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た 1例………………………………　時信麻美	 1271

18F—FDG	PET／CTが診断に有用であった多発腫瘤型
筋サルコイドーシスの 1例………　岩佐　瞳	 1277
外陰に発生した cellular	angiofibroma の 1 例	
……………………………………　河村綾希子	 1283

■　61巻11号臨時増刊号　■

Multi—Organ Disease 
─臓器からアプローチする全身疾患─

脳神経
血管系…………………………………　尾崎　裕	 1305
感染症・炎症性疾患………………　岡本浩一郎	 1313
腫瘍性疾患……………………………　麦倉俊司	 1319
変性疾患………………………………　明石敏昭	 1323
薬物・毒物中毒………………………　明石敏昭	 1329
遺伝性・先天性疾患…………………　横田　元	 1333
自己免疫性疾患………………………　横田　元	 1339
内分泌系疾患…………………………　麦倉俊司	 1345
頭頸部
血管系…………………………………　外山芳弘	 1351
感染症………………………………　浮洲龍太郎	 1355
腫瘍性疾患……………………………　川口真矢	 1363
遺伝性・先天性疾患…………………　小玉隆男	 1369
自己免疫性疾患……………………　松浦紘一郎	 1375
胸　部
心臓血管性疾患………………………　坂本一郎	 1387
気道病変・肺嚢胞性疾患……………　鈴木一廣	 1395
肺びまん性疾患………………………　田中伸幸	 1399
腫瘍性病変……………………………　中島怜子	 1407

消化管
感染性疾患……………………………　渡谷岳行	 1415
遺伝性・先天性疾患…………………　渡谷岳行	 1419
膠原病および類縁疾患………………　市川珠紀	 1425
肝胆膵
腫瘍性病変……………………………　戸島史仁	 1433
変性・代謝性疾患………………　祖父江慶太郎	 1439
産婦人科
婦人科領域における全身性疾患……　小山　貴	 1447
泌尿器
血管系疾患……………………………　井上達朗	 1461
感染症…………………………………　加藤仁美	 1465
腫瘍性疾患，遺伝性・先天性疾患…　岡内研三	 1469
薬物・中毒・その他…………………　後閑武彦	 1475
自己免疫性疾患………………………　高橋正明	 1481
内分泌系疾患…………………………　中村真菜	 1491
骨軟部
脈管奇形……………………………　大須賀慶悟	 1501
感染症…………………………………　北村範子	 1507
腫瘍性疾患……………………………　篠崎健史	 1515
変性疾患……………………………　名嘉山哲雄	 1521
薬物・毒物中毒……………………　名嘉山哲雄	 1527
遺伝性・先天性疾患…………………　鈴木智大	 1533
自己免疫性疾患………………………　中田和佳	 1537
内分泌系疾患…………………………　鈴木智大	 1543
Multi—Organ Disease への核医学的アプローチ
骨………………………………………　橋本禎介	 1551
唾液腺，IgG4 関連疾患	 ……………　須山淳平	 1555
HIV，呼吸	……………………………　小須田茂	 1561
糖尿病，心臓…………………………　橋本　順	 1567
炎症……………………………………　桐山智成	 1573
筋強直性ジストロフィー……………　須山淳平	 1579
内分泌…………………………………　百瀬　満	 1583
脳………………………………………　今林悦子	 1589

■　61巻12号　■

特集　脳神経・頭頸部の画像診断 update
〔総　説〕
新 ISSVA分類に基づく頭頸部血管奇形の診断と治療	
………………………………………　今井茂樹	 1597
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頭蓋底に発生する腫瘍性病変の画像診断―CTや
MRI による診断のキモ―	 ………　内山雄介	 1609
上咽頭癌の画像診断―重要な解剖構造と癌の進展形
式を中心に―………………………　掛端伸也	 1623

タウイメージングの現状と将来展望	
………………………………………　岡村信行	 1635

〔診　療〕
ドパミントランスポーターシンチグラフィによる
Lewy小体病の診断―MIBG心筋シンチグラフィと
の比較―……………………………　米山達也	 1641

レビー小体型認知症の診断に苦慮した認知症の 3
例―各種検査の比較―……………　吉田敦史	 1651

頭頸部癌における 4D	volume	perfusion	CTでの頸部
リンパ節転移の評価………………　的場宗孝	 1661
甲状腺結節のエコー所見の検討……　竹治　励	 1669
Crowned	dens	syndrome（CDS）の経時的変化に関
する画像的検討……………………　西岡真美	 1677

