉芽・線維などの非腫瘍組織による残存腫瘤なのかを鑑別する必要が
ある場合。

タイトル 内 容

悪性腫瘍
（早期胃がんを除く）

他の検査や画像診断により病期診断、転移・再発の診断が確定でき
ない方の場合。

てんかん（※） 難治性部分てんかんで外科切除が必要とされる方の場合。

虚血性心疾患（※）
虚血性心疾患による心不全患者で、心筋組織のバイアビリティ診断
が必要とされる方の場合。ただし、通常の心筋血流シンチグラフィ
で判断が困難な場合に限ります。

ＰＥＴ/ＣＴ検査については、てんかん、虚血性心疾患の診断、悪性腫瘍（早期胃癌を除く）の
病期診断及び転移・再発の診断を目的とし、下表に定める要件を満たす場合に保険適用されます。

Shizuoka City Shizuoka Hospital
Positron Emission Tomography / Computed Tomography

（※）現時点（平成29年４月）においては、当院では実施しておりません。
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検 査 料 金（下記点数及び料金は平成29年５月時点での診療報酬点数です）

保険適用項目

自己負担割合 負担金額

10割 94,870円

３割 28,460円

２割 18,970円

１割 9,490円

診療報酬算定項目 点数

ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 8,625点

核医学診断 450点

電子画像管理加算 ほか 412点

合 計 9,487点

（10円未満四捨五入）



医療機関からのご予約方法

次の事項をお伝えいただき、仮予約をとってください。（仮予約が確定したら【STEP2】へ）
①医療機関名、診療科名、ご担当医名 ②患者様のお名前 ③診断名 ④検査希望日時

Shizuoka City Shizuoka Hospital
Positron Emission Tomography / Computed Tomography

「ＰＥＴ/ＣＴ検査申込書兼診療情報提供書（様式１）」に必要事項をご記入いただき、
次の書類を総合相談センター地域連携室あてにＦＡＸしてください。

①「ＰＥＴ/ＣＴ検査申込書兼診療情報提供書（様式１）」
②患者様の住所、保険情報など

（貴施設のカルテ（１号様式など）やカルテシステムの画面コピーなど（様式は問いません））

【STEP2】 FAX 054-252-0358(申込専用)

【STEP1】 TEL 054-253-7003(直通)

①地域連携室にて 「ＰＥＴ/ＣＴ検査申込書兼診療情報提供書（様式１） 」 の内容を確認します。
②検査日時が確定したら次の書類をＦＡＸにて送付いたします。

・ ＰＥＴ/ＣＴ検査予約確認書（様式２）

・ ＰＥＴ/ＣＴ検査を受けられる方へ（１）、（２）、（３）（様式4-1、4-2、4-3）

・ 交通アクセス・フロア案内
※記載内容の確認のためお時間をいただく場合もございます。

「ＰＥＴ/ＣＴ検査説明・同意書（様式３）」にて患者さまへの説明、同意書への署名をお願いします。

患者様に次の書類をお渡しいただき、検査当日ご持参いただくようお伝えください。
・「ＰＥＴ/ＣＴ検査申込書兼診療情報提供書（様式１）」 （署名、押印したもの）

・「ＰＥＴ/ＣＴ検査説明・同意書（様式３）」 （署名、押印したもの）

・「ＰＥＴ/ＣＴ検査を受けられる方へ（１）、（２）、（３）（様式4-1、4-2、4-3）」
・ 交通アクセス・フロア案内
・ 画像検査データ（可能であれば）

※検査後の結果説明は当院ではいたしません。
※検査日から５日以内（土日祝日除く）に検査結果を郵送いたしますので、患者様への結果説明をお願いします。
※PET/CT検査申込書兼診療情報提供書（様式１）、PET/CT検査説明・同意書（様式３）などの様式は、当院ホームページから

ダウンロードしていただくことができます。
詳しくは、総合相談センター地域連携室（054-253-7003）までお問い合わせください。

【受付時間】（お電話でのお申込み） 月～金曜日（年末年始・祝日除く） 午前８時30分～午後７時

（ＦＡＸでのお申込み） ２４時間受付
※電話受付時間の時間外にお受けしたＦＡＸについては、翌診療日に確認を行い、予約確認書を送信します。

【受付窓口】 総合相談センター 地域連携室

【予約方法】・検査日時の仮予約を事前にしたい場合 ⇒ お電話でお申し込みください【STEP1へ】
・検査日時の指定がない場合 ⇒ ＦＡＸでお申し込みください【STEP2へ】

