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【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

10mm以上にわたる腫瘍と被膜の接触 ………………1328
bridging septaの描出の個人差 ……………………1301
ESD後穿孔 ……………………………………………1304
extrapleural air collection …………………………1251
IgA腎症 …………………………………………………1260
inferior veins of Sappeyの還流域の限局性脂肪沈着 

 ………………………………………………………1263
intercostal stripe ……………………………………1247
intersigmoid hernia …………………………………1287
Nuck管水腫 ……………………………………………1315
Nuck管内膜症 …………………………………………1316
superior aortic recess（心膜横洞の折れ返り） ……1253
S状結腸憩室炎・S状結腸静脈内のガスと血栓性静脈炎 

 ………………………………………………………1289
S状結腸憩室の穿通 ……………………………………1255
S状結腸穿孔によるS状結腸間膜から下行結腸間膜， 
大動脈周囲へのガスの流入 …………………………1288

Winslow孔ヘルニア …………………………………1260
Yamashitaらの提唱する右肝円索診断法の実際 ……1265
悪性胸膜中皮腫 …………………………………………1249
悪性線維性組織球腫 ……………………………………1252
胃結腸間膜，横行結腸間膜，大網の膿瘍 ……………1290
胃体部・前庭部の印環細胞癌，腹膜・筋膜への腫瘍浸潤 

 ………………………………………………………1293
胃脾間膜内血腫 …………………………………………1270
陰茎癌（海綿体浸潤あり） ………………………………1333
陰茎癌（海綿体浸潤なし） ………………………………1333
陰茎の正常構造 …………………………………………1332
横隔膜ヘルニア …………………………………………1254
横行結腸間膜血腫 ………………………………………1291
横行結腸間膜デスモイド ………………………………1292
横行結腸間膜の脂肪壊死 ………………………………1271
横行結腸間膜右側での嚢胞性リンパ管腫 ……………1292
外傷性腎損傷 ……………………………………………1305
回腸結核 …………………………………………………1290
回腸の神経内分泌腫瘍による小腸閉塞 ………………1294
回腸レベルでの濾胞性リンパ腫 ………………………1294
下肺靱帯 …………………………………………………1248
肝円索 ……………………………………………1261, 1264
肝鎌状間膜，静脈管索 …………………………………1266
肝鎌状間膜の脂肪垂（appendage） …………………1262
肝鎌状間膜の播種病変　子宮頸癌（扁平上皮癌） ……1262
肝細胞癌に対する肝動脈化学塞栓療法（TACE） ……1261

肝三角間膜内異所性肝から発生した肝血管腫 ………1267
肝十二指腸間膜由来の神経鞘腫 ………………………1268
肝十二指腸間膜由来のリンパ管腫 ……………………1269
肝損傷（Ib）による右腎周囲腔血腫 ……………………1268
肝彎曲部大腸癌（各動静脈の解剖） ……………………1280
気胸 ………………………………………………………1248
奇静脈葉間裂 ……………………………………………1249
急性心膜炎 ………………………………………………1252
急性膵炎 …………………………………………1298, 1300
 －による横行結腸間膜の脂肪壊死 …………………1271
 －の経過 ………………………………………………1302
胸腔内結石 ………………………………………………1250
胸腺腫 ……………………………………………………1252
胸膜外血腫 ………………………………………………1251
胸膜プラーク ……………………………………………1250
空腸GIST ………………………………………………1293
空腸領域の硬化性腸間膜炎 ……………………………1295
結核性リンパ節炎 ………………………………………1269
絞扼性腸閉塞の疑いで他院から紹介・搬送された 
上腹壁ヘルニア ………………………………1273, 1274

子宮円索の内膜症 ………………………………………1315
子宮頸癌の子宮傍組織浸潤（IIb） ……………………1316
子宮広間膜内筋腫 ………………………………………1319
子宮広間膜裂孔ヘルニア ………………………1318, 1319
収縮性心膜炎 ……………………………………………1253
重症急性膵炎 ……………………………………………1291
女性骨盤のMRI ………………………………1312, 1313
心横隔膜角リンパ節転移　腹膜癌（高異型度漿液性腺癌） 

 ………………………………………………………1260
神経芽細胞腫の後腹膜・腸間膜浸潤 …………………1295
神経血管束浸潤 …………………………………………1328
腎盂腎炎 …………………………………………………1301
腎結石に対するESWL後の腎被膜下血腫 ……………1306
腎細胞癌に対する凍結療法の手技中 …………………1303
腎周囲腔の広がり（軽度左横隔膜ヘルニア） …………1300
腎周囲腔の広がり（後腹膜脂肪肉腫） …………………1301
腎不全にて腹膜透析中，腹水貯留後（各動静脈や間膜の 
解剖） …………………………………………1282, 1283