〔症　例〕
MRI にて経過を追えた Sheehan 症候群の 1例	
………………………………………　大出　創	 1683

内頸動脈に仮性動脈瘤を形成した真菌性蝶形骨洞炎
の 2例………………………………　勝浦尭之	 1687

右頭頂葉皮質に発生した神経節細胞腫の 1例	
………………………………………　杉本繁博	 1693
エオジン好性核内封入体病の 1例…　三好史倫	 1699
線維素性唾液管炎（Kussmaul 病）のMRI 所見	
………………………………………　藤井奈々	 1703
大型広頸脳動脈瘤に対してステント併用を行わずに
コイル塞栓術を行った 1例………　郭　樟吾	 1709

■　61巻13号　■

特集　高精度放射線治療のための 
最適な画像診断に向けて

はじめに………………………………　畠中正光	 1723
放射線治療の進歩と画像診断………　大西　洋	 1725
頭頸部腫瘍に対する IMRTと画像情報の利用	
………………………………………　柴田　徹	 1733
頭頸部腫瘍の治療に必要な画像診断	
………………………………………　藤間憲幸	 1743
肺癌に対する定位放射線治療―dual—energy	CT によ
る物質分析―………………………　青木昌彦	 1751

放射線治療計画における PET—CTの役割―低酸素イ
メージングを中心に―	
………………………………………　平田健司	 1759

〔総　説〕
脳幹病変による水平注視麻痺のMRI	
………………………………………　越智　誠	 1765

〔診　療〕
進行鼻・副鼻腔腫瘍に対する三次元原体照射	
―21 例の臨床的検討―	 …………　今井裕樹	 1773
頭頸部メルケル細胞癌の放射線治療経験	
………………………………………　山本貴也	 1781

上顎洞癌に対する動注化学療法併用放射線治療法の
治療成績……………………………　小西憲太	 1787

前立腺癌に対する鉄含有金マーカー（Gold	Anchor）
の初期経験…………………………　田中　修	 1793

〔症　例〕
特発性頸部リンパ漏の 2例…………　宮下紗衣	 1799

〔技　術〕
Computed	radiography（CR）画像に生じた black	
spots の最適な低減法の基礎的検討	
………………………………………　樫村康弘	 1803

■　連　　載　■

今月の症例
（タイトルは診断名を記載）
薬剤性腸管気腫症……………………　松阪浩美	 261
髄液鼻漏………………………………　橋本　順	 395
上腸間膜動脈瘤………………………　野村貴文	 497
気管の腺様嚢胞癌……………………　北原　均	 617
慢性異所性卵巣妊娠（chronic	ectopic	ovarian	
pregnancy）	 ………………………　小山雅司	 741
PSTT（placental	site	trophoblastic	tumor），胎盤部
トロホブラスト腫瘍………………　小野麻美	 845

傍骨端線部限局性骨髄浮腫（focal	periphyseal	
edema：FOPE）	 …………………　小山雅司	 959
低悪性度粘液性嚢胞腺癌……………　磯田拓郎	 1069
正常圧水頭症…………………………　橋本　順	 1173
Tolosa—Hunt 症候群	…………………　橋本　順	 1289
放線菌症………………………………　藤澤利充	 1713
メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患	
………………………………………　有吉彰子	 1807
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局所脳損傷後に生じる脳内二次変性の MRI
1）椎体路（皮質脊髄路）のワーラー変性	
………………………………………　内野　晃	 265

2）皮質橋路のワーラー変性	………　内野　晃	 385
3）視放線のワーラー変性	…………　内野　晃	 501
4）脳梁（交連線維）のワーラー変性	
………………………………………　内野　晃	 621
5）橋小脳路（中小脳脚）のワーラー変性	
………………………………………　内野　晃	 745
6）延髄下オリーブ核変性および中脳赤核変性	
………………………………………　内野　晃	 849
7）交叉性小脳萎縮	…………………　内野　晃	 963
8）線条体変性	………………………　内野　晃	 1073
9）視床変性	…………………………　内野　晃	 1177
10）黒質変性…………………………　内野　晃	 1293
11）脳弓―乳頭体萎縮，乳頭体―視床路変性	
………………………………………　内野　晃	 1717
12）脊髄，視神経の二次変性………　内野　晃	 1811