【STEP3】
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８．検査終了
着替えが済んだら、西館１階の診療費支払機で会計をしてください。
検査結果は、後日、依頼元の病院・医院の医師から説明があります。

４．安静にしていただきます
検査薬が体内の細胞に集まるまで、待機室で１時間安静にしていただきます。
筋肉へ検査薬が集まるのを避けるために出来るだけ体を動かさないでください。

２．問診・検査の説明を行います
看護師が、本日の体調などをお伺いします。問診が済んだら、注意事項や検査の
流れなどの説明を行い、検査着に着替えていただきます。

１．受付・保険証確認（時間に余裕を持ってご来院ください）

検査予約時間の３０分前までに西館１階で受付を済ませ、西館地下１階の
「アイソトープ・ＰＥＴ／ＣＴ検査室」にお越しください。

ＰＥＴ/ＣＴ検査のながれ

Shizuoka City Shizuoka Hospital
Positron Emission Tomography / Computed Tomography

６．安静にしていただきます
専用の待機室で１時間安静にします。出来るだけ体を動かさないでください。

５．撮影（１回目）を行います
１回目の撮影を約２０～３０分間かけて行います。
撮影中は動かないようにお願いします。

７．撮影（２回目）の撮影を行います
２回目の撮影を約２０～３０分間かけて行います。
撮影中は動かないようにお願いします。

３．注射をうちます
PET処置室で、検査薬（ＦＤＧスキャン®注）を静脈に注射します。
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注 意 事 項

●検査前の注意事項
・食事は、検査５時間前から食べないでください。

・糖分を含むジュース、スポーツドリンク、牛乳、飴、ガム（シュガーレスを含む）も
検査５時間前から飲んだり食べたりしないでください。

・検査前日から検査終了まで、飲酒、喫煙は控えてください。

・検査前日は激しい運動を控えてください。

・絶食中に糖尿病薬（血糖降下剤）は服用しないでください。

・インスリン注射は、検査５時間前までに注射してください。

・次の事項に該当する方は、あらかじめかかりつけ医にご相談ください。
・糖尿病などで受診している方 ・糖尿病などで絶食が困難な方、
・インスリン使用中の方 ・水分制限のある方

・検査をキャンセルする場合は、検査前日（前日が日曜日・祝日の場合は前診療日まで）
の午前中（12：00）までに受診している主治医にご連絡ください。

・検査当日、ご自身の都合でキャンセルされる場合には、放射性医薬品の費用をご負担
いただく場合があります。

●検査ができない方
・介助なしで排泄ができない方（介助者の被ばく防止のため）

・閉所恐怖症の方

・３０分間動かないでいることや、１時間の安静中に歩き回ってしまうような認知症の方

●検査当日について
・検査所要時間は約３時間です。

・着替えやすいしやすい服装でご来院ください。

・検査当日は、自転車、徒歩（長距離）での来院は避け、公共交通機関や自家用車でご来院
ください。

・静岡病院駐車場が混雑している時は、新中町ビルパーキングをご利用ください。
（利用料金はどちらも２００円です。駐車券に割引認証をするため駐車券は必ずお持ちください）

●検査後の注意事項
・被ばく防止のため、妊婦、乳幼児への接触は控えてください。

・授乳中の方は、検査当日に母乳を与えるのは避けてください。
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よくあるご質問

Ｑ１ なぜ検査前から絶食にするのですか？
Ａ１ ＦＤＧを使用したＰＥＴ検査は、がん細胞がブドウ糖を細胞に取り込む性質を利用しています。

ＦＤＧはブドウ糖類似物質なので、がん細胞はブドウ糖と同じようにＦＤＧを細胞内に取り込みます。
この時にがん細胞が満腹な状況だとＦＤＧががん細胞に取り込まれにくくなり、正確な情報が得にくくなります。
検査前の食事や甘い物は、がん細胞を満腹な状況にしてしまうので、検査前は絶食にして頂きます。

