
（第277回～第398回）

HP掲載症例：症例説明のみ=☆／呈示画像あり=★

A Acute appendicitis（Appendicitis gangrenosa） 第282回 症例8 ★

Adrenoleukodystrophy 第277回 症例7

AFP（PIVKA-II）産生胃癌：AFP and PIVKA-II producing gastric cancer 第300回 症例9

Alcoholic hyperplastic nodule of the liver 第292回 症例5 ★

ANCA 関連血管炎、ANCA 関連血管炎性中耳炎（OMAAV）：
ANCA associated vasculitis, Otitis media with ANCA associated vasculitis 第398回 症例6 ★

Annular pancreas 第278回 症例1 ★

Arrested pneumatization of the skull base 第386回 症例5

atypical polypoid adenomyoma 第279回 症例7

　

B Boerhaave症候群（特発性食道破裂） 第285回 症例8 ★

BCG関連リンパ節炎：Bacille Calmette-Guérin lymphadenitis 第375回 症例1 ☆

BCG 膀胱内注入療法後に生じた結核性大動脈瘤：infected aortic aneurysm caused by
mycobacterium bovis after intravesical Bacillus Calmette - Guérin treatment for bladder cancer 第384回 症例1 ☆

　

C CHARGE 症候群：CHARGE syndrome 第342回 症例5 ☆

CLIPPERS 第389回 症例1 ☆

CLIPPERS（ chronic lymphocytic inflammation with pontine perivascular enhancement
responsive to steroids） 第341回 症例8 ★

CNS；Intravascular lymphomatosis 第303回 症例1 ★

Cobb 症候群：Cobb syndrome 第377回 症例8 ★

Congenital bronchial atresia 第284回 症例2 ★

Co中毒：carbon monoxide poisoning 第393回 症例6 ★

Creutzfeldt-Jakob病 第277回 症例4

　

D

E

EGPA による筋膜炎：fascitis due to eosinophilic granulomatosis with polyangiitis（EGPA） 第395回 症例8 ★

Epithelioid hemangioendothelioma 第278回 症例3

　

F fibrolamellar hepatocellular carcinoma 第366回 症例2 ★

fibrolamellar hepatocellular carcinoma 第317回 症例3

fibroma of the tendon sheath 第304回 症例2 ★

Fibrothecoma 第280回 症例7

Fitz-Hugh-Curtis症候群：Fitz-Hugh-Curtis Syndrome 第296回 症例4

5FU 脳症：5-Fluorouracil-induced encephalopathy 第288回 症例5

　

G GIST：gastrointestinal stromal tumor 第396回 症例5

GIST：gastrointestinal stromal tumor 第303回 症例4 ★

GIST：gastrointestinal stromal tumor 第293回 症例5 ★

　

H Hemorrhagic adrenal pseudocyst 第277回 症例6

★

東京レントゲンカンファレンス解答集

Churg-Strauss 症候群：
Eosinophilic granulomatosis with polyangitis（EGPA）（Churg-Strauss syndrome）

第341回 症例5

EB ウイルス関連血球貧食性リンパ組織球症：
EBV-associated hemophagocytotic lymphohistiocytosis（EBV-HLH） 第366回 症例6 ☆

Down 症に合併したAlzheimer 型認知症、右中大脳動脈狭窄：
Alzheimer-type dementia and right middle cerebral artery stenosis with Down syndrome

第387回 症例1 ☆



Hygroma 第279回 症例8

　

I IgG4 関連胸膜疾患：IgG4- related disease 第378回 症例4 ☆

IgG4 関連硬化性胆管炎：IgG4-related sclerosing cholangitis 第344回 症例5 ☆

IgG4 関連疾患：IgG4-related disease 第391回 症例7 ★

IgG4 関連疾患：IgG4-related disease 第369回 症例5 ★

IgG4 関連疾患：IgG4-related disease 第326回 症例7 ★

IgG4 関連疾患：IgG4 related disease 第323回 症例8 ★

IgG4関連硬化性病変・自己免疫性膵炎・硬化性胆管炎・（硬化性唾液腺炎） 第297回 症例1 ★

IgG4 関連肺疾患：IgG4-related lung disease 第356回 症例5 ☆

　

J Juxtacortical chondroma, right femur 第302回 症例7 ★

　

K Kaposi's sarcoma with pneumocystis pneumonia 第296回 症例3 ★

　

L Leiomyosarcoma of the prostate gland 第293回 症例2 ★

Lemierre症候群：Lemierre syndrome 第375回 症例6 ☆

liposclerosing myxofibrous tumor 第324回 症例6

　

M Marchiafava-Bignami病 第279回 症例6 ★

Marchiafava-Bignami病：Marchiafava-Bignami disease 第290回 症例8

phalangeal microgeodic disease 第342回 症例6 ☆

結節性硬化症に合併した
multifocal micronodular pneumocyte hyperplasia（MMPH） 第381回 症例3 ☆

Multiple Sclerosis 第303回 症例8 ★

　

N NOMI（Non-occlusive mesenteric ischemia）非閉塞性腸管虚血症 第278回 症例7 ★

　

P Paragonimus westermani infection 第299回 症例4 ★

Parry-Romberg 症候群：Parry-Romberg syndrome 第380回 症例5 ★

Pedunculated hemangioma of the liver 第278回 症例2 ★

Petersen 症候群（Petersenヘルニア）Roux-en-Y 再建術後内ヘルニア：Petersen's hernia 第355回 症例8 ★

POEMS 症候群：POEMS syndrome 第387回 症例6 ★

POEMS 症候群：POEMS syndrome 第350回 症例8 ★

primary intracranial germinoma 第293回 症例1 ★

Primitive neuroectodermal tumor-medulloblastoma（PNET-MB） 第283回 症例5 ★

PTPによる直腸穿孔：rectal perforation caused by a press-through package 第294回 症例1 ★

　

R Regeneration of pituitary tissue in the ectopic locations in macroadenoma 第295回 症例2 ★

Rendu-Osler-Weber 病：Rendu-Osler-Weber disease 第361回 症例2 ☆

Ruptured mediastinal Teratoma：縦隔奇形腫破裂 第298回 症例7 ★

　

S SANT：sclerosing angiomatoid nodular transformation 第360回 症例7 ☆

SAPHO 症候群：SAPHO（synovitis-acne-pustulosis-hyperostosis ostemyelitis）syndrome 第355回 症例4 ★

Septic emboli 第279回 症例1

Serous adenocarcinoma of fallopian tube Stage I A（T1aN0M0） 第291回 症例2 ★

SLE（ループス腸炎、大腸嚢腫様気腫症、間質性肺炎）：
SLE（lupus enteritis(isdenic enteritis),pnematosis cystoides intestinalis,interstitial pneumonia） 第327回 症例6

solid pseudo-papillary neoplasm of the pancreas（SPN） 第323回 症例6 ★

solid-pseudopapillary tumor of pancreas（solid and cystic tumor） 第277回 症例5

Steroid cell tumor, not otherwise specified of right ovary 第299回 症例2 ★



Swyer-James syndrome 第277回 症例8

　

T Tuberous Sclerosis 第280回 症例2

Tumefactive demyelinating lesions 第303回 症例7 ★

Tumefactive MS / demyelinating lesion（腫瘤様に見える脱髄疾患） 第293回 症例4 ★

　

W Wunderlich 症候群、卵管留膿腫： Wunderlich syndrome, tubo-ovarian abscess 第394回 症例1

　

　

あ アイカルディ症候群：Aicardi syndrome 第317回 症例7

亜急性硬化性全脳炎：SSPE（subacute sclerosing panencephalitis） 第360回 症例4 ☆

悪性黒色腫　肝転移：metastasis of malignant melanoma 第339回 症例8 ★

悪性黒色腫：malignant melanoma 第331回 症例5

悪性黒色腫：malignant melanoma 第290回 症例1

悪性黒色腫腋窩リンパ節転移：metastatic melanoma of unknown primary 第381回 症例2 ★

停留精巣由来の悪性混合性胚細胞種：
Malignant mixed germ cell tumor arising from undescended testis 第364回 症例6 ☆

悪性線維性組織球症（炎症型）：malignant fibrous histiocytoma（inflammatory type） 第295回 症例7

悪性腹膜中皮腫：peritoneal malignant mesothelioma 第347回 症例1 ☆

悪性末梢神経鞘腫瘍：malignant peripheral nerve sheath tumor 第380回 症例7 ☆

悪性末梢神経鞘腫瘍：malignant peripheral nerve sheath tumor （MPNST） 第352回 症例4 ★

悪性末梢神経鞘腫瘍（神経線維腫症 I 型［ NF1 ］に伴う）：
malignant peripheral nerve sheath tumor （MPNST） 第317回 症例2 ★

悪性リンパ腫：malignant lymphoma 第330回 症例1

悪性リンパ腫：malignant lymphoma 第319回 症例7

悪性リンパ腫（卵巣）：malignant lymphoma of the ovary（Diffuse large B-cell） 第314回 症例8 ★

悪性リンパ腫：malignant lymphoma（Diffuse large B-type） 第313回 症例4 ★

悪性リンパ腫：malignant lymphoma（Diffuse large B-cell） 第286回 症例4 ★

悪性リンパ腫：non-Hodgkin, diffuse-large B-cell type 第298回 症例9 ★

子宮原発悪性リンパ腫：primary malignant lymphoma of the uterus 第356回 症例4 ☆

アバネシー奇形＋多発肝腫瘍（限局性結節性過形成）：
abernethy malformation with multiple liver tumors （FNH） 第364回 症例2 ★