がん放射線治療看護シリーズ
3）頭頸部腫瘍の放射線治療看護	…　平田秀紀	 273
4）脳腫瘍の放射線治療看護	………　角美奈子	 389

5）上腹部の放射線治療看護	………　齋藤　勉	 505
6）胸部腫瘍の放射線治療看護	……　角美奈子	 629
7）骨盤部および男性生殖器の放射線治療看護	
………………………………………　齋藤　勉	 749

8）子宮頸癌の放射線治療（根治的放射線治療）看護：
腔内照射を中心に………………　喜多みどり	 855

9）緩和（脳以外）と oncology	emergency	
………………………………………　平田秀紀	 969

新・井の頭だより
41）南洋（2）珊瑚礁	………………　多田信平	 279
42）南洋（3）モアイ像	……………　多田信平	 399
43）南洋（4）lagoon 雑感	…………　多田信平	 509
44）南洋（5）ワニ飼育園	…………　多田信平	 635
45）南洋（6）フィリピン	…………　多田信平	 753
46）海馬………………………………　多田信平	 861
47）遣欧使節…………………………　多田信平	 973
48）アルザス断片……………………　多田信平	 1077
49）イメージ？………………………　多田信平	 1183
50）地図をみる………………………　多田信平	 1299
51）スーパー…………………………　多田信平	 1721
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数字
3D multi—echo GRE　435

3 相骨シンチグラフィ　1551

4 次元放射線治療　293
18F—FDG PET／CT　1257
99mTc—MAA 全 身 シ ン チ グ ラ フ ィ　

1561
111In—DTPA シンチグラフィ　389
123I—FP—CIT　687
123I—FP—CIT SPECT　1651
123I—FP—CIT 脳 SPECT　1173
123I—MIBG 心筋シンチグラフィ　1651

320 列 CT　219

■　欧文索引　■

A
accessory spleen　783

adenomyomatosis　767

a o r t o p u l m o n a r y w i n d o w（A P 

window）　195

AP shunt　757

AVM　1597

B
B7　205

Birt—Hogg—Dubé 症候群　1395

Breakthrough reaction　419

C
cardioREPO　725, 1127

Carney’s trial　1407

CCRT　987

cellular angiofibroma　1283

computed radiography（CR）　1803

Crowned dens syndrome　1677

CT　35, 85, 107, 153, 205, 413, 497, 

531, 563, 587, 789, 877, 943, 1231, 

1355, 1425, 1713

CT Perfusion　1661

CT・MRI　1313

CT ガイド下 RFA　445

CT 矢状断再構成像　1265

CT 所見　817

D
DAT　1641

diffusion weighted image　767

drug　1475

dual—energy CT　211

Dual—energy CT　1751

dynamic CT　1283

dysgerminoma　823

E
Ehlers—Danlos 症候群　1305

F
Fabry 病　1305

FDG　667, 1759

FDG—PET　649, 921, 1589

FDG—PET／CT　379, 735, 1277, 1573

fiducial marker　1793

FLAIR　1699

FMISO　1759

FOPE（focal periphyseal edema）　

959

G
gallbladder cancer　767

gangliocytoma　1693

Gaucher 病　1533

Ga シンチグラフィ　1289

GIST　581

H
Heart Score View　1127

HIV／AIDS　1561

hot tab lung　55

HRCT　47, 531

I
IgG4 関連疾患　1257, 1375, 1481, 1573

IgG4 関連大動脈周囲炎　1387

IgG4 関連肺疾患　1399

IL—6　921

image—guided　1793

imaging plate（IP）　1803

in—room CT　1217

involved field irradiation　1019

Ioflupane　687

ISSVA 分類　1501

IVR　1049

K
Kussmaul 病　1703

L
LAMN　427, 1231

lenvatinib　953

Lewy 小体病　1641

littoral cell angioma　783

Loeys—Dietz 症候群　1305

lupus mesenteric vasculitis　893

M
MEN　1583

Menkes 病　1305

mesenteric phlebosclerosis　893

MIBG 心筋　1641

MIBG 心筋シンチグラフィ　711

MMP—3　921

MRI　35, 265, 367, 435, 501, 563, 627, 

745, 767, 789, 805, 811, 823, 835, 839, 

849, 877, 963, 1073, 1177, 1277, 1283, 

1293, 1355, 1507, 1687, 1699, 1703, 

1713, 1717, 1765, 1793, 1811
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MRI 所見　817

