
996 画像診断　Vol.40 No.9 2020

【写 真】

特集の写真・図一覧
C a s e  f i g u r e s

ANCA関連血管炎性中耳炎（多発血管炎性肉芽腫症） 
 ……………………………………………………… 960

CT・MRIにおける金属アーチファクトの影響（右舌癌） 
 ……………………………………………………… 907

CTシミュレーションで作成したテンプレートを用いたガイ
デッドサージェリーによるインプラント埋入手術 … 929

FNライン ……………………………………………… 927
HPV陽性左中咽頭側壁癌 …………………………… 950
HPV陽性中咽頭癌の嚢胞性リンパ節転移 …………… 935
IgG4関連疾患 …………………………………… 943, 977
Le Fort骨折I＋II＋III型 …………………………… 989
Le Fort骨折とfacial buttress ……………………… 988
MALTリンパ腫 ………………………………………… 943
Ménière病 …………………………………………… 985
MRIにおける菌球形成・真菌性上顎洞炎の検出 …… 907
NMOSD ………………………………………………… 975
p16陽性中咽頭癌 ………………………………… 965, 973
punched out fracture ……………………………… 987
trap door fracture ………………………………… 987
アイメイクによるアーチファクト ……………………… 913
悪性外耳道炎 /頭蓋底骨髄炎 ………………………… 960
悪性黒色腫 ……………………………………………… 944
咽喉頭浮腫 ……………………………………………… 994
咽後膿瘍 ………………………………………………… 955
咽頭後間隙浮腫 ………………………………………… 955
横紋筋肉腫（胞巣型） …………………………………… 944
下咽頭癌 ………………………………………………… 910
 －，リンパ節転移 ……………………………… 913, 933
下咽頭・喉頭正常解剖 ………………………………… 917
下顎後静脈・咬筋ライン ……………………………… 926
外リンパ瘻 ……………………………………………… 984
蝸牛神経管狭窄 ………………………………………… 984
蝸牛神経低形成 ………………………………………… 985
顎骨陥凹，骨硬化，二重下顎管 ……………………… 929
化膿性リンパ節炎 ……………………………………… 935
眼窩内骨膜下血腫 ……………………………………… 987
含歯性嚢胞 ……………………………………………… 957

嗅神経芽腫 ……………………………………………… 944
急性期の視神経炎（NMOSD） ………………………… 975
局所再発 …………………………………………… 992, 993
偶発性甲状腺腫瘤 ……………………………………… 946
頸動脈間隙の画像解剖 ………………………………… 952
頸動脈小体腫瘍 ………………………………………… 953
頸部郭清術後再発 ……………………………………… 993
頸部リンパ節のレベル分類 …………………………… 930
結核性中耳炎 …………………………………………… 961
結核性リンパ節炎 ………………………………… 909, 936
健常例  蝶形骨洞 ……………………………………… 925
健常例  洞口鼻道系（OMU） …………………………… 924
高悪性度癌（多形腺腫由来唾液腺導管癌） …………… 943
口腔底癌 ………………………………………………… 912
口腔の解剖 ……………………………………………… 919
好酸球性副鼻腔炎 ……………………………………… 963
甲状腺癌 …………………………………………… 913, 973
甲状腺乳頭癌 …………………………………………… 950
 －のリンパ節転移 ……………………………… 933, 935
コレステリン肉芽腫 …………………………………… 984
耳下腺Warthin腫瘍 ………………………………… 942
耳下腺下極部リンパ節 ………………………………… 927
耳下腺癌（腺様嚢胞癌） ………………………………… 976
耳下腺深葉多形腺腫 …………………………………… 927
耳下腺多形腺腫 ………………………………………… 941
耳下腺の嚢胞性腫瘤 …………………………………… 951
弛緩部型真珠腫 …………………………………… 968, 969
歯原性角化嚢胞 ………………………………………… 957
耳硬化症 ………………………………………………… 983
歯根嚢胞 ………………………………………………… 956
歯根彎曲，歯根肥大 …………………………………… 928
耳小骨奇形 ……………………………………………… 983
視神経管骨折，硬膜外血腫 …………………………… 987
術後膿瘍 ………………………………………………… 991
上咽頭癌 …………………………………………… 961, 977
 －に対する線量分布図 ……………………………… 995
 －のリンパ節転移 …………………………………… 910