アミロイドーシス：amyloidosis 第341回 症例4

アメーバ性肝膿瘍（破裂）：rupture of amebic liver abcess 第309回 症例6

アランチウスの静脈管：Arantius duct 第286回 症例1

α1-アンチトリプシン欠乏症：α1-antitrypsin deficiency 第374回 症例8 ★

スエヒロタケによるアレルギー性気管支肺真菌症：
allergic bronchopulmonary mycosis caused by Schizophyllum commune 第367回 症例5 ☆

アレルギー性紫斑病：Schönlein-henoch purpura 第329回 症例8 ★

　

い 胃アニサキス：gastric anisakiasis 第329回 症例2 ★

胃重積様所見を呈した胃アニサキス症：gastric anisakiasis that looked like intussuception 第382回 症例6 ☆

胃癌の骨格筋転移：gastric carcinoma metastasis to skeletal muscles 第345回 症例6 ★

胃癌の左鎖骨上リンパ節転移：
left supraclavicular lymphnode metastasis from gastric cancer 第343回 症例2 ☆

胃癌の子宮転移：metastatic adenocarcinoma to the uterus from gastric cancer 第393回 症例4 ★

異型性髄膜腫：atypical meningioma 第377回 症例5 ★

異所性過誤腫性胸腺腫：ectopic hamartomatous thymoma 第351回 症例4 ☆

異所性甲状腺：Ectopic thyroid gland 第286回 症例2

異所性膵由来の膵管内乳頭粘液性癌：
intraductal papillary mucinous carcinoma arising from ectopic pancreas 第392回 症例7 ☆



異所性肺石灰化：metastatic pulmonary calcification 第287回 症例3

異染性白質ジストロフィ 第303回 症例3 ★

胃重複症：gastric duplication cyst 第362回 症例7 ★

一過性脳梁膨大部病変：transient callosal spleninm lesion 第294回 症例2 ★

遺伝性血管性浮腫：hereditary angioedema 第365回 症例8 ★

遺伝性血管（神経）性浮腫：hereditary angio(neurotic)edema 第313回 症例2

遺伝性（家族性）クロイツフェルドヤコブ病：hereditary Creutzfeldt-Jakob disease 第318回 症例1

遺伝性出血性末梢血管拡張症：Osler-Weber-Rendu disease 第368回 症例6 ★

動脈瘤塞栓後の親水性ポリマーコーティングによる異物肉芽腫：
granulomatous foreign body reaction associated with hydrophilic coating polymer 第357回 症例1 ☆

陰圧性肺水腫：negative pressure pulmonary edema 第325回 症例5

インフルエンザ感染後に続発した侵襲性アスペルギルス症：
invasive pulmonary aspergillosis associated with influenza 第394回 症例3

　

う ウイルス性腸炎後の十二指腸潰瘍穿孔：duodenal perforation due to viral colitis 第363回 症例6 ☆

ウィルソン病：Wilson's disease 第354回 症例3 ☆

Wilson病 第280回 症例3

ウェゲナー肉芽腫：Wegener's granulomatosis 第304回 症例5

ウェゲナー肉芽腫症：Wegener's granulomatosis 第300回 症例4 ★

Wegener　肉芽腫症 第277回 症例2

Wegener's granulomatosis 第279回 症例2

ウエステルマン肺吸虫症、肝吸虫症：paragonimiasis westermari, clonorchiasis 第392回 症例5 ★

ウェステルマン肺吸虫症：plumonary paragonimiasis westermani 第342回 症例8 ★

ウェルニッケ脳症：Wernicke's encephalopathy 第352回 症例6 ☆

ウォルフ管起源卵巣腫瘍：ovarian wolffian tumor 第330回 症例2

運動誘発性冠攣縮性狭心症：exercise induced coronary spastic angina 第396回 症例4

　

え AIDS関連カポジ肉腫：AIDS-related Kaposi's sarcoma 第331回 症例2

HIV感染症に合併した赤痢アメーバ感染症：Amebiasis associated with HIV infection 第292回 症例6 ★

HIV/AIDSに合併したカポジ肉腫（肺転移）：
Pulmonary Kaposi's sarcoma in a HIV/AIDS patient 第284回 症例1 ★

HTLV-1関連細気管支・肺胞異常症：HABA/HAB
HTLV-1 associated bronchiolo-alveolar disorder、HTLV-1 associated bronchopneumonopathy 第319回 症例3 ★

HTLV-1 関連気管支肺胞異常症：HTLV-1 associated bronchiolo-alveolar disorder（HABA） 第286回 症例3

エキノコックス症：echinococcosis 第383回 症例7 ☆

壊死型虚血性大腸炎：gangrenous ischemic colitis 第352回 症例2 ☆

S状結腸間膜窩ヘルニア ／ S状結腸間陥凹ヘルニア：intersigmoid hernia 第344回 症例3 ★

S状結腸間膜窩ヘルニア：intersigmoid hernia 第315回 症例1

S状結腸癌、卵巣転移：sigmoid colon cancer with ovarian metastases 第316回 症例5 ★

炎症性偽腫瘍（横隔膜発生）：inflammatory pseudotumor 第311回 症例6 ★

炎症性偽腫瘍：inflammatory myofibroblastic tumor 第308回 症例1 ★

炎症性偽腫瘍：inflammatory pseudotumor 第305回 症例5 ★

　

お 横隔膜裂傷：Laceration of diaphragm 第290回 症例4

縦隔内に進展した（非機能性）副甲状腺嚢腫の１例 第297回 症例6 ★

黄色性肉芽腫性胆嚢炎：xanthogranulomatous cholecystitis 第379回 症例8 ☆

黄色肉芽腫性胆嚢炎、胆嚢頚部胆石症：
Xanthogranulomatous cholecystitis, Gallstone at the gallbladder neck 第282回 症例1

黄体出血：Ruptured corpus luteum 第282回 症例3

HAGL病変（反復性肩関節脱臼における）：
HAGL（humeral avulsion of the glenohumeral ligamet）lesion

第307回 症例2



横紋筋肉腫（胎児性） 第287回 症例5 ★

横紋筋融解症（労作性）：exertional rhabdomyolysis 第307回 症例8

オリーブ核仮性肥大：Olivary pseudohypertrophy 第289回 症例1 ★

OHVIRA症候群： Obstructed Hemivagina and Ipsilateral Renal Anomaly 第319回 症例6 ★

　

か 海線静脈洞部アスペルギルス症：aspergillosis in the cavernous sinus 第354回 症例2 ☆

外陰部血管筋線維芽細胞腫：angiomyofibroblastoma of the vulva 第383回 症例3 ★

Cowden 病：Cowden disease 第357回 症例8 ☆

可逆性後頭葉白質脳症：posterior reversible encephalopathy syndrome（PRES） 第388回 症例4 ☆

可逆性後頭葉白質脳症：posterior reversible encephalopathy syndrome（PRES） 第344回 症例4 ☆

化骨性筋炎：myositis ossificans 第314回 症例7 ★

下垂体過形成（橋本病による）：pituitary hyperplasia secondary to Hashimoto's disease 第338回 症例7 ★

ガーゼオーマ（異物肉芽腫）：gossypiboma（foreign body granuloma） 第323回 症例7 ★

ガゼオーマ：gauzeoma（gossipyoma） 第312回 症例2

ガゼオーマ：gauzeoma（gossipyoma） 第294回 症例3 ★

家族性大腸腺腫症（familial adenomatous polyposis ： FAP）大腸癌の卵巣転移、
甲状腺癌（乳頭癌） 第300回 症例6 ★

肩アミロイド関節症：Amyloid arthropathy of the shoulder 第282回 症例5

褐色脂肪腫：hibernoma 第371回 症例1 ★

褐色脂肪腫：hibernoma 第334回 症例1 ★

褐色脂肪腫：hibernoma 第309回 症例3 ★

褐色脂肪組織の活性化を伴う多発副腎外性褐色細胞腫（傍神経節腫）：multiple　extra-adrenal
pheocromocytoma/paragangrioma｠（not R/O malignant pheocromocytoma/paragangrioma）
with activated brown adipose tissue

第340回 症例1 ☆

過敏性肺炎：hypersensitivity pneumonia 第346回 症例8 ☆

滑膜肉腫 （Monophasic fibrous type） 第298回 症例8 ★

鎌状赤血球症：sickle cell disease 第324回 症例7 ★

鎌状赤血球症（脾梗塞）：sickle cell anemia（splenic infarotion） 第289回 症例3

顆粒細胞腫（右膝窩部）：granular cell tumor, benign 第305回 症例1 ★

川崎病：Kawasaki disease (mucocutaneous lymph node syndrome) 第362回 症例1 ★

頸部リンパ節腫脹を呈した川崎病：lymphadenopathy presentation of Kawasaki disease 第346回 症例2 ☆

肝エキノコックス症：liver echinococcosis 第335回 症例7 ★

肝エキノコッカス症：alveolar echinococcosis of the liver 第316回 症例2

肝炎症性偽腫瘍：inflammatory pseudotumor of  liver 第391回 症例8 ★

肝外発育型肝細胞癌：hepatocellular carucinoma (HCC), extrahepatically growing 第370回 症例6 ★

眼窩静脈瘤：orbital venous varix 第371回 症例2 ★

肝過形成結節：hepatic hyperplastic nodule 第281回 症例5 ★

眼窩内海綿状血管腫：cavernous hemangioma of the orbit 第337回 症例7 ★

眼窩内骨膜下血腫：intraorbital subperiosteal hematoma 第336回 症例7 ★

肝鎌状関膜ヘルニア：internal hernia through the falciform ligament 第326回 症例1 ★

眼球内シリコンオイルの脳室内への迷入：intracranial migration of silicone oil from the eye 第388回 症例3 ☆