N
NET　777

NTM　55

N 因子　11

O
ovary　835

oncology emergency　969

P
PCI　413

PET　639, 667, 1239, 1555, 1579, 1635, 

1759

PNET　777

POEMS 症候群　1515

prostate radiotherapy　1793

PSTT（Placental site trophoblastic 

tumor）　845

Q
QGS　1127

R
rapid and washout　937

Rosai—Dorfman 病　1363

RSD　1551

S
SBR　687

SBRT　303

segmental approach　93

Sheehan 症候群　1683

smartMIBG—HF　711

specific binding ratio　1173

SPECT　1579

SPECT／CT　389, 1249, 1289

Sturge—Weber 症候群　1305

systemic disease　1475

T
TACE　445

TNM 分類　11

Tolosa—Hunt 症候群　1289

transnodal lymphangiography　1271

TrueBeam　1141

U
urogenital　1475

US　805

V
Vero4DRT　285

von Hippel—Lindau 病　1433

W
WHO 組織分類　27

X
X 線 CT（Computed Tomography）　1

X 線テレビ撮影装置　1061

Y
yolk sac tumor　835

■　和文索引　■

あ
亜急性連合性脊髄変性症　1323

悪性黒色腫　1031

悪性腫瘍　667

悪性リンパ腫　85, 1407, 1807

アルツハイマー病　1635

い
胃がん検診車　1061

異所性腎　1151

異所性妊娠　741

一般撮影　491

遺伝性　1469

遺伝性疾患　1419

遺伝性腫瘍症候群　1333

医療安全　403

インストゥルメンテーション　563

う
ウェルニッケ脳症　1323

打ち抜き像　1515

え
エオジン好性核内封入体病　1699

炎症性偽腫瘍　811

炎症性疾患　885

延髄下オリーブ核　849

お
横行結腸間膜ヘルニア　1265

横靱帯　1677

横紋筋肉腫　1163

オクトレオキャン　1583

か
外照射　953

解剖　865

化学放射線治療　977

核医学画像　1115

拡散強調像　1743

下垂体機能低下症　1683

下垂体腫大　1683

仮性動脈瘤　933, 1687

画像情報解析　1723

画像所見　63, 943

画像診断　227, 513, 1415, 1419, 1609, 

1725

画像変化　517

喀血　219

顎骨骨壊死　1527

合併症　185, 321, 1157

癌　165

肝結核　757

肝血管筋脂肪腫　587

看護　273

肝細胞癌　405, 587

関節リウマチ　1537, 1807
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感染　1507

感染症・炎症性疾患　1313

感染性疾患　1415

感染性腎動脈瘤　607

冠動脈　141

冠動脈 CT　241

嵌頓　613

間膜　865

灌流強調像　1743

緩和照射　969, 1025

き
気管支　205

気管腫瘍　617

偽還納　613

起始異常　133

気腫性腎盂腎炎　1465

気腫肺体積比　337

偽腫瘍　363

稀少転移　969

基底細胞母斑症候群　1363

救済治療　987

急性腎盂腎炎　1465

急性反応　505, 749

急性腹症　471

胸腺癌　379

胸腺腫　1407

胸腺上皮性腫瘍　35

強度変調回転放射線治療　1141

強度変調放射線治療　1031, 1097

強度変調放射線治療（IMRT）　1733

胸部単純 X 線写真　165

胸部表在食道扁平上皮癌　1019

胸部放射線治療　629

胸膜　75

胸膜腫瘍　75

胸膜肥厚　75

虚血性心疾患　639

巨細胞　593

緊急インターベンショナルラジオロ

ジー（IVR）　1041

筋強直性ジストロフィー　1579

筋サルコイドーシス　1277

く
腔内照射　855

偶発癌　241

くる病　1543

け
経時的変化　359

頸長筋　463

頸部腫脹　1799

頸部食道癌　1013

頸部放線菌症　1713

頸部リンパ節　1661

頸部リンパ漏　1799

結核性肺炎　47

血管炎　1339, 1351, 1387

血管炎症候群　1481

血管奇形　107, 1597

血管腫　1597

血管腫・血管奇形　1501

血管新生阻害薬　329

血清反応陰性脊椎関節症　1537

結節影筋膜炎　359

結節性偽痛風　477

血栓吸引　177

血栓性静脈炎　1351

血栓破砕　177

血栓溶解　177

血糖　1345

限局皮膚硬化型全身性強皮症（limited 

cutaneous SSc）＝lcSSc　703

検診成績　1061

原体照射　1773

原発性肺癌　211

こ
広頸脳動脈瘤　1709

膠原病　1339, 1425

膠原病関連肺病変　1399

交叉性小脳萎縮　963

好酸球性食道炎　943

光子線治療　283

甲状腺エコー　1669

甲状腺癌　373

甲状腺機能亢進　1345

甲状腺機能低下症　1097

甲状腺原発扁平上皮癌　953

甲状腺診断　1669

甲状腺乳頭癌　1669

高精度放射線治療　1031, 1723, 1725

後腹膜・腹腔内出血　1041

後腹膜腫瘤　1069

交連線維　621

股関節　435

呼吸性移動　283, 285

呼吸性移動対策　293, 303

呼吸停止法　303

呼吸同期照射　313

呼吸同期法　303

呼吸不全　373

黒質　1293

黒点（black spots）　1803

骨化性筋炎　463, 735

骨形成不全症　1533

骨髄異形成症候群　471

骨髄浮腫　959

骨転移　905, 929

骨内動静脈奇形　1055

骨軟化症　1527, 1543

骨軟部　1507

骨軟部腫瘍　1209

骨肉腫　735

骨盤腎　1151

骨盤内腫瘤　829

骨盤内臓器　749

混合性胚細胞腫瘍　823

根治治療　1013

根治的放射線治療　855

さ
サーモグラフィ　1551

再照射　453

再発形式　353, 1019
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再発性多発軟骨炎　1395