Ｑ２ なぜ検査前日と当日は激しい運動や作業をしてはいけないのですか？
また、激しい運動や作業とは、どのような運動のことですか？

Ａ２ 検査前日と当日に激しい運動や作業、マッサージを行うと、筋肉は疲労回復のためにブドウ糖代謝が盛んになっ
ていて、ＦＤＧが筋肉細胞に集まります。
この状態で検査を行いますと画像を専門医が診て診断を行う際に診断しにくくなるからです。
激しい運動や作業とは、ジョギング、水泳、サイクリング、大工仕事などです。
日常生活で歩いたり、階段を登ったりするのは問題ありません。

Ｑ３ ＦＤＧの注射後、なぜ１時間安静に待たなければいけないのですか？
Ａ３ ＦＤＧを注射したら一瞬にしてがん細胞に集まるのではなく、徐々に時間を掛けて集まり、１時間位で画像を

得るのに十分な程度にがん細胞に集まります。
その後もがん細胞には集まりが続きます。血液、肝臓、筋肉の中のＦＤＧは、がん細胞とは逆に時間とともに
少なくなります。その集まり具合の差が画像となって現れるわけです。
注射をしてから歩き回ったりすると、筋肉にＦＤＧが集まり診断しにくい画像になるために安静にして頂きます。

Ｑ４ 検査直前まで水は飲んでも大丈夫でしょうか？
Ａ４ 大丈夫です。ただし、市販の飲料水には糖分を含む物がありますので成分にご注意ください。

ＦＤＧは尿になって排泄される薬です。ＦＤＧを注射したあとでなるべく早く正常組織のＦＤＧを尿にして排泄
することで、より明瞭な画像を得ることができます。

Ｑ５ 間違えて食事をしてしまいました。半日ほど検査を遅らせる事は可能ですか？
Ａ５ 検査を遅らせる事は不可能です。ＦＤＧは注射しなくても置いておくだけで２時間弱で半分に自然に減ってしま

い、おおよそ予約の時間から２～３時間で薬の有効期限が切れてしまい使用する事が出来なくなります。
ＦＤＧは検査を受ける方々の予約時間に合わせて神奈川の製薬会社工場で生産され納品されるので急に生産、
納品を変更することは不可能なのです。

Ｑ６ 普段、服用している薬がありますが飲んでも大丈夫でしょうか？
Ａ６ 糖尿病以外の薬は使用して差し支えありません。

詳しくは受診している病院・診療所の主治医にご相談下さい。

Ｑ７ ＦＤＧを注射するときに熱くなったり気持ち悪くなったりしますか？
Ａ７ 造影剤ではありませんので注射のときに熱くなることはありません。人によっては注射の針を刺すだけで気分が

悪くなる方がいます。
そのような方でも通常はしばらく横になっていれば回復するのでそのまま検査を続けれらます。
ＰＥＴ／ＣＴの撮影で具合が悪くなることもありません。

Ｑ８ なぜ２回の撮影をするのですか？
Ａ８ 同じ場所を２回撮影する事により、診断の精度を上げることためです。

具体的には、①１回目の撮影で判断に迷うような微妙な画像の再確認。
②病変へのＦＤＧの集まりの時間による変化。
③１回目の撮影による位置のずれ、身体の動きがあった場所の再確認。
④腸、尿管など正常でＦＤＧが集まる場所と病変の鑑別。などです。

Ｑ９ 検査後の検査当日に妊婦、乳幼児への接触は控えてくださいとの事ですが、同居しているのですが大丈夫で
しょうか？

Ａ９ 検査終了後でも検査を受けた方からは僅かな放射線が出ていますが、時間とともに急激に少なくなり、
検査終了後半日（６時間）くらい経過すれば体の中のＦＤＧの量は１０分の１以下になります。
しかし、念のために１２歳以下の子供や妊婦の方からは、検査当日のみ２～３ｍほど距離をおくようにお願い
します。距離が離れれば離れるほど放射線の量は少なくなります。
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交通アクセス・フロア案内