ガングリオン：ganglion 第296回 症例9 ★

肝結核：tuberculosis of liver（and soft tissue） 第312回 症例6 ★

肝血管筋脂肪腫（類上皮型血管筋脂肪腫）：Hepatic epithelioid angiomyolipoma 第381回 症例7 ★

肝血管筋脂肪腫：hepatic angiomyolipoma 第357回 症例6 ☆

肝血管筋脂肪腫：angiomyolipoma of the liver 第336回 症例3 ☆

肝血管筋脂肪腫：angiomyolipoma of the liver 第304回 症例3

肝血管筋脂肪腫：Hepatic angiomgolipoma 第286回 症例5

肝血管腫：hepatic hemangioma（cavernous hemangioma） 第355回 症例2 ☆

肝血管肉腫：hepatic angiosarcoma 第340回 症例7 ★

肝原発癌肉腫（肝細胞癌 + 骨肉腫）：carcinosarcoma of the liver 第348回 症例5 ☆



肝細胞癌：hepatocellular carcinoma 第317回 症例8 ★

肝細胞癌の自然退縮：spontaneous regression of hepatocellular carcinoma 第365回 症例4 ★

肝サルコイドーシス：liver sarcoidosis 第379回 症例2 ☆

肝サルコイドーシス：hepatic sarcoidosis 第368回 症例8 ★

カンジダ食道炎：candida esophagitis 第318回 症例5 ★

間質性肺炎（剥離性）：desquamative interstitial pheumonia 第309回 症例8

肝紫斑病：hepatis peliosis 第390回 症例8 ☆

肝紫斑病：peliosis hepatis 第307回 症例3 ★

冠静脈洞左房交通：unroofed coronary sinus　ASD 第363回 症例3 ★

肝性脳症（門脈大循環シャントによる）：hepatic coma cansed by portosystemic shunt 第321回 症例2

感染性脳動脈瘤：infectious cerebral aneurysm 第384回 症例3 ☆

汗腺腫（汗腺癌）：nodular hidradenoma（nodular hidradenocarcinoma） 第394回 症例4

肝臓原発神経鞘腫：schwannoma occurred in the liver 第365回 症例6 ☆

肝内胆管癌：Intrahepatic cholangiocarcinoma 第295回 症例6 ★

肝嚢胞：Complicated cyst 第301回 症例2

肝のう胞腺腫：biliary cystadenoma（intrahepatic bile duct cystadenoma） 第304回 症例8

肝副葉茎捻転：torsion of accessory hepatic lobe 第385回 症例7 ☆

肝未分化癌：undifferentiated carcinoma of the liver  第354回 症例8  ★

肝未分化（胎児性）肉腫：undifferentiated embryonal sarcoma  第379回 症例3 ☆

肝未分化肉腫：undifferentiated embryonal sarcoma of the liver  第349回 症例8  ★

顔面神経鞘腫：facial nerve schwannoma  第361回 症例1 ☆

肝類上皮血管内皮腫：Hepatic epithelioid hemangioendothelioma 第295回 症例1

肝類上皮性肉芽腫（クローン病の腸管外合併症） 第278回 症例8 ★

肝濾胞性リンパ腫：follicular lymphoma of the liver 第341回 症例3 ★

　

き 鉄剤誤嚥による気管支狭窄：bronchial stenosis caused by aspiration of an iron tablet 第381回 症例8 ★

気管・気管支結核：tracheobronchial tuberculosis 第354回 症例1 ★

気管気管支骨軟骨異形成症：tracheobronchopathia osteochondroplastica 第393回 症例2 ☆

気管支結核：bronchial tubeculosis 第297回 症例2 ★

寄生筋腫（モルセローマ）：parasitic myoma（morcelloma） 第366回 症例8 ☆

基底細胞母斑症候群（Basal Cell Nevus Syndrome ; BCNS） 第343回 症例3 ☆

基底細胞母斑症候群：BCNS（Basal Cell Nevus Syndrome） 第334回 症例6 ☆

木村病（軟部好酸球性肉芽腫症）：Kimura's disease, left lower jaw 第302回 症例6 ★

キャッスルマン病（腹壁）：Castleman's disease 第388回 症例5 ★

キャッスルマン病：Castleman's disease 第371回 症例6 ★

キャッスルマン病：Castleman's disease 第366回 症例4 ★

キャッスルマン病：Castleman's disease 第309回 症例2

キャッスルマン病：Castleman's disease 第306回 症例1 ★

キャッスルマン病：Castleman's disease 第298回 症例2

キャッスルマン病：Castleman's disease 第287回 症例1 ★

キャッスルマン病：Castleman's disease 第287回 症例7

Castleman病（hyaline vascular type） 第280回 症例1

キャッスルマンリンパ腫：Castleman lymphoma（hyaline vascular type） 第314回 症例4 ★

Castleman リンパ腫 第279回 症例4

嗅神経の神経鞘腫：Neurilemmoma,olfactory nerve 第291回 症例7

嗅神経鞘腫：olfactory schwannoma 第398回 症例3 ☆

筋症状のない皮膚筋炎に伴った急性間質性肺炎：
acute interstitial pneumonia with amyopathic dermatomyositis 第332回 症例5

急性浸潤性真菌性副鼻腔炎：acute invasive fungal sinusitis 第320回 症例4 ★

急性大動脈解離：acute aortic dissection 第377回 症例3 ★



二相性けいれんと遅発性拡散低下を呈する急性脳症：
acute encephalopathy with biphasic seizure and late reduced diffusion；AESD 第347回 症例3 ☆

吸入による急性肺障害：acute lung injury caused by inhalation of waterproofing spray 第332回 症例1

橋外髄鞘崩壊症、 腎性尿崩症に併う高ナトリウム血症 ：
exrapontine myelinolysis, hypernatremia caused by renal diabetes insipidus 第386回 症例1

狭窄型虚血性小腸炎：stenotic type ischemic enteritis of the small intestine 第349回 症例2 ★

胸椎椎間板ヘルニア 第278回 症例6

胸腺アミロイドーシス：thymic amyloidosis 第388回 症例7 ☆

胸腺過形成：Thymic hyperplasia 第282回 症例7 ★

胸腺カルチノイド：thymic carcinoid 第369回 症例1 ☆

胸腺腫：thymoma 第373回 症例6 ☆

胸腺腫合併抗GABAA受容体抗体陽性脳炎：
Anti-GABAA receptor encephalitis in a patient with thymoma 第398回 症例4 ☆

胸腺腫自然退縮：spontaneous regression of thymoma 第377回 症例2 ★

胸腺内（多房性）気管支嚢胞（Bronchogenic cyst in thymus) 第289回 症例6 ★

胸腺MALT リンパ腫：thymic MALT lymphoma 第350回 症例3 ★

胸腺MALToma：thymic MALToma 第326回 症例2

胸壁神経鞘腫：Schwannoma 第285回 症例4

境界悪性粘液性腫瘍（内頸部型）： Mülerian mucinous borderline tumor 第317回 症例6

虚血性腸炎：ischemic enteritis 第281回 症例8

魚骨による上行結腸穿孔で生じた右大腿部蜂窩織炎：
right thigh cellulitis secondary to ascending colon perforation by a fish bone 第340回 症例6 ☆

巨細胞腫：giant cell tumor 第372回 症例3 ★

巨細胞腫：giant cell tumor 第314回 症例6 ★

巨細胞神経膠芽腫：giant cell glioblastoma 第323回 症例4

巨細胞肉芽腫：giant cell granuloma 第298回 症例4

潰瘍性大腸炎に併発した筋炎（腸管外合併症）：ulcerative colitis-related polymyositis 第336回 症例6 ☆

筋強直性ジストロフィー：myotonic dystrophy 第373回 症例8 ☆

筋強直性ジストロフィー：myotonic dystrophy 第334回 症例3 ★

筋サルコイドーシス：muscular sarcoidosis 第316回 症例6

筋サルコイドーシス：muscular sarcoidosis 第315回 症例6

筋サルコイドーシス：muscular sarcoidosis 第301回 症例5

筋肉内多発血腫：multiple intramuscular hematoma 第355回 症例1 ★

　

く 空腸異所性膵：jejunal ectopic pancreas 第358回 症例1 ☆

くも膜下出血（静脈洞血栓症に伴う）：subarachnoid hemorrhage due to  sinus　thrombosis 第307回 症例1

クラインフェルター症候群：Klinefelter syndrome 第353回 症例2 ★

クリプトコッカス症 第287回 症例4 ★

くる病：rickets 第359回 症例5 ★

crowned dens 症候群：crowned dens syndrome 第333回 症例1 ☆

クロイツフェルトヤコブ病：creutz feldt-jakob disease 第387回 症例8 ☆

クロイツフェルト・ヤコブ病：Creutzfeldt-Jakob disease 第332回 症例2

グロームス腫瘍（左主気管支） 第277回 症例1

クロンカイトカナダ症候群：Cronkhite ‒ Canada syndrome 第392回 症例4 ☆

クローン病：Crohn disease 第311回 症例5 ★

　