左室拡張機能　693

サルコイドーシス　1573

し
シェーグレン症候群　1375

磁気共鳴画像　1305

子宮　1163

子宮頸癌　855, 1089

子宮広間膜　829

子宮体癌　367

自己免疫性疾患　1339, 1481

自己免疫性膵炎　1257

自己免疫性脳炎　1589

視床　1177

視神経　1811

脂肪　771

脂肪肝　1439

視放線　501

脂肪肉腫　839

シャント　219

縦隔　63

縦隔・肺神経内分泌腫瘍　1407

重症筋無力症　419, 1589

集積領域数　1135

十二指腸静脈瘤　1049

重粒子線治療　1209, 1217

術後再発　987

術後照射　353

腫瘍　877, 1193, 1609

腫瘍類似疾患　1231

上咽頭癌　1623

消化管　1415, 1425

上顎洞癌　1787

照射後変化　513

小線源治療　1082

上腸間膜動脈瘤　497

小児　1193

小児がん　1201

小脳歯状核　849

小脳皮質　963

上腹部照射　505

静脈石　1515

静脈塞栓術　1055

静脈瘤　599

小葉（血管）中心性すりガラス状影　

247

食道癌　629, 657, 977, 987, 993, 1001, 

1105

腎仮性動脈瘤　1157

真菌　1687

心筋血流　639

心筋梗塞　165

神経症性関節症　1521

神経節細胞腫　1693

神経線維腫症　1363

神経線維腫症 1 型　1407

神経内分泌腫瘍　1239, 1433

神経皮膚症候群　1319, 1369

腎結核　1465

心血管 IVR　483

腎血管性疾患　1461

腎細胞癌　763

心疾患　1105

腎腫瘍　1223, 1469

腎腫瘤　1223

腎静脈血栓症　1461

心臓 CT　93

心臓核医学　1115

心臓腫瘍　1387

診断参考レベル DRLs　483

進展形式　1623

心電図同期心筋血流 SPECT　725

浸透圧性髄鞘崩壊症　1345

腎尿路系石灰化病変　1491

腎膿瘍　1465

腎部分切除術　1157

心房細動　693

心膜外脂肪パッド　165

す
髄液鼻漏　389

膵過誤腫　771

膵神経内分泌腫瘍　771

膵内分泌腫瘍　777

水平注視麻痺　1765

スキャニング照射　1217

ステロイド前投薬　419

ステントグラフト　185

せ
生活指導　273

正常圧水頭症　1173

正常解剖　1623

正常組織障害　273

成人　1163

精巣区域性梗塞　805

生存率　453

成長板　959

脊髄　1811

絶食時間　1135

切迫破裂　153

線維筋性異形成　1461

線維素性唾液管炎　1703

遷延性微小放射線肺臓炎　337

腺筋症　367

線条体　1073

染色体欠失症候群　1369

全身型若年性特発性関節炎　921

全身撮影　905

全身性エリテマトーデス　1537

全身性強皮症（systemic sclerosis）＝

SSc　703

全身性疾患　1447

センチネルリンパ節　1249

先天性筋ジストロフィー　1333

先天性甲状腺機能低下症　1543

先天性心疾患　93

先天性難聴　1369

腺様嚢胞癌　617

前立腺癌　1082

線量体積ヒストグラム　1105

そ
造影 CT　211

造影 dynamic MRI　937
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造影剤　403

造影剤腎症　413

造影超音波　587

早期肺癌　337

走行異常　133

塞栓術　607, 1157

側副血行路　675

鼠径ヘルニア　613

ソフトウエア間の比較　725

ソマトスタチン受容体　1239

た
体幹部定位放射線治療　337, 517

退形成性膵管癌　593

胎児　125

代謝性疾患　1521

大腿骨頸部骨折　363

大動脈炎症候群　1573

大動脈肺動脈窓　195

大動脈瘤　153, 185

胎盤部トロホブラスト腫瘍　845

大網　795