画像診断　Vol.40 No.9 2020 997

【図】
MRI所見に基づく診断アプローチ …………………… 941
大きさ・形態によるリンパ節診断（典型例） ………… 932
咽頭・喉頭の位置関係 ………………………………… 915
咽頭後間隙と危険間隙 ………………………………… 954
偶発性甲状腺腫瘤の診断フローチャート …………… 947
頸部リンパ節転移の分布 ……………………………… 972
原発不明癌の頸部リンパ節転移の鑑別 ……………… 972

口腔の解剖 ……………………………………………… 919
耳下腺内顔面神経叢（側面） …………………………… 926
上咽頭癌の頭蓋底浸潤経路 …………………………… 966
典型的な眼窩吹き抜け骨折 …………………………… 987
歯と嚢胞性病変との関連による鑑別疾患 …………… 958
ヒト胎児 ………………………………………………… 949
 －の点線レベルでの断面（鰓弓近傍） ……………… 949

上咽頭正常解剖 ………………………………………… 916
食道癌術後，大動脈肺動脈窓再発による左反回神経麻痺 

 ……………………………………………………… 980
食道癌，反回神経リンパ節#106rec転移 …………… 981
真菌性副鼻腔炎菌腫症 ………………………………… 963
真珠腫性中耳炎 ………………………………………… 969
真珠腫の術後再発 ……………………………………… 911
慎重な判断が必要な例 ………………………………… 938
正常咽頭 …………………………………………… 918, 920
正常筋皮弁（遊離腹直筋皮弁） ………………………… 991
正常下咽頭 ……………………………………………… 922
正常喉頭 ………………………………………………… 923
正常上咽頭 ……………………………………………… 921
正常舌根部 ……………………………………………… 922
正常大のリンパ節 ……………………………………… 933
正常中咽頭 ……………………………………………… 921
節外浸潤陰性例 ………………………………………… 937
節外浸潤陽性例 ………………………………………… 938
節外性NK/T細胞リンパ腫 …………………………… 944
石灰沈着性頸長筋腱炎 ………………………………… 955
舌下腺癌（腺様嚢胞癌） ………………………………… 977
先天性真珠腫 …………………………………………… 983
造影剤使用による頭頸部癌（下咽頭癌）の検出 ……… 909
側頸嚢胞 ………………………………………………… 949

側頸部膿瘍 ……………………………………………… 950
大動脈弓部動脈瘤 ……………………………………… 981
ダイナミックCTにおける多血性病変 ………………… 909
多発血管炎性肉芽腫症 ………………………………… 963
中悪性度癌（篩型腺様嚢胞癌） ………………………… 943
中咽頭癌のリンパ節転移 ……………………………… 933
中咽頭正常解剖 ………………………………………… 916
頸部郭清術後 …………………………………………… 991
内頸動脈露出 …………………………………………… 995
内耳奇形 ………………………………………………… 983
内反性乳頭腫 …………………………………………… 971
乳児血管腫 ……………………………………………… 942
粘膜壊死 ………………………………………………… 994
膿瘍 ……………………………………………………… 909
鼻茸（好酸球性鼻副鼻腔炎） …………………………… 945
非角化型扁平上皮癌（EBV陽性） …………………… 967
皮弁壊死 ………………………………………………… 991
皮様嚢腫 ………………………………………………… 911
扁平上皮癌 ……………………………………………… 945
 －のリンパ節転移 …………………………………… 935
放射線性骨壊死 ………………………………………… 994
慢性期の視神経炎 ……………………………………… 975
迷走神経鞘腫 …………………………………………… 953
遊離空腸 ………………………………………………… 991