膵尾部癌 …………………………………………………1271
正常心膜 …………………………………………………1252
仙骨子宮靱帯の正常像 …………………………………1316
仙骨子宮靱帯の内膜症 …………………………………1317
前立腺癌の精嚢浸潤 ……………………………………1329
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【図】
bridging septa ………………………………………1301
interfascial planeとbridging septa ……………1303
Morrison窩レベルの矢状断のイラスト ……………1266
S状結腸間膜，S状結腸窩の解剖とS状結腸間膜が関連する
ヘルニア ………………………………………………1286

S状結腸における断面図 ………………………………1286
Treitz靱帯レベルから盲腸レベルまでの小腸間膜根部の 
解剖 …………………………………………………1284

Yamashitaらの提唱する右肝円索診断法 ……………1264
陰茎の正常構造 …………………………………………1332
横行結腸間膜の断面 ……………………………………1279
横行結腸間膜，大網，小腸間膜の正中から右内側の断面 

 ………………………………………………………1278
学生や研修医のための女性骨盤解剖のイラスト ……1311
肝胃間膜と肝十二指腸間膜のイラスト ………………1268
肝後面のイラスト ………………………………………1260
肝周囲の間膜を覚えるための簡単なイラストレッスン 

 ………………………………………………………1272
肝十二指腸間膜由来の神経鞘腫 ………………………1268
肝前面のイラスト ………………………………………1260
基靱帯，仙骨子宮靱帯の解剖 …………………………1316
胸膜・胸壁の正常解剖 …………………………………1247
後腹膜腔の3つのコンパートメント …………………1298
骨盤部腹膜外腔の解剖 …………………………………1325

骨盤部腹膜腔の解剖 ……………………………………1325
子宮円索の解剖 …………………………………………1315
子宮円索，腹膜鞘状突起，Nuck管の解剖 …………1315
子宮広間膜裂孔ヘルニアの解剖：背側から腹側に陥入する
パターン ………………………………………………1318

上・下腸間膜静脈の分岐形態 …………………1279, 1281
上行・下行結腸の中間部，下腸間膜動脈根部レベルでの 
断面 …………………………………………………1278

小骨盤腔の輪郭 …………………………………………1324
女性骨盤腔の解剖 ………………………………………1309
 －：付属器の矢状断面 ………………………………1310
 －：子宮体部側縁の矢状断面 ………………………1310
女性骨盤内臓器の発生 …………………………………1309
心膜近傍の正常解剖 ……………………………………1251
膵十二指腸腔と結腸後腹膜腔 …………………………1299
膵，十二指腸，上・下行結腸の後腹膜への固定 ……1299
前腎傍腔，腎周囲腔，後腎傍腔の広がり ……………1298
前立腺および周囲の正常構造 …………………………1326
腹腔臓器を取り除いた腹腔後 …………………………1278
腹腔内臓器の発生 ………………………………………1258
腹膜腔の解剖 ……………………………………………1259
膀胱壁のMRI信号変化 ………………………………1331
盲腸，虫垂の解剖 ………………………………………1286
卵巣提索の解剖 …………………………………………1313

前立腺癌の直腸浸潤 ……………………………………1330
前立腺正常像 ……………………………………………1327
前立腺肥大症 ……………………………………………1327
前立腺輪郭の変化（局所の膨隆） ………………………1328
大網梗塞 …………………………………………………1287
大網捻転 …………………………………………………1287
腸間膜・大網Burkittリンパ腫 ………………………1294
直腸前立腺角と神経血管束，および前立腺周囲静脈叢 

 ………………………………………………………1327
直腸前立腺角の鈍化 ……………………………………1328
特発性大腰筋血腫（抗凝固療法中） ……………………1302
肺癌の心膜転移 …………………………………………1253
脾動脈瘤破裂 ……………………………………………1259
脾彎曲部レベルでの下行結腸穿孔 ……………………1288

腹部大動脈瘤破裂 ………………………………………1305
腹膜癌（高異型度漿液性腺癌） …………………………1266
蜂窩織炎性虫垂炎 ………………………………………1290
膀胱癌（筋層浸潤あり） …………………………………1332
膀胱癌（筋層浸潤なし） …………………………………1332
傍十二指腸ヘルニア ……………………………………1284
慢性膿胸 …………………………………………………1250
無漿膜野　進行胃癌，癌性腹膜炎 ……………………1267
盲腸後ヘルニア …………………………………………1286
ゆるんだ肝円索 …………………………………………1263
卵巣癌，癌性腹膜炎に伴う多量腹水 …………………1258
卵巣広汎性浮腫 …………………………………………1314
卵巣腫瘍の茎捻転 ………………………………………1314
卵巣腫瘍の広間膜内進展（明細胞腺癌） ………1320, 1321

【囲み記事】
spaceとplane …………………………………………1304
S状結腸窩（intersigmoid fossa）とS状結腸間陥凹 
（intersigmoid recess） ……………………………1285

S状結腸間膜関連ヘルニア ……………………………1285

Vesical imaging-reporting and data system 
（VI-RADS） …………………………………………1331
左傍十二指腸ヘルニア …………………………………1282
心膜外脂肪 ………………………………………………1251
盲腸周囲ヘルニア ………………………………………1284