大網裂孔ヘルニア　1265

タウ　1635

唾液腺 IgG4 関連疾患　1555

唾液腺シンチグラフィ　1555

高安動脈炎　1461

多臓器結核　757

多発　1469

多発血管炎性肉芽腫症　1375

多発性内分泌腫瘍症　1363

多発内分泌腫瘍症 1 型　1433

ダブルカテーテル法　1709

多房性嚢胞性病変　799

胆管癌　599

単冠動脈　133

男性尿道　811

胆石　799

炭素線治療　313

胆嚢腫瘍　763

単発性リンパ節転移　977

ち
中縦隔　63

中小脳脚　745

虫垂腫瘍　1231

虫垂粘液産生腫瘍　427

中脳赤核　849

腸間膜　877

腸間膜静脈血栓　893

腸間膜動脈虚血　893

蝶形骨洞炎　1687

超選択的動注化学療法　1787

治療後変化　1677

つ
椎骨動脈　933

椎周囲間隙　463

通院状況　1135

通過障害症状　993

て
低異型度虫垂粘液性腫瘍　427

定位放射線照射　1141

定位放射線治療　1031, 1751

低酸素　1759

ディジタルラジオグラフィー（DR）　

1061

鉄過剰症　1439

転移　763

展開針　445

と
頭蓋底　1609

頭頸部　1351

頭頸部癌　273, 1097, 1661, 1733

頭頸部感染症　1355

頭頸部扁平上皮癌　353, 1743

同時化学放射線療法　1013

動体追跡放射線治療　293

動体追尾照射　285

動注化学療法　347

疼痛再燃　929

動脈塞栓術　1055

な
内用療法　373

軟骨無形成症　1533

に
肉腫　1209

二次変性　265, 745, 849, 963, 1073, 

1177, 1293, 1717, 1811

入射表面線量　483

乳腺腫瘍　937

乳腺腺筋上皮腫　937

乳頭体　1717

乳糜胸　1799

尿管 sarcomatoid carcinoma　817

尿道毒性　1082

認知症　649

ね
粘液性嚢胞腺癌　1069

粘液性嚢胞腺腫　1069

粘液嚢胞腺腫　427

の
脳　1313

脳幹病変　1765

脳弓　1717

脳血管内治療　1709

脳血流 SPECT　675

脳腫瘍　1693

脳損傷　265, 745

脳の放射線障害　551

嚢胞　1223, 1693

嚢胞性腎疾患　125

嚢胞様　359

脳梁　621

は
肺　85, 107

肺癌　1, 11, 27, 517, 629, 1751

肺結核　227

肺結核症　47

肺血管炎　1399
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肺細動脈（微小循環）の観察　247

杯細胞カルチノイド　1231

肺低形成　125

肺動脈性肺高血圧症　247

排尿障害　1082

破骨細胞型　593

橋本脳症　1345

播種性 MAC 症　55

バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術

（Balloon Occluded Retrograde 

Transvenous Obliterarion）　1049

破裂　581

反回神経麻痺　195

晩期障害　453

晩期反応　505, 749

晩期有害事象　1089, 1105

半導体 SPECT　693

ひ
非外傷性十二指腸壁内血腫　1041

被殻　1073

非結核性抗酸菌症　55

皮質橋路　385

非腫瘍性疾患　885

尾状核　1073

ビスフォスフォネート製剤　1527

脾臓　783

ビタミン B1　1323, 1329

ビタミン B12　1323

被曝管理　491

皮膚悪性腫瘍　1249

皮膚癌　1781

びまん性肝疾患　1439

肥満度指数（BMI）　165

びまん皮膚硬化型全身性強皮症（dif-

fuse cutaneous SSc）＝dcSSc　703

標準化　1115

病的骨折　363

病理診断　27

日和見感染症　1561

ピロリン酸カルシウム沈着症　477

ふ
フィラリア性乳び尿　1169