け 形質細胞腫：plasmacytoma 第350回 症例2 ☆

（メッケル）憩室出血：hemorrhage from （Meckel's）diverticulum 第351回 症例3 ☆

頸動脈分岐欠損：nonbifurcating cervical carotid artery 第353回 症例7 ☆

頸部郭清術後の鎖骨骨折：clavicle fracture after neck dissection 第393回 症例8 ★

結核：tuberculosis 第387回 症例5 ☆



結核腫：tuberculoma 第378回 症例6 ☆

結核腫：soft tissue tuberculoma 第365回 症例3 ★

結核性腱鞘炎：tuberculous tenosynovitis 第320回 症例7 ★

結核性心膜炎、結核性脊椎炎：tuberculous pericarditis, tuberculous spondylitis 第397回 症例7

結核性精巣上体炎・精巣炎：tuberculosis of epididymis and testicle 第335回 症例4 ★

結核性腹膜炎：tuberculous peritonitis 第317回 症例5 ★

結核性腹膜炎：tuberculous peritonitis 第306回 症例6

結核性リンパ節炎：tuberculous lymphadenitis 第339回 症例2 ☆

結核性リンパ節炎：tuberculous lymphadenitis 第335回 症例1 ☆

結核性類上皮肉芽腫：tuberculous epithelioid granuloma 第331回 症例6

血管筋線維芽細胞腫：angiomyofibroblastoma 第308回 症例8 ★

血管腫（骨内）：intraosseous hemangioma 第313回 症例3 ★

血管腫：hemangioma 第311回 症例1

血管周囲類上皮細胞腫瘍（類上皮型血管筋脂肪腫）：PEComa（epithelioid angiomyolipoma） 第368回 症例2 ☆

血管周囲類上皮細胞腫：perivascular epithelioid cell tumor 第365回 症例5 ★

血管周皮腫：hemangiopericytoma 第298回 症例5

血管内悪性リンパ腫：intravascular lymphoma 第385回 症例5 ★

血管内悪性リンパ腫：intravascular lymphoma 第355回 症例7 ★

血管内悪性リンパ腫：intravascular lymphoma 第348回 症例8 ☆

血管内悪性リンパ腫症：Intrarascular malignant lymphomatosis 第300回 症例5

血管内大細胞型B 細胞性リンパ腫：intravascular large B cell lymphoma 第329回 症例1 ★

血管内リンパ腫：intravascular lymphoma of the lung 第370回 症例8 ☆

血管内リンパ腫：intravascular lymphomatosis 第348回 症例3 ☆

血管内リンパ腫：intravascular lymphoma 第320回 症例2

（乳房）血管肉腫：angiosarcoma of the breast 第376回 症例8 ☆

血管肉腫：pulmonary metastatis of angiosarcoma 第340回 症例2 ☆

血管肉腫：angiosarcoma 第332回 症例6 ★

血管肉腫：angiosarcoma（Stewart-Treves syndrome） 第321回 症例3 ★

血管肉腫（右房）：angiosarcoma of the right atrium 第314回 症例3 ★

血管平滑筋腫：angioleiomyoma 第337回 症例3 ★

血管平滑筋肉種：vascular leiomyosarcoma 第364回 症例4 ★

結節性硬化症に合併した腎細胞癌、多発性微小結節性肺胞上皮細胞過形成：
RCC and MMPH with TSC 第348回 症例6 ★

結節性多発性動脈炎：Polyarteritis nodusa 第296回 症例8 ★

結節性多発動脈炎に伴う肝出血：hepatic hemorrhage associated with pelyarteritis nodosa 第391回 症例2 ★

血友病性関節症：hemophilic arthropathy 第288回 症例2 ★

血瘤腫：Blood boil 第305回 症例7

減圧症：decompression sickness 第364回 症例8 ★

限局性結節性過形成（有茎性）：pedunculated focal nodular hyperplasia 第339回 症例7 ★

限局性 結節性 過形成：focal nodular hyperplasia（FNH） 第287回 症例8

限局性 結節性 滑膜炎：localized　nodular　synovitis 第310回 症例5 ★

原発性副甲状腺機能亢進症：primary hyperparathyroidism 第351回 症例5 ☆

原発性副甲状腺機能亢進症による急性膵炎：
Acute pancreatitis cansed by primary hyperparathyroidism 第302回 症例5

原発性卵巣癌（印環細胞癌）に伴う仮性Meigs 症候群：
pseudo-Meigs syndrome related with primary ovarian tumor（signet ring cell carcinoma） 第372回 症例7 ☆

顕微鏡的微小肺動脈腫瘍塞栓：pulmonary tumor thrombotic microangiopathy（PTTM） 第326回 症例8 ★

顕微鏡的微小肺動脈腫瘍塞栓：pulmonary tumor thrombotic microangiopathy（PTTM）and /or 第302回 症例1 ★

　

こ 抗NMDA 受容体脳炎：anti NMDA receptor encephalitis 第342回 症例1 ☆

硬化性間質性腫瘍：sclerosing stromal tumor 第356回 症例７ ★



硬化性血管腫：sclerosing hemangioma 第312回 症例8

硬化性血管腫：sclerosing hemangioma 第291回 症例8

高血圧性脳症 第302回 症例4 ★

好酸球性筋膜炎：eosinophilic fasciitis 第301回 症例3

好酸球性肉芽腫症：eosinophilic granuloma 第300回 症例1

好酸球性肺炎：eosinophilic pneumonia 第320回 症例6

好酸球増多症候群：hypereosinophilic syndrome 第374回 症例4 ☆

後縦隔骨髄脂肪腫：myelolipoma of the posterior mediastinum 第349回 症例1 ☆

後縦隔ミューラー管のう胞：mullerian cyst arising in posterior mediastinum 第342回 症例4 ☆

甲状腺乳頭癌のリンパ節転移 第292回 症例2 ★

甲状軟骨肉腫：chondrosarcoma of the thyroid cartilage 第373回 症例1 ☆

後頭骨原発平滑筋肉腫：leiomyosarcoma arisen in occipital bone 第313回 症例7

後頭骨原発平滑筋肉腫：leiomyosarcoma arisen in occipital bone 第281回 症例1

広汎性卵巣浮腫：Massive ovarian edema 第284回 症例8

後腹膜神経節細胞腫：Retroteritoneal ganglioneuroma 第300回 症例7 ★

後腹膜GIST（消化管間質腫瘍）：GIST of the retroperitoneum 第351回 症例6 ☆

骨化を伴った後腹膜神経鞘腫：retroperitoneal schwannoma with calcification 第371回 症例4 ★

後腹膜神経鞘腫：retroperitoneal schwannoma 第297回 症例8

後腹膜神経節細胞腫：retoroperitoneal ganglioneuroma 第357回 症例3 ★

硬膜下膿瘍、静脈洞血栓症、髄膜脳炎、可逆性脳梁膨大部病変：
subdural abscess, sinus thrombosis ,meningoencephalitis, clinically mild encephalitis
encephalopathy with a reversible splenial lesion

第350回 症例4 ☆

硬膜外膿瘍（副鼻腔炎に合併）：epidural empyema associated with paranasal sinusitis 第318回 症例6 ★

硬膜外腔への骨ろう迷入（開胸術後の対麻痺）：
epidural migration of bone wax, post-thoracotomy paraplesia 第316回 症例1

硬膜転移：dural metastases 第375回 症例2 ★

硬膜動静脈痺　静脈性梗塞：dural AVF venous infarction 第308回 症例6

硬膜動静脈瘻：dural arteriovenous fistula 第347回 症例8 ☆

硬膜動静脈瘻：dural areteriovenous fistula（dAVF） 第323回 症例3

肛門管癌：anal canal cancer 第368回 症例7 ☆

絞扼性イレウス（内ヘルニア嵌頓に伴う）：strangulation ileus with internal hernia 第323回 症例1

絞扼性イレウス（小腸憩室（Meckel憩室）の捻転による）：
strangulated ileus caused by a mesodiverticular band of Meckel's diverticulum 第323回 症例2

抗リン脂質抗体症候群に合併したBudd-Chiari 症候群：
Budd-Chiari syndrome associated with anti-phospholipid antibody syndrome 第369回 症例7 ☆

骨外性骨肉腫：extraskeletal osteosarcoma 第387回 症例3 ☆

骨外性粘液型軟骨肉腫：extraskeletal myxoid chondrosarcoma 第388回 症例8 ★

骨化性筋炎：myositis ossificans 第358回 症例8 ☆

骨化性筋炎：myositis ossificans 第310回 症例3 ★

骨髄脂肪腫：myelolipoma 第382回 症例5 ☆

骨髄肉腫：myeloid sarcoma 第388回 症例2 ☆

骨盤部陳旧性神経鞘腫：ancient schwannoma in the pelvic cavity 第354回 症例5 ★

骨盤放線菌症：pelvic actinomycosis 第355回 症例6 ☆

放射線治療に関連した骨肉腫（2 次性腫瘍）：radiation induced osteosarcoma 第329回 症例5

ゴーハム病：Gorham-Stout disease 第395回 症例3 ☆

孤立性形質細胞腫：solitary plasmacytoma 第371回 症例3 ☆

孤立性腎杯：Isolated calix 第391回 症例4 ☆

孤立性線維性腫瘍：solitary fibrous tumor 第389回 症例2 ☆

孤立性線維性腫瘍：solitary fibrous tumor 第387回 症例4 ☆

孤立性線維性腫瘍（胸腔内発生）：solitary fibrous tumor of the pleural cavity 第380回 症例6 ☆

孤立性線維性腫瘍（腸間膜発生）：solitary fibrous tumor of the mesentery 第376回 症例1 ☆



孤立性線維性腫瘍：solitary fibrous tumor 第374回 症例6 ★

孤立性線維性腫瘍（眼窩発生）：solitary fibrous tumor in the orbit 第365回 症例1 ☆

孤立性線維性腫瘍：solitary fibrous tumor 第305回 症例8 ★

孤立性線維性腫瘍：solitary fibrous tumor of the left pleura 第288回 症例7

孤在性線維性腫瘍：solitary fibrous tumor 第284回 症例6

ゴーリン症候群：Gorlin syndrome 第364回 症例5 ☆

コルネリアデランゲ症候群に伴った盲腸捻転：
 cecal volvulus caused by Cornelia de Lange syndrome 第369回 症例6 ☆

　

