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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

Alagille症候群に伴う脊椎奇形 ………………………1537
Chiari Ⅱ型奇形 ………………………………………1513
compound calyx（A）と腎嚢胞（B） …………………1581
cortical fusion defect ………………………………1582
Fallot四徴症 ……………………………………………1559
Pelizaeus-Merzbacher病 …………………………1513
terminal zone …………………………………………1512
胃短軸捻転 ………………………………………………1576
一過性の髄質の高輝度 …………………………………1582
拡張型心筋症 ……………………………………………1561
化膿性リンパ節炎 ………………………………………1524
川崎病 ……………………………………………………1525
肝炎患児にみられた胆嚢壁肥厚 ………………………1572
完全型房室中隔欠損 ……………………………………1558
気道異物 …………………………………………………1545
逆流性腎症 ………………………………………………1581
吸気不良の撮影 …………………………………………1542
急性白血病 ………………………………………………1598
　－の骨浸潤 ……………………………………………1596
　－の上腕骨浸潤 ………………………………………1596
　－の浸潤による胸腺腫大 ……………………………1548
　－の頭蓋骨浸潤 ………………………………………1596
胸腺のリバウンド現象 …………………………………1551
頸部異所性胸腺 …………………………………………1527
高度水腎症 ………………………………………………1584
呼気と吸気の撮影 ………………………………………1542
呼気による気管径の変化 ………………………………1543
極低出生体重児 …………………………………………1557
骨幹端透亮帯（生理的） …………………………………1599
様々な形の正常胸腺 ……………………………………1547
終糸線維脂肪腫 …………………………………………1533
終室 ………………………………………………………1534
上顎洞と篩骨蜂巣の発育経過 …………………………1520
静脈管開存症 ……………………………………………1571
女児の尿道 ………………………………………………1589
神経芽腫の骨髄転移 ……………………………………1594
神経芽腫の頭蓋骨転移 …………………………………1596
心室中隔欠損 ……………………………………1560, 1561
心室中隔欠損，心房中隔欠損 …………………………1558
新生児期の正常胸腺 ……………………………………1551
新生児正常頭蓋 …………………………………………1516
新生児期の胃（18 trisomyに合併したC型食道閉鎖症例） 

 ………………………………………………………1575

新生児の頭部CTにおける石灰化 ……………………1515
心タンポナーデ …………………………………………1565
腎瘢痕 ……………………………………………………1583
髄鞘化 ……………………………………………1510, 1511
髄鞘化の過程 ……………………………………………1509
水腎症自然軽快例 ………………………………………1583
正常気管正面像 …………………………………………1543
正常気管側面像 …………………………………………1543
正常胸腺 …………………………………………………1547
　－とリンパ節腫大の鑑別 ……………………………1551
　－の後方進展 …………………………………………1550
正常腎の実質輝度の変化 ………………………………1580
正常の脊髄および終糸 …………………………………1531
正常発達　髄鞘化 ………………………………………1511
正常満期産児 ……………………………………………1514
正常リンパ節と腫瘍性リンパ節腫大（Hodgkinリンパ腫） 

 ………………………………………………………1523
正常例 ……………………………………………………1522
成長に伴う骨髄の変化
　－（脊椎） ………………………………………………1593
　－（大腿骨） ……………………………………………1593
　－（蝶形骨） ……………………………………………1592
　－（頰骨） ………………………………………………1592
成長に伴う正常正中構造の変化 ………………………1512
生理的骨膜反応 …………………………………………1597
生理的石灰化 ……………………………………………1515
生理的な尿膜管遺残 ……………………………………1586
赤色髄の遺残 ……………………………………………1595
線維性骨皮質欠損（FCD） ………………………………1600
先天性気管狭窄 …………………………………………1544
先天性肺葉性肺気腫 ……………………………………1546
早産児の腎実質輝度の変化 ……………………………1580
総胆管嚢腫 ………………………………………………1571
総肺静脈還流異常症の術後心不全 ……………………1567
続発性肥厚性骨関節症（HOA） ………………………1598
胎児性分葉 ………………………………………………1582
胎児の脳溝発達 …………………………………………1508
大腿骨の皮質骨不整 ……………………………………1601
大動脈縮窄症 ……………………………………………1556
男児の尿道 ………………………………………………1588
胆嚢拡大 …………………………………………………1573
胆嚢捻転に伴った胆嚢壁肥厚 …………………………1572
腸回転異常（無回転型） …………………………………1576
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【囲み記事】

【図】
canalization and retrogressive differentiation 

 ………………………………………………………1530
The Society for Fetal Urology（SFU）分類 ………1584
肝の計測方法 ……………………………………………1570
胸腺咽頭管と異所性胸腺組織の好発部位 ……………1526
古賀方式によるSIの算出方法 …………………………1575
斜位像における心陰影のシェーマ ……………………1557

“don’t touch”（DNT）病変 …………………………1602
terminal zoneの信号 …………………………………1510
TORCH症候群 …………………………………………1599
下垂体の信号変化 ………………………………………1510
気管狭窄の評価 …………………………………………1544
胸腺の超音波所見 ………………………………………1552

胸部単純X線写真の2方向撮影 ………………………1549
中鼻道自然口ルート（ostiomeatal unit；OMU） …1521
超音波検査による頸部に進展した胸腺の評価 ………1552
肺の膨らみ具合の判断 …………………………………1542
皮質デスモイド（cortical desmoid） …………………1602
非特異的白質病変と血管周囲腔 ………………………1514

種々の発生段階における脊柱形成 ……………………1535
上顎洞の自然口，洞口鼻道系（OMU）…………………1521
椎体の発生および先天奇形のシェーマ ………………1535
単純X線撮影における心陰影 …………………………1556
半椎体の分類 ……………………………………………1536
副鼻腔の発育 ……………………………………………1519
肋骨－椎体間距離と心陰影：横断像のシェーマ ……1557

長頭症 ……………………………………………………1516
強い気管の彎曲 …………………………………………1544
低位脊髄円錐，終糸嚢胞 ………………………………1532
動脈管開存 ………………………………………1564, 1567
特発性肺高血圧 …………………………………………1559
特発性肺動脈高血圧症 …………………………………1564
内臓逆位，左側大動脈弓 ………………………………1544
二分脊椎 …………………………………………………1537
尿路感染症　膀胱尿管逆流（VUR） …………………1585
脳室上衣下出血 …………………………………………1507
胚芽細胞層 ………………………………………………1507
発達正常　血管周囲腔の拡張と非特異的高信号域 …1514
半椎体 ……………………………………………………1536
反応性リンパ節腫大 ……………………………………1525
非骨化性線維腫（NOF）と成長停止線 ………………1600

尾部退行症候群 …………………………………………1534
不完全型房室中隔欠損症，術後再開通 ………1562, 1564
副鼻腔炎眼窩内合併症 …………………………………1521
プロスタグランジンE製剤による骨膜反応 …………1597
膀胱形態　正常と神経因性膀胱 ………………………1587
膀胱壁の厚さ(正常）と膀胱壁肥厚 ……………………1586
膀胱壁の不均等　膀胱炎と神経因性膀胱 ……………1586
傍骨端線部限局性骨髄浮腫（FOPE） …………………1595
満期産児（吸引分娩）　新生児硬膜下血腫 ……………1515
無気肺 ……………………………………………………1549
無脾症児にみられた小さな脾 …………………………1574
無脾症に伴った対称肝 …………………………………1570
輪状膵 ……………………………………………………1573
リンパ濾胞 ………………………………………………1577