腹腔鏡下胆嚢摘出術後　799

腹腔内出血　581

腹腔内膿瘍　799

副甲状腺機能亢進症　1543

副甲状腺機能低下症　1543

副甲状腺シンチグラフィ　1583

副作用　405

福島第 1 原子力発電所　1803

副腎癌　789

副腎結節性病変　1491

副腎梗塞　471

副腎腺腫　789

副腎両側性腫大　1491

副脾　783

副鼻腔腫瘍　1773

腹部圧迫法　303

腹部腫瘤　795

腹膜　865, 877

腹膜・間膜の解剖　885

婦人科腫瘍　1025

不整脈　141

フュージョン画像　905

フルニエ壊疽　1465

へ
平滑筋肉腫　829

変性疾患　1521

ほ
膀胱癌　347

放射線　321

放射線壊死　551

放射線情報システム　491

放射線性骨壊死　933

放射線性肺障害　1001

放射線性白質脳症　551

放射線治療　273, 329, 347, 513, 749, 

929, 993, 1001, 1089, 1781, 1787

放射線肺障害　531

放射線肺臓炎　517

放射線皮膚障害　483

放射線部　403

放射線誘発性心筋障害　657

放射線療法　657

傍腫瘍症候群　1447, 1589

放線菌症　795

保険収載　1201

ポリポーシス　1419

ま
慢性異所性妊娠　741

慢性咳嗽　617

慢性心不全　711

慢性脳動脈閉塞症　675

み
ミトコンドリア病　1333

脈管奇形　1501

む
ムコ多糖症　1533

め
メトトレキサート関連リンパ増殖性疾

患　1807

メトトレキセート脊髄症　1329

メトロニダゾール脳症　1329

メルケル細胞癌（MCC）　1781

面検出器 CT　141

も
もの忘れドック　649

門脈ステント　599

ゆ
有害事象　329

融合画像処理　1733

よ
葉酸　1329

陽子線治療　1193, 1201

ヨード造影剤　405
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ら
ランゲルハンス組織球症　1363

卵巣　823

卵巣癌肉腫　839

卵巣腫瘍　1447

卵巣妊娠　741

り
粒子線治療　283, 313, 1187, 1217

瘤内血栓化　497

臨床病期　1

リンパ管造影　1169, 1271

リンパ上皮腫様癌　379

リンパ節転移　1025

リンパ脈管筋腫症　1395

リンパ瘻　1271

れ
レビー小体型認知症　1651

ろ
瘻孔　607

わ
ワーラー変性　385, 501, 621
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あ
青木昌彦　1751
赤木由紀夫　1031
明石敏昭　1323, 1329
秋元哲夫　1201
阿保　斉　893
天沼　誠　141
有吉彰子　477, 1807
粟井和夫　413

い
石毛章代　687
石田尚利　563
石戸谷俊太　133
石村茉莉子　205
泉佐知子　977
磯田拓郎　1069
市川珠紀　1425
伊藤賢三　607
稲田正浩　657
稲葉洋平　483
井上達朗　1461
井上俊彦　337
猪俣泰典　1081
今井茂樹　1597
今井裕樹　1773
今井　裕　638, 1302
今井礼子　1209
今林悦子　1589
苛原早保　795
岩佐　瞳　1277
岩野信吾　211

う
浮洲龍太郎　1355
内野　晃　265, 385, 501, 621, 745, 849, 

963, 1073, 1177, 1293, 1717, 1811
内山雄介　1609
馬越紀行　1169

え
江原　威　1013

お
呉　隆進　453

扇谷芳光　1223
大須賀慶悟　1501
大出　創　1683
大西　洋　513, 1725
岡内研三　1469
岡崎　肇　593
岡島由佳　823
岡村　淳　817
岡村信行　1635
岡本浩一郎　1313
荻野伊知朗　1105
奥　洋平　303
尾崎　裕　1305
小澤良之　63
越智　誠　1765
鬼塚浩徳　185
小野修一　85, 531
小野麻美　845
小野由美香　839
小野寺祐也　799