さ 細気管支肺胞上皮癌（粘液産生性高分化型腺癌） 第299回 症例7 ★

細菌性動脈瘤：Mycotic aneurysm 第299回 症例5

細胆管細胞癌：cholangiolocellular carcinoma 第369回 症例2 ★

臍腸管索：the fibrous band of omphalomesenteric duct remnant 第333回 症例3 ☆

サイトメガロウイルス腸炎：Cytomegalovirus enterocolitis 第284回 症例5

再発性多発性軟骨炎：relapsing polychondritis 第307回 症例6

再発性多発軟骨炎：relapsing polychondritis 第292回 症例1 ★

臍部子宮内膜症：umbilical endometriosis 第328回 症例2 ★

里吉病：Satoyoshi syndrome 第376回 症例2 ☆

左傍十二指腸ヘルニア：left paraduodenal hernia 第385回 症例3 ☆

左房粘液腫 第279回 症例3

サルコイドーシス：sarcoidosis 第396回 症例3

サルコイドーシス：sarcoidosis 第352回 症例7 ★

サルコイドーシス：sarcoidosis 第331回 症例7

サルコイドーシス：sarcoidosis 第298回 症例1

サルコイドーシス：sarcoidosis 第281回 症例3

sarcoidosis 第281回 症例6 ★

sarcoidosis 第277回 症例3

　

し

色素失調症：incontinentia pigmenti 第352回 症例3 ☆

子宮外妊娠：ectopic pregnancy 第288回 症例1

子宮癌肉腫 ：uterine carcinosarcoma 第340回 症例8 ★

子宮筋腫茎捻転：torsion of uterine leiomyoma 第337回 症例6 ☆

子宮筋腫肺転移：benign metastasizing leiomyoma of the lung 第352回 症例1 ☆

子宮広間膜ヘルニア：hernia of the broad ligament of the uterus 第383回 症例5 ☆

子宮広間膜裂孔ヘルニア：herniation protruding through the broad ligament of uterus 第326回 症例6

子宮脂肪平滑筋腫 第278回 症例4

子宮腺筋腫：uterine adenomyoma 第305回 症例4

子宮腺筋症から発生した類内膜癌：endometrioid carcinoma arising from adenomyosis 第391回 症例3 ☆

子宮腺腫様腫瘍：adenomatoid tumor of the uterus 第386回 症例2

子宮内外同時妊娠：heterotopic pregnancy 第370回 症例2 ☆

子宮内膜間質腫瘍：endometrial stromal sarcoma（ESS） 第308回 症例4

子宮内膜間質肉腫：endometrial stromal sarcoma 第359回 症例4 ★

子宮内膜症由来の明細胞癌：clear cell carcinoma arising from endometriosis 第392回 症例8 ☆

虫垂根部の子宮内膜症（およびそれに伴う虫垂拡張）：endometriosis of the appendiceal orifice 第346回 症例1 ★

子宮捻転：uterus torsion 第306回 症例2

子宮付属器捻転、広汎性卵巣浮腫疑い：adnexnal torsion , massive ovarian edema 第358回 症例5 ☆

子宮平滑筋腫 第278回 症例5

子宮ユーイング肉腫：uterine Ewing sarcoma 第390回 症例7 ☆

シェーグレン症候群に合併したびまん性リンパ過形成と胸腺MALT リンパ腫：
diffuse lymphoid hyperplasia and MALT lymphoma of the thymus associated with 第337回 症例4 ★



歯原性角化嚢胞を合併した基底細胞母斑症候群（ゴーリン症候群）：
odontogenic keratocysts in basal sell nevus syndrome（Gorlin-Goltz Syndrome） 第395回 症例5 ☆

篩骨洞骨腫と粘液嚢胞（頭蓋内）：osteoma of ethmoidal sinus with intracranial mucocele 第311回 症例8 ★

歯状核赤核・淡蒼球ルイ体萎縮症：Dentatorubral-Pallidoluysian Atrophy（DRPLA） 第280回 症例4

歯性感染による頭蓋底骨髄炎、硬膜炎、咀嚼筋間隙膿瘍：skull base osteomyelitis,
pachymeningitis, masticator space abscess spreading from infections of the mandibular teeth 第397回 症例5

膝窩動脈外膜嚢腫：adventitial cystic disease of the popliteal artery 第389回 症例4 ★

膝窩動脈捕捉症候群：popliteal artery entrapment syndrome 第374回 症例5 ★

脂肪芽腫：lipoblastoma 第330回 症例6

脂肪芽細胞腫：lipoblastoma 第295回 症例5

脂肪形成孤立性線維性腫瘍：fat-forming solitary fibrous tumor 第396回 症例1

シミター症候群：Scimitar syndrome 第361回 症例5 ☆

シャルルヴォア・ザクネ型痙性失調症：
ARSACS autosomal recessive spastic ataxia of Chalevoix-Saguenay 第353回 症例4 ★

縦隔奇形腫破裂：ruptured mediastinal teratoma 第344回 症例7 ☆

縦隔原発絨毛癌：mediastinal choriocarcinoma 第380回 症例3 ★

縦隔腫瘍　成熟奇形腫の破裂（および悪性転化）：
Ruptured cystic teratoma with hemorrhagic infarction of the lung 第305回 症例6

縦隔大細胞型B 細胞リンパ腫：Mediastinal large B-cell lymphoma 第369回 症例8 ☆

縦隔背側腸管嚢胞：mediastinal dorsal enteric cyst 第295回 症例9

充実性偽乳頭腫瘍：solid-pseudopapillary neoplasm 第359回 症例7 ☆

充実性偽乳頭状腫瘍：solid-pseudopapillary tumor 第318回 症例4

十二指腸癌 第294回 症例4 ★

十二指腸憩室腸石落下による腸石イレウス：
bowel obstruction caused by an enterolith originating in duodenal diverticulum 第369回 症例3 ☆

十二指腸結核：duodenal tuberculosis 第288回 症例8

十二指腸原発　神経内分泌癌、肝転移 ：Neuroendocrine carcinoma of the dnodenum 第286回 症例8

十二指腸GIST（消化管間質腫瘍）：gastrointestinal stromal tumor of the duodenum 第384回 症例5 ★

十二指腸ヘルニア（左傍）：left paraduodenal hernia 第321回 症例6 ★

絨毛癌：choriocarcinoma 第378回 症例5 ★

樹枝状脂肪腫：lipoma arborescens of the knee 第320回 症例8 ★

出血性肝のう胞（血管腫による）：hemorrhagic liver cyst caused by hemangioma 第338回 症例5 ☆

腫瘍性骨軟化症：tumor-induced hypophosphatemic osteomalacia 第308回 症例3

腫瘤形成性多発性硬化症：tumefactive multiple sclerosis 第362回 症例4 ★

腫瘤形成性多発性硬化症：tumefactive multiple sclerosis 第362回 症例4 ★

シュワッハマン ダイヤモンド症候群：Shwachman Diamond syndrome 第383回 症例2 ★

漿液性嚢胞腺腫（膵）：serous cystadenoma of the pancreas 第314回 症例2 ★

消化管外アニサキス症：extra-gastrointestinal anisakiasis 第398回 症例2 ★

消化管間質腫瘍：gastrointestinal stromal tumor 第324回 症例4

消化管間質腫瘍：GIST（gastrointestinal stromal tumor） 第316回 症例4 ★

消化管間質腫瘍：gastrointestinal stromal tumor of unknown origin（peritoneum suspected） 第297回 症例4

消化管間葉系腫瘍：GIST 第308回 症例5 ★

急性消化管GVHD：acute gastrointestinal graft-versus-host disease 第317回 症例4 ★

上顎歯肉悪性黒色腫：malignant melanoma of the maxillary gingiva 第373回 症例4 ☆

上顎洞血瘤腫：Organized hematoma of the maxillary sinus 第297回 症例9 ★

上腰ヘルニア：superior lumbar hernia 第335回 症例5 ☆

小腸アニサキス症：anisakiasis of the small intestine 第340回 症例5 ☆

小腸アニサキス症：anisakiasis of the small bowel 第310回 症例8 ★

小腸カルチノイドおよびリンパ節転移：
multiple carcinoids of the ileum and a metastatic lymphnode 第347回 症例7 ☆

小腸血管腫：cavernous hemangioma of the small intestine 第297回 症例3



小腸憩室炎：diverticulitis of small intestine 第296回 症例1

小腸憩室炎：diverticulitis of small intestine 第296回 症例1

小腸憩室炎穿通による腹膜炎：
peritonitis due to penetration of small intestine diverticulitis 第381回 症例1 ★

小腸GIST：gastrointestinal stromal tumor of the small intestine 第315回 症例4

小腸GIST：GIST with high malignancy of the small intestine 第311回 症例3 ★

小腸壁内血腫による腸閉塞：small bowel obstruction due to intracranial hematoma 第363回 症例4 ☆

小腸閉塞（外腸骨動脈をヘルニア門とした嵌頓ヘルニアよる） ：small bowel obstruction due to
incarcerated hernia through the hernial ofifice formed by external iliac artery 第335回 症例8 ☆

（卵巣）漿粘液性境界悪性腫瘍：seromucinous borderline tumor of the ovary 第378回 症例3 ★

上半規管裂隙症候群：superior canal dehiscence syndrome 第357回 症例4 ☆

漿膜下筋腫捻転：torsion of uterine subserosal leiomyoma 第395回 症例2 ☆

静脈硬化性大腸炎：phlebosclerotic colitis 第333回 症例7 ☆

静脈性血管腫（脳）：venous angioma 第325回 症例3

静脈性血管瘤：venous aneurysm 第327回 症例4

静脈洞血栓症：cerebral venous thrombosis 第380回 症例1 ☆

静脈洞血栓症：Sinus thrombosis 第285回 症例1

横･S状静脈洞血栓症：Transverse and Sigmoid Sinus Thrombosis 第292回 症例8

小網より発生したGIST：GIST arising from the lesser omentum 第288回 症例6

食餌性小腸閉塞症（餅）：small bowel obstruction caused by rise cakes 第313回 症例1

食道癌、心臓転移：esophageal cancer, cardiac metastasis 第349回 症例7 ☆

食道偽憩室：intramural pseudo diuerticulosis of the esophagus 第310回 症例2

食道神経鞘腫：esophageal schwannoma 第326回 症例5 ★

食道粘膜下血腫：esophageal submucosal hematoma 第294回 症例7

食道平滑筋腫：esophageal fibroepithelial polyp 第310回 症例1

神経核内封入体病：neuronal intranuclear hyaline inclusion disease 第392回 症例1 ★

神経核内封入体病：neuronal intranuclear hyaline inclusion disease 第334回 症例8 ★

神経軸索スフェロイドを伴う遺伝性びまん性大脳白質脳症：
hereditary diffuse leukoencephalopathy with neuroaxonal spheroids（HDLS） 第366回 症例5 ☆