駅からのアクセス

・JR静岡駅からお越しの方
→10番乗り場

「県立病院高松線（県立総合病院方面）」乗車、「中町」下車

・静岡鉄道新静岡駅からお越しの方
→12番乗り場

「県立病院高松線（県立総合病院方面）」乗車、「中町」下車

バスをご利用の方 タクシーをご利用の方

・JR静岡駅からお越しの方 約５分
・静岡鉄道新静岡駅からお越しの方 約２分

車でのアクセス

安倍川方面からお越しの方

国道１号線→静岡駅正面信号（左折）→県庁前信号（右折）

清水方面からお越しの方

国道１号線→静岡駅正面信号（右折）→県庁前信号（右折）

静清バイパスからお越しの方

昭府 IC → 安倍街道 → 中町信号

（直進後２０ｍ先を左折）（県道２７号線）

駐車場のご利用料金

PET検査の方は１日200円
※駐車場の割引認証をしますので、駐車券を

「アイソトープ・ PET/CT検査室」の窓口にご提示ください。

＜駐車場のご案内＞

※当院駐車場混雑時には
「新中町ビル」駐車場をご利用ください

Shizuoka City Shizuoka Hospital
Positron Emission Tomography / Computed Tomography

フロア案内

お困りのことがありまし
たら、総合案内又はお近
くの窓口、職員にお問い
合わせください。
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〇基本方針
１ 情報資産を適切に取扱います。

当院では、患者さんの個人情報を適切に取扱うために、全体を統括する責任者を置き、組織的な対応を進めるとともに、職員の教育
を積極的に行ってまいります。

２ 安全管理の取組みを進めます。
当院では、患者さんの情報資産への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏えいを防止し、安全で正確な管理に努めてまいります。

３ 法令・条例、規範等を遵守します。
当院では、「個人情報保護法」、「静岡市個人情報保護条例」、「静岡市立病院における診療情報提供等に関する指針」及び
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、それに基づいて患者さんの個人
情報を安全に管理してまいります。

４ 患者さんの権利を尊重します。
当院では、個人情報保護法の基本理念を尊重し、個人の権益保護の視点に立った個人情報の取扱いに努めるとともに、患者さんの
自己情報の開示、訂正、利用停止等に的確に対応してまいります。

〇利用目的
【１】 患者さんへの医療の提供に必要な利用目的

１ 当院の内部での利用
（１）当院が患者さんに提供する医療サービス
（２）医療保険事務
（３）患者さんに係る当院の管理運営業務

① 入退院等の病棟管理
② 会計・経理
③ 医療事故等の報告
④ 患者さんの医療サービスの向上

２ 他の事業者等への情報提供
（１）当院が患者さんに提供する医療サービス

① 他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
② 他の医療機関等からの照会への回答
③ 患者さんの診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
④ 検体検査業務の委託その他の業務委託
⑤ ご家族等への病状説明

（２）医療保険事務
① 保険事務の委託
② 審査支払機関へのレセプト提出
③ 審査支払機関又は保険者からの照会への回答

（３）事業者等からの委託を受けて健康診断等を行った場合における、事業者等へのその結果の通知
（４）医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等

【２】 上記以外の利用目的
１ 当院の内部での利用
（１）当院の管理運営業務

① 医療サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
② 当院の内部で行われる学生実習への協力
③ 当院の内部で行われる症例研究

２ 他の事業者等への情報提供
（１）当院の管理運営業務

① 外部監査機関への情報提供
② 裁判所等の命令による情報提供
③ 感染予防法法令に基づく情報提供
④ 収納業務委託業者への情報提供

３ その他
（１）医療の向上のために利用する場合

① 医師、看護師、その他の医療従事者、実習生及び研修生に対する教育や臨床研修のための利用
② 臨床研究のためのデータ収集
③ 専門医、認定医制度の申請のための利用
④ 学会等の発表（患者様個人を特定できないよう配慮する）

（２）公益目的のために利用する場合
① 公益性の高い疫学調査等への協力
② 医療行政等に関わる統計・調査
③ 保健所等の公的機関に対する保険医療及び公衆衛生上の報告

１．上記のうち、他の医療機関等への情報提供について同意しがたい事項がある場合には、その旨を担当窓口までお申し出下さい。
２．お申し出のないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
３．これらのお申し出は、後からいつでも撤回、変更等をすることができます。

個人情報保護方針（基本方針・利用目的）
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