
752 画像診断　Vol.41 No.7 2021

【写 真】

特集の写真・図・囲み記事一覧
C a s e  f i g u r e s  a n d  n o t e s

Adamkiewicz動脈の同定 …………………………… 710
ADLD …………………………………………………… 682
bridging vascular sign …………………………… 739
Charcot-Marie-Tooth病 …………………………… 682
Crohn病 ……………………………………………… 730
embryonal tumor with multilayered rosettes 

 ……………………………………………………… 680
Glisson鞘を主体とする癌の垂直進展 ……………… 720
IgA血管炎（Henoch-Schönlein紫斑病） …………… 729
lupus腸炎 ……………………………………………… 727
neurolymphomatosis ……………………………… 681
O-157感染性腸炎 ……………………………………… 733
ovarian vascular pedicle sign, wrap around phe-

nomenon …………………………………………… 740
papillary tumor of the pineal region …………… 679
S状結腸間膜に発生した平滑筋肉腫 ………………… 739
Warthin腫瘍 ………………………………………… 690
アレルギー性真菌性副鼻腔炎 ………………………… 685
移植片対宿主病（GVHD） ……………………………… 728
異所性右鎖骨下動脈 …………………………………… 695
右肝動脈合併切除，動脈再建 ………………………… 719
右緊張部型中耳真珠腫 ………………………………… 687
右上葉肺腺癌の多発脳転移 …………………………… 676
右被殻出血に対する穿頭血腫除去術前後 …………… 679
エルシニア腸炎 ………………………………………… 735
炎症性結節 ……………………………………………… 721
縦隔のparaganglioma ……………………………… 699
外科的肺生検と経気管支クライオ肺生検（TBLC）の 
病理組織像 …………………………………………… 703

潰瘍性大腸炎（左側結腸型） …………………………… 734
家族性間質性肺炎 ……………………………………… 704
過敏性肺臓炎 …………………………………………… 704
間質性肺炎 ……………………………………………… 699
 －疑い ………………………………………………… 705
癌の垂直進展による門脈閉塞 ………………………… 720
カンピロバクター腸炎 ………………………………… 733
肝門部領域胆管癌 ………………………………… 722, 723
肝門部領域胆管癌の術式と胆管分離限界点　 
後区域胆管北回り症例 ……………………………… 717

機械的循環補助デバイス留置症例における後腹膜出血 
 ……………………………………………………… 713

強皮症，Sjögren症候群，肺高血圧症 ……………… 706
胸膜癒着の評価 ………………………………………… 698

虚血性腸炎 ……………………………………………… 734
血管性浮腫（Quincke浮腫） ………………………… 729
血瘤腫 …………………………………………………… 689
好酸球性副鼻腔炎 ……………………………………… 685
甲状腺乳頭癌リンパ節転移 …………………………… 691
鈎状突起の上方付着部 ………………………………… 694
サイトメガロウイルス（CMV）小腸炎 ………………… 727
左上葉の肺癌 …………………………………………… 700
左聴神経腫瘍の摘出術後の静脈洞血栓症 …………… 678
子宮頸癌 ………………………………………………… 744
 －  頸癌の評価：子宮頸部短軸像の有用性 ……… 742
 －  左仙骨子宮靱帯に沿った進展が疑われた例 

 ……………………………………………………… 743
 －  左右の傍組織浸潤の程度 ……………………… 743
子宮頸癌膀胱筋層浸潤疑い …………………………… 744
子宮頸部筋腫（広間膜内～後腹膜に発育） …………… 741
子宮体癌 ………………………………………………… 746
子宮の腹壁創部での癒着 ……………………………… 747
歯性上顎洞炎 …………………………………………… 686
篩板低位（Keros分類 type 2） ……………………… 693
若年性血管線維腫 ……………………………………… 689
術後性上顎嚢胞 ………………………………………… 686
上咽頭癌の早期傍咽頭間隙浸潤 ……………………… 692
消化管間質腫瘍（GIST） ……………………………… 730
小腸アニサキス症 ……………………………………… 728
小腸血管性病変 ………………………………………… 732
神経内分泌腫瘍（NET） ……………………………… 731
膵内胆管病変 …………………………………………… 718
頭蓋咽頭腫術後の左基底核梗塞 ……………………… 677
正円孔の骨壁欠損と洞内通過 ………………………… 694
唾液腺腺房細胞癌 ……………………………………… 691
胆管ドレナージチューブ挿入後の胆管壁肥厚 ……… 717
胆管内乳頭状病変 ……………………………………… 718
中咽頭癌 ………………………………………………… 692
中咽頭癌の茎突咽頭筋に沿った左傍咽頭間隙進展 … 692
中耳真珠腫 ……………………………………………… 688
中枢末梢連合脱髄症（CCPD） ………………………… 681
腸間膜静脈硬化症 ……………………………………… 733
低造影剤量CTA ……………………………………… 712
動脈浸潤 ………………………………………………… 719
特発性肺線維症 ………………………………………… 702
特発性肺線維症（IPF）にCOVID-19肺炎を合併 …… 700
内頸動脈隆起と洞内隔壁 ……………………………… 694



画像診断　Vol.41 No.7 2021 753

【囲み記事】

【図】
VISIBLE法シーケンスのダイアグラム ……………… 675
肝門部領域胆管癌の術式と胆管分離限界点 ………… 717
肝門部領域胆管癌のシェーマ ……………………722， 724

肝予備能評価 …………………………………………… 720
眼窩壁骨折：開放型と閉鎖型 ………………………… 693
胸部単純CTを読影する際の注意点 ………………… 699
原発性副鼻腔炎 type 2炎症 ………………………… 685
子宮頸癌のMRIにおけるガドリニウム造影剤 ……… 741
子宮頸癌の進行期分類 ………………………………… 742

子宮広間膜内筋腫や子宮頸部筋腫のMRI所見 ……… 740
子宮体癌の筋層浸潤の評価 …………………………… 745
慢性副鼻腔炎：原発性と続発性 ……………………… 684
臨床医に伝わる読影レポート（作成）のポイント 

 ………………………………………………… 721, 735

後区域胆管の合流形態と，門脈右枝との関係 ……… 718
胆管癌肉眼型分類と進展形式の関連 ………………… 716

内側壁骨折を伴う眼窩底骨折（開放型） ……………… 693
内反性乳頭腫 …………………………………………… 690
粘膜下筋腫 ……………………………………………… 746
慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP） ……………… 680
慢性偽性腸閉塞 ………………………………………… 728

薬剤起因性出血性大腸炎 ……………………………… 733
卵巣線維腫 ……………………………………………… 738
卵巣被膜のT2強調像での低信号 …………………… 738
両側卵巣内膜症性嚢胞，骨盤内癒着疑い …………… 747

〒141-8414 東京都品川区西五反田2-11-8
TEL: 03-6431-1234（営業部） FAX: 03-6431-1790
URL: https://gakken-mesh.jp/

＊電子書籍サイト（医書.jpまたはM2PLUS）にて会員登録が必要となります．
＊医書.jp：タブレット（iOS端末/Android端末）またはPCに専用ビューワおよび購入商品をダウンロード
してご利用いただけます．
＊M2PLUS：タブレット（iOS端末/Android端末）に専用ビューワおよび購入商品をダウンロードしてご
利用いただけます．

2012年以降の本誌&増刊号が購入できます！

電 子 版画像診断
順次配信中！