神経鞘腫：neurilemmoma 第318回 症例3

神経鞘腫：schwannoma 第311回 症例2

神経鞘腫：schwannoma 第305回 症例2 ★

神経鞘腫：schwannoma 第298回 症例3

神経鞘腫：schwannoma 第281回 症例2

神経節細胞腫（左副腎）：ganglioneuroma of the left adrenal gland 第315回 症例2 ★

神経節細胞腫：ganglio neanoma 第283回 症例8 ★

神経節膠腫：ganglioglioma 第373回 症例7 ☆

神経内分泌癌（鼻腔原発）：neuroendocrine carcinoma of the nasal cavity 第370回 症例7 ★

神経内分泌腫瘍（カルチノイド）：neuroendocrine tumor G1 第363回 症例7 ★

神経梅毒：neurosyphilis 第393回 症例7 ☆

神経梅毒：neuro syphilis 第306回 症例3

神経皮膚黒色症：neurocutaneous melanosis 第290回 症例5 ★

神経皮膚黒色症：neurocutaneous melanosis 第285回 症例5

神経ベーチェット病：neuro-Behçet disease 第367回 症例6 ☆

神経リンパ腫症：neurolymphomatosis 第343回 症例4 ☆

腎結核性肉芽腫：renal tuberculous granuloma 第359回 症例6 ★

腎血管筋脂肪腫（被膜由来）：Angiomyolipoma（AML）arising from renal capsule 第306回 症例4

腎血管腫 第280回 症例8

進行性多巣性白質脳症：progressive multifocal leukoencephalopathy 第372回 症例2 ★

進行性多巣性白質脳症：progressive multifocal leukoencephalopathy 第321回 症例1 ★

進行性多巣性白質脳症：progressive multifocal leukoencephalopathy（PML） 第294回 症例8 ★



腎細胞癌 膵転移：pancreatic metastasis from renal cell carcinoma 第327回 症例5 ★

腎細胞癌（嫌色素性）：chromophobe cell renal carcinoma 第304回 症例6

深在性軟部平滑筋腫：leiomyoma of deep soft tissue 第380回 症例4 ☆

淡明細胞型腎細胞癌：clear cell renal cell carcinoma 第360回 症例8 ☆

侵襲性アスペルギルス症：invasive aspergillosis 第358回 症例6 ☆

侵襲性血管粘液腫：aggressive angiomyxoma 第347回 症例6 ☆

侵襲性血管粘液腫：aggressive angiomyxoma 第333回 症例4 ★

侵襲性血管粘液腫：aggressive angiomyxoma 第308回 症例2 ★

侵襲性血管粘液腫：aggressive angiomyxoma 第294回 症例6 ★

浸潤性尿路上皮癌（腎杯憩室由来）：
Invasive urothelial cancer originating in the caliceal diverticula 第394回 症例5

心臓AML：cardiac angiomyolipoma 第353回 症例3 ☆

心臓（心膜）血管腫：cavernous hemangioma of the heart 第395回 症例6 ☆

腎淡明細胞肉腫：clear cell sarcoma of the kidney 第310回 症例4

浸透圧性脱髄症候群／橋外髄鞘崩壊症
osmotic demyelination syndrome：ODS／extrapontine myelinolysis: EPM 第354回 症例7 ☆

浸透圧性脱髄症候群：osmotic demyelination syndrome 第391回 症例1 ☆

右腎の静脈奇形 第311回 症例7

腎複合上皮間質腫瘍：mixed epithelial and stromal tumor（MEST） 第341回 症例6 ☆

深部子宮内膜症（尿管浸潤）：deep endometriosis（ureter invasion） 第388回 症例6 ★

心房食道瘻による空気塞栓：air embolism due to atrial-esophageal fistula 第395回 症例4 ★

心膜原発の悪性中皮腫 第291回 症例4 ★

　

す 膵悪性リンパ腫：malignant lymphoma of the pancreas 第324回 症例8 ★

膵　S.P.T： soid-pseudopapillary tumor of the pancreas 第304回 症例4

髄外造血：extramedullary hematopoiesis 第370回 症例1 ★

髄外造血：extramedullary hematopoiesis 第356回 症例2 ☆

膵管内乳頭粘液性腫瘍：intraductal papillary-mucinous tumor:IPMT、後腹膜Castleman's disease 第279回 症例5

膵癌胃壁への直接浸潤肺転移、リンパ節転移膵癌胃壁への直接浸潤肺転移、リンパ節転移 第302回 症例8 ★

膵癌の臍転移（Sister Mary Joseph nodule）：Umbilical metastasis from pancreatic cancer 第390回 症例6 ★

膵グルカゴノーマ：Glucagonoma of the pancneas 第285回 症例6

膵充実性偽乳頭状腫瘍：solid-pseudopapillary neoplasm of pancreas 第373回 症例3 ★

膵充実性偽乳頭状腫瘍：solid-pseudopapillary neoplasm of pancreas（SPN） 第350回 症例1 ★

膵充実性偽乳頭状腫瘍：solid-pseudopapillary tumor of pancreas（S.P.T） 第312回 症例3 ★

膵神経鞘腫：schwannoma of the pancreas 第390回 症例4 ☆

膵神経鞘腫：pancreatic schwannoma 第372回 症例8 ☆

膵神経内分泌腫瘍：pancreas neuroendocrine tumor 第355回 症例3 ☆

膵腺房細胞癌：acinar cell carcinoma of pancreatic body 第338回 症例3 ★

膵solid pseudopapillary tumor：
solid pseudopapillary tumor of the pancreas（SPN） 第381回 症例4 ★

膵動静脈奇形：arteriovenous malformation of the pancreas 第288回 症例3

膵内副脾に発生したepidermoid cyst：epidermoid cyst of intrapancreatic accessory spleen 第389回 症例8 ☆

膵内分泌腫瘍　腎細胞癌：Endocrine tumor, Renal cell carcinoma　Von Hippel - Lindau disease 第301回 症例9

　膵粘液性のう胞性腫瘍の破裂：rupture of pancreatic mucinous cystic neoplasm 第378回 症例2 ☆

魚骨の胃壁穿通による膵膿瘍：pancreatic abscess caused by a fishbone which penetrated the
pancreatic head through the gastric wall 第317回 症例1 ★

膵 粘液性のう胞腫瘍：Mucinous cyst of the pancreas 第295回 症例4

髄膜腫：meningioma 第382回 症例2 ☆

髄膜脳瘤：meningoencephalocele 第344回 症例8 ★

髄膜瘤、脊髄係留、奇形種（クラリーノ症候群） 双角子宮：
Meningocele+Tethered cord+Teratoma=Currarino Syndrome　Didelphia 第286回 症例6



膵リンパ上皮性嚢胞：lymphoepithelial cyst of the pancreas 第294回 症例5 ★

膵類表皮嚢胞：epidermoid cyst of the pancreas 第345回 症例5 ★

頭蓋咽頭腫：craniopharyngioma 第309回 症例1 ★

頭蓋頸椎移行部硬膜動静脈瘻：dural arterio-venous fistula at cranio cervical junction 第346回 症例4 ☆

頭蓋骨類上皮腫：epidermoid cyst of the skull 第343回 症例1 ☆

頭蓋底軟骨肉腫 第285回 症例7 ★

頭蓋内髄膜腫内への乳癌の転移：metastasis of breast cancer to intracranial meningioma 第343回 症例7 ★

酢酸リュープロレリン皮下注射による肉芽腫：
granuloma induced by subcutaneous injection of leuprorelin 第396回 症例8

sturge-weber 症候群：sturge-weber syndrome 第330回 症例4 ★

スタージ-ウェーバー症候群：Sturge-Weber syndrome 第322回 症例8

　

せ 精索膿瘍を合併した前立腺・精嚢膿瘍 第293回 症例6 ★

成熟嚢胞性奇形腫の悪性転化、G-CSF 産生腫瘍：
squamous cell carcinoma arising in mature teratoma,G-CSF producing tumor 第372回 症例1 ★

精上皮腫：seminoma 第357回 症例2 ★

精上皮腫（停留精巣に発生）：seminoma in an undescended testis 第327回 症例8

成熟嚢胞性奇形腫の悪性転化：malignant transformation in mature cystic teratoma 第396回 症例6

成人型アレキサンダー病：Adult-onset Alexander disease 第373回 症例2 ☆

精巣性女性化症：Testicular feminization 第303回 症例6 ★

精巣　類皮嚢腫：epidermoid cyst of the testis 第297回 症例7

左精巣類表皮嚢胞：epidermoid cyst of the testis 第348回 症例7 ★

正中弓状靭帯症候群、仮性動脈瘤破裂／分節性動脈中膜融解：
median arcuate ligament syndrome, rapture of aneurysm／segmental arterial mediolysis SAM 第329回 症例6 ★

精嚢のう胞：Seminal vesicle cyst 第300回 症例8 ★

脊索腫：chordoma 第328回 症例4 ★

脊髄梗塞：spinal cord infarction 第328回 症例5 ★

脊髄サルコイドーシス：spinal cord sarcoidosis 第300回 症例3

脊髄肥厚性硬膜炎（MPO-ANCA 関連）：
spinal hypertrophic pachymeningitis（MPO-ANCA related） 第324回 症例1