か
郭　樟吾　1709
掛端伸也　1623
風岡純一　783
何澤信礼　247
樫村康弘　1803
勝浦尭之　1687
加藤大地　933
加藤仁美　1465
蟹江悠一郎　829
加茂実武　805
唐澤久美子　1187
川合　豪　777
河村綾希子　1283
川村謙士　1157

き
喜多みどり　855
北原　均　617
北村範子　1507
北村弘樹　943
木村智樹　1141
切通智己　987
桐山智成　1573

く
楠本昌彦　1
久保典子　1249
久保田佳樹　313
栗原泰之　864, 1818
黒瀬太一　445
黒田弘之　811
桑島成子　125

こ
河野佐和　1019
後閑武彦　756, 1475, 1722
小須田茂　1561
小玉隆男　1369
小西憲太　1787
小山　貴　1447
小山雅司　741, 959

さ
財前　翠　1163
齋藤　勉　505, 749
坂本一郎　1387
佐藤公彦　1257
佐藤吉隆　1265

し
志賀久恵　1049
篠崎健史　75, 1515
柴田　徹　1733
清水辰哉　347
清水雅人　693
清水友理　993

す
杉本繁博　1693
鈴木一廣　1395
鈴木智大　1533, 1543
角　明子　885
角美奈子　389, 629
須山淳平　1555, 1579

せ
瀬戸一彦　10, 292, 404, 597, 647, 793, 

875, 1011, 1095, 1207, 1640, 1741
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そ
曽原康二　675
祖父江慶太郎　1439
染原　涼　359

た
太地良佑　789
高橋正明　1481
高橋佑治　435
竹川鉦一　165
竹治　励　1669
田嶋　強　767
田島廣之　177
多田信平　279, 399, 509, 635, 753, 861, 

973, 1077, 1183, 1299, 1721
只信美紀　379
田中　修　929, 1025, 1793
田中伸幸　1399
田野政勝　491

つ
塚田庸一郎　329
塚原弥生　763
対馬史泰　1055
対馬義人　403
津野田雅敏　153
靍岡慎太郎　581

て
寺嶋千貴　541

と
時信麻美　1271
徳永幸史　107
戸島史仁　1433
外山芳弘　1351

な
永井圭一　757
中嶋憲一　1115
中島好晃　599
中島怜子　1407
中園貴彦　35
中田和佳　1537
中村匡希　667
中村真菜　1491
中村光宏　285
中本裕士　1239

名嘉山哲雄　1521, 1527
並木洋子　771

に
西岡真美　1677
西島紀子　735
西本優子　47
西森美貴　463
西山　晃　219

の
野口峻二郎　55
延原正英　241
野村貴文　497

は
袴田裕人　877
橋本　順　282, 395, 976, 1173, 1289, 

1567
橋本禎介　1551
畠中正光　1723
服部由紀　471
濱本　泰　353
早川克己　419
林　和彦　321
林田孝平　649
林田佳子　865
原田太平　613

ひ
肥田　敏　725
秀浦景子　587
日野彩子　921
平田健司　1759
平田岳郎　1097
平田秀紀　273, 969

ふ
福島賢慈　639
福永　健　367
藤井奈々　1703
藤澤利充　1713
藤間憲幸　1743
藤原直人　405
古谷清美　195

ほ
星　千春　1061

堀田昌利　93
保利治子　937
堀越浩幸　905

ま
前田陽子　427, 1231
増本智彦　551
松浦紘一郎　1375
松尾信郎　703
松阪浩美　261
松本康男　517
的場宗孝　1661

み
三木　誠　227
水本斉志　1193
溝口信貴　1217
宮下紗衣　1799
宮本　篤　11
宮本直樹　293
三好史倫　1699

む
麦倉俊司　1319, 1345
椋田奈保子　835
村山淳人　1135

も
百瀬　満　1583
森慎一郎　283
森　　墾　512, 1186

や
川口真矢　1363
安井光太郎　1041
安田圭太　363
山口慶一郎　1127
山下　孝　402, 1080
山田貴久　711
山本貴也　1781

ゆ
夕永裕士　1151

よ
横瀬智之　27
横田　元　1333, 1339
吉田敦史　1651
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米山達也　1641
萬　篤憲　1082

わ
若月　優　1089
和田優貴　953

渡谷岳行　1415, 1419
渡辺　憲　373
渡部成宣　1001
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