脊髄ヘルニア：spinal cord herniation 第320回 症例5

石灰化（沈着性）筋壊死：calcific myonecrosis 第381回 症例6 ☆

石灰化頸長筋腱炎：caicific tendinitis of the longus colli 第369回 症例4 ★

石灰化頸長筋腱炎：calcific tendinitis of the longus colli 第331回 症例1

石灰化線維性偽腫瘍：calcifying fibrous pseudotumor 第368回 症例3 ☆

石灰沈着性頸長筋腱炎：calcific tendinitis of longus coli 第330回 症例8 ★

切迫性奇異性腎動脈塞栓症：Impending paradoxical embolism of renal artery 第301回 症例7 ★

線維上皮性ポリープ：fibrovascular polyp（FVP） 第345回 症例1 ★

線維性骨異形成症：fibrous dysplasia 第338回 症例1 ★

線維形成性小円形細胞腫瘍：desmoplastic small round cell tumor 第343回 症例6 ☆

線維形成性小円形細胞性腫瘍：desmoplastic small round cell tumor 第320回 症例1 ★

腺筋腫：adenomyoma 第385回 症例4 ★

仙骨巨細胞腫：giant cell tumor of the sacrum 第336回 症例5 ★

仙骨脆弱骨折：Insufficiency fracture of the sacrum 第282回 症例6

仙骨形質細胞腫：sacral plasmacytoma 第377回 症例6 ★

前縦隔血管腫：hemangioma of the anterior mediastinum 第376回 症例6 ☆

全身性アミロイドーシス：Primary systemic amyloidosis 第282回 症例2

前腸嚢胞：foregut cyst 第353回 症例1 ★

前腸嚢胞：foregut cyst 第325回 症例4

先天性中胚葉性腎腫：Congenital mesoblastic nephroma 第299回 症例8 ★

先天性嚢胞状腺腫様形成異常：Congenital cystic adenomatoid malformation 第284回 症例7



腺様嚢胞癌：adenoid cystic carcinoma（of the right maxillary sinus） 第325回 症例6

前立腺神経内分泌癌：neuroendocrine carcinoma, prostate 第397回 症例2

前立腺導管腺癌：ductal adenocarcinoma of the prostate 第398回 症例5 ☆

前立腺導管腺癌：prostatic ductal adenocarcinoma 第380回 症例8 ☆

前立腺平滑筋腫：prostatic leiomyoma 第313回 症例8 ★

　

そ 造血髄再転換：bone marrow reconversion 第356回 症例1 ☆

側頭動脈炎、リウマチ性多発筋痛症：giant cell arteritis, polymyalgia rheumatica 第350回 症例7 ★

組織球性壊死性リンパ節炎（菊池・藤本病）：
histiocytic necrotizing lymphadenitis（Kikuchi-Fujimoto disease） 第363回 症例8 ★

　

た 退形成性乏突起膠腫：anaplastic oligodendroglioma 第316回 症例7

退形成性膵管癌：Anaplastic carcinoma of pancreas 第289回 症例4

多形腺腫：pleomorphic adenoma 第393回 症例3 ★

大細胞神経内分泌癌 第280回 症例5

大腿ヘルニア内虫垂嵌頓：incarcerated appendix in a femoral hernia sac 第310回 症例7

クローン病に合併した大動脈炎症候群：aortitis syndrome in Crohn's disease 第361回 症例8 ☆

急性大動脈解離 Stanford A 型：acute aortic dissection（Stanford type A） 第327回 症例7

大動脈血管肉腫（内膜肉腫）：intimal sarcoma of aorta 第319回 症例5

大動脈原発肉腫とその胃転移：primary sarcoma of the aorta (mural type) 第379回 症例6 ☆

大動脈縮窄（症）：Coarctation of the aorta 第303回 症例2 ★

胎盤部トロホブラスト腫瘍：placental site trophoblastic tumor（PSTT） 第386回 症例6

大伏在静脈血管瘤：venous aneurysm of the greater saphenous vein 第304回 症例7 ★

大脳膠腫症：gliomatosis cerebri 第350回 症例5 ★

大網GIST のびまん性腹膜播種：primary omental GIST with diffuse peritoneal dissemination 第384回 症例7 ☆

大網膿瘍（特発性） 第290回 症例6 ★

大網裂孔ヘルニア：transomental hernia 第392回 症例6 ☆

高安動脈炎の肺動脈病変、肺胞出血：pulmonary arteries involvement in Takayasu's arteritis 第378回 症例1 ★

たこつぼ型心筋症：Ampulla cardiomyopathy 第290回 症例3

多中心型キャッスルマン病：multicentric Castleman's disease 第377回 症例4 ☆

多中心性キャッスルマン病：multicentric Castleman's disease 第343回 症例8 ★

多中心性キャッスルマン病：multicentric Castleman's disease 第334回 症例5 ★

多中心性キャッスルマン病：multicentric Castleman's disease 第292回 症例7 ★

多中心性膠芽腫：multicentric glioblastoma 第360回 症例1 ★

多発血管炎性肉芽腫症：granulomatosis with polyangiitis（GPA） 第356回 症例8 ☆

多発性血管炎性肉芽腫症：granulomatosis with polyangitis 第366回 症例3 ☆

多発性硬化症：multiple sclerosis 第358回 症例4 ★

多発性骨髄腫：multiple myeloma 第336回 症例4 ☆

多発性内軟骨腫症に生じた二次性軟骨肉腫：secondary chondro sarcoma in enchondromatosis 第375回 症例5 ☆

多房性胸腺表胞：multi-locular thymic cyst 第375回 症例７ ★

炭化水素による誤嚥性肺炎：Pneumonitis following aspiration of hydrocarbon 第290回 症例7

胆管腺腫：peribiliary gland hamartoma（Intrahepatic bile duct adenoma） 第344回 症例2 ★

胆管内乳頭状腫瘍：intraductal papillary neoplasm of the bile duct：IPN-B
（with an associated invasive carcinoma） 第335回 症例3 ☆

胆管内乳頭状腫瘍：intraductal papillary neoplasm of bile duct 第333回 症例6 ☆

胆管　IPN（胆管内乳頭状腫瘍）：intraductal papillary neoplasm of the bile duct 第300回 症例2

単純性中皮嚢腫：simple mesothelial cyst 第333回 症例5 ☆

胆石イレウス：gallstone ileus 第374回 症例7 ☆

左側相同に伴う胆道閉鎖：biliary atresia with left-sided isomerism 第382回 症例7 ★

断端神経腫（胆囊摘出術後）：amputation neuroma following cholecystectomy 第342回 症例7 ★

胆嚢癌（腺扁平上皮癌）：Adenosquamous carcinoma of the gallbladder 第302回 症例3 ★



胆囊結核：gallbladder tuberculosis 第387回 症例7 ★

胆囊腺扁平上皮癌：adenosquamous cell carcinoma of the gallbladder 第339回 症例3 ☆

胆囊内乳頭状腫瘍：intracystic papillary neoplasm（ICPN） 第392回 症例3 ☆

胆嚢捻転：volvulus of the gallbladder 第349回 症例5 ☆

胆嚢捻転症：torsion of the gallbladder 第310回 症例6 ★

　

ち 中間型松果体実質腫瘍：PPTID（Pineal parenchymal tumor of intermediate differentiation） 第345回 症例3 ☆

中枢性神経細胞種：central neurocytoma 第351回 症例2 ☆

虫垂癌（十二指腸浸潤）：duodenal invasion of appendiceal carcinoma 第309回 症例5 ★

虫垂癌（腹腔内膿瘍）：appendiceal carcinoma complicated by appendicitis and abscess 第307回 症例7 ★

虫垂原発腹膜偽粘液腫：
cystadenocarcinoma of appendix presenting with pseudomyxoma peritonei 第362回 症例5 ★

虫垂粘液腺腫：Mucinous adenoma（mucocele）of appendix vermiformis 第285回 症例3

虫垂膀胱瘻：appendico-vesical fistula due to appendicitis 第328回 症例1 ★

中枢神経ループス：CNS lupus 第339回 症例6 ★

中皮腫：mesothelioma 第291回 症例3

中葉捻転（右肺上葉切除後）：pulmonary torsion following right upper lobectomy 第311回 症例4 ★

腸回転異常症（急性虫垂炎合併）：
acute appendicitis with bowel malrotation（reversed rotation） 第322回 症例5

腸型肺腺癌：pulmonary enteric adenocarcinoma 第389回 症例5 ☆

腸管嚢胞性気腫症：pneumatosis cystoides intestinalis 第385回 症例2 ☆

腸管嚢胞様気腫：Pneumatosis cystoides intestinalis 第299回 症例6 ★

腸間膜炎症性静脈閉塞病：mesenteric inflammatory veno-occlusive disease 第353回 症例8 ☆

腸間膜脂肪織炎：sclerosing panniculitis (mesenteric panniculitis) 第352回 症例5 ☆

腸結核：intestinal tuberculosis 第358回 症例2 ☆

腸結核：intestinal tuberculosis 第331回 症例3

腸石による輸入脚症候群・急性膵炎および輸入脚穿孔 第301回 症例1 ★

重複大動脈弓に伴う気管狭窄：tracheal stenosis associated with double aortic arch（type C） 第389回 症例6 ★

直静脈洞血栓症：straight sinus thrombosis 第332回 症例7

直腸間膜内神経鞘腫：schwannoma in the mesorectum 第345回 症例2 ☆

重複大動脈弓：Double aortic arch 第299回 症例9 ★

　

つ 痛風結節：tophi 第376回 症例4 ☆

　

て 低悪性度子宮内膜間質肉腫：low-grade endometrial stromal sarcoma（ESS） 第281回 症例7

帝王切開瘢痕部妊娠：cesarean scar pregnancy 第380回 症例2 ☆

低血糖脳症：hypoglycemic encephalopathy 第362回 症例3 ☆

低血糖脳症：hypoglycemic encephalopathy 第347回 症例4 ☆

低髄液圧症候群：spontaneous intracranial hypotension 第321回 症例4 ★

低髄液圧症候群（脳背髄液減少症）：Spontaneous intracranial hypotension 第301回 症例4 ★

停留睾丸から発生した精上皮腫：Seminoma in an undescended testis 第284回 症例4

デスモイド型線維腫症：desmoid-type fibromatosis 第359回 症例1 ☆

デスモイド腫瘍（家族性大腸腺腫症に合併）：desmoid tumor 第355回 症例5 ☆

デスモイド腫瘍 ：desmoid tumor 第319回 症例8 ★

デノスマブによる大腿骨非定型骨折：
atypical femoral fractures associated with the use of denosumab 第385回 症例8 ☆

転移性精索（精巣）腫瘍（原発胃癌）：spermatic cord metastasis from gastric cancer 第338回 症例6 ★

転移性石灰化：metastatic calcification 第384回 症例8 ★

　

と 頭頸部放線菌症：cervicofacial actinomycosis 第377回 症例7 ★

糖尿病性舞踏病／高血糖性舞踏病：diabetic chorea 第326回 症例4 ★



動脈瘤様骨嚢腫： aneurysmal bone cyst 第309回 症例4 ★

トキソプラズマ脳炎：toxoplasma encephalitis 第315回 症例3 ★

トキソプラズマ脳症 第287回 症例2 ★

特発性器質化肺炎：C0P（cryptogenic organizing pneumonia） 第312回 症例7

　

な 内反メッケル憩室：inverted Meckel’s diverticulum 第326回 症例3 ★

内膜症性嚢胞：Endometriotic cyst 第289回 症例5

内膜症性嚢胞に発生したMullerian mucinous borderline tumor
（別名endocervical typeのmucinous borderline tumor） 第293回 症例8 ★

Nuck 管水腫：hydrocele of the canal of Nuck 第337回 症例8 ☆

軟骨肉腫：chondrosarcoma 第340回 症例4 ☆

軟骨肉腫（明細胞性）：clear cell chondrosarcoma 第306回 症例5 ★

軟骨芽細胞腫：Chondroblastoma 第283回 症例1

足底軟部組織軟骨腫：Extraskeletal chondroma in the planter soft tissue 第361回 症例4 ☆

　

に 肉芽腫性虫垂炎：granulomatous appendicitis 第370回 症例3 ★

肉芽腫性乳腺炎：granulomatous mastitis 第374回 症例2 ★

乳癌（扁平上皮癌）：Squamons cell carcinoma of the left breast 第295回 症例3

乳癌胸腺転移：thymic metastasis from breast carcinoma 第367回 症例8 ☆

乳癌の眼窩転移：orbital metastasis 第335回 症例2 ☆

乳癌の腹部多発性転移：multiple abdominal metastases from breast cancer 第354回 症例6 ☆

乳頭状弾性線維腫：papillary fibroelastoma 第365回 症例7 ☆

表在性漿液性乳頭状腺癌（卵巣原発）：
serous surface papillary adenocarcinoma（SSPC）of ovary 第307回 症例4

ニューモシスチス肺炎：Pneumocystis pneumonia 第322回 症例6 ★

尿管デスモイド：ureteral desmoid 第396回 症例7

女性尿道腺癌：adenocarcinoma of the female urethra 第342回 症例3 ★

尿道平滑筋種：leiomyoma of the female urethra 第349回 症例4 ☆

　

ね 気管内粘液性類表皮癌：mucoepidermoid carcinoma in the bronchus 第361回 症例7 ★

粘液線維肉腫：myxofibrosarcoma 第379回 症例1 ☆

粘液乳頭状上衣腫、正常圧水頭症：myxopapillary ependymoma ,normal pressure hydrocephalus 第378回 症例8 ★

粘表皮癌： mucoepidermoid carcinoma 第395回 症例1 ☆

　

の

脳幹型PRES：posterior reversible encephalopathy 第366回 症例1 ☆

膿胸関連リンパ腫：pyothorax-associated lymphoma 第293回 症例3 ★

脳結核腫：CNS tuberculosis （tuberculoma） 第291回 症例1 ★

脳腱黄色腫：cerebrotendinous xanthomatosis 第327回 症例2 ★

脳脊髄液減少症：cerebrospinal fluid hypovolemia（CSF hypovolemia） 第372回 症例5 ☆

脳脊髄液鼻漏：CSF rhinorrhoea 第316回 症例3

脳嚢虫症：neurocysticercosis 第351回 症例1 ☆

嚢胞性部分的分化型腎芽腫：cystic partially differentiated nephroblastoma 第292回 症例3

　

は 肺アミロイドーシス： Amyloi dosis of the lung 第283回 症例6 ★

肺カポジ肉腫：Kaposi's sarcoma 第331回 症例8 ★

胚芽腫：germinoma 第339回 症例5 ☆

胚芽腫：germinoma 第318回 症例2

肺吸虫症：paragonimiasis 第376回 症例3 ☆

肺吸虫症：paragonimiasis（paragonimus　Miyazakii　宮崎肺吸虫） 第325回 症例7 ★

脳炎・脳症（可逆性脳梁膨大部病変を有する）：
clinically mild encephalitis / encepha lopathy with a reversible splenial lesion 第313回 症例5



肺空気塞栓：pulmonary air embolism 第341回 症例2 ☆

肺クリプトコッカス症：pulmonary cryptococcosis 第338回 症例4 ★

肺クリプトコッカス症：pulmonary cryptococcosis 第329回 症例3 ★

敗血症性肺塞栓症：Septic Pulmonary Embolism:SPE（肺動脈内異物感染による） 第353回 症例6 ☆

肺原発腺癌　多発肺転移 第293回 症例7 ★

肺梗塞：plumonary infarction 第351回 症例7 ☆

肺コクシジオイデス症：Pulmonary coccidioidomycosis 第296回 症例7 ★

体細胞型悪性腫瘍を伴う胚細胞腫瘍：germ cell tumor with somatic-type malignancy 第325回 症例2

胚細胞腫（基底核）：germinoma of the basal ganglia 第309回 症例7

肺サルコイドーシス：pulmonary sarcoidosis 第374回 症例3 ★

肺腫瘍源性塞栓性微小血管症：PTTM（pulmonary tumor thrombotic microangiopathy） 第354回 症例4 ★

肺硝子化肉芽腫：pulmonary hyalinizing granuloma 第325回 症例1

肺小細胞癌：small cell lung cancer 第337回 症例1 ☆

肺性肥厚性骨関節症：pulmonary hypertrophic osteoarthropathy 第301回 症例6

肺性肥大性骨関節症：pulmonary hypertrophic osteoarthropathy 第360回 症例3 ★

肺動静脈瘻による塞栓性脳梗塞：Rendu-Osler-Weber syndrome 第319回 症例1 ★

肺放線菌症：thoracic actinomycosis 第386回 症例7

肺放線菌症：pulmonary actinomycosis 第334回 症例4 ★

肺胞蛋白症： pulmonary alveolar proteinosis 第389回 症例7 ★

肺の転移性石灰化：Metastatic calafi cation of the lung 第283回 症例7 ★

肺葉外肺分画症：extralobar pulmonary sequestration 第372回 症例6 ☆

肺葉外肺分画症の捻転： torsion of an extralobar pulmonary sequestration 第347回 症例5 ☆

シェグレン症候群に合併した肺MALTリンパ腫：
lung MALT lymphoma associated with Sjögren syndrome 第325回 症例8 ★

梅毒関連大動脈炎、ゴム腫：syphilis-associated aortitis, gumma 第362回 症例2 ☆

バートホッグデュべ症候群：Birt-Hogg-Dube（BHD）syndrome 第375回 症例3 ★

Birt-Hogg-Dubé症候群：Birt-Hogg-Dubé　syndrome 第364回 症例1 ★

播種性ノカルジア症：disseminated nocardiosis 第377回 症例1 ★

馬尾退行症候： Caudal regression syndrome 第319回 症例2

パンコースト腫瘍（腺癌）：Pancoast tumor 第289回 症例7

パスツレラ症（パスツレラ肺炎）：pasteurellosis（pasteurella pneumonia） 第348回 症例4 ☆

播種性MAC 症：disseminated MAC disease 第320回 症例3

播種性非結核性抗酸菌症：non-tuberculous mycobacteria 第398回 症例1 ★

播種性ヒストプラズマ症：disseminated histoplasmosis（輸入真菌症） 第385回 症例6 ☆

　

ひ 脾炎症性偽腫瘍：inflammatory pseudotamor of the spleen 第328回 症例6

鼻腔原発悪性黒色腫：malignant melanoma 第330回 症例7 ★

脾SANT：splenic sclerosing angiomatoid nodular transformation 第332回 症例3

転移性脾腫瘍（卵巣癌原発）：Isolated　splenic　metastases from ovarian cancer 第307回 症例5

脾症：splenosis 第370回 症例4 ★

脾症（脾組織の異所性自家移植片）：splenosis 第290回 症例2

脾臓乾酪性肉芽腫： Caseous granuloma in the spleen 第394回 症例2

脾臓SANT：sclerosing angiomatoid nodular transformation 第397回 症例1

鼻中隔扁平上皮癌 ： squamous cell carcinoma of the nasal septum 第297回 症例5 ★

尾腸嚢胞：tailgut cyst 第292回 症例4

非定型肺カルチノイド：Atypicalcarcinoid tumor of the lung 第383回 症例6 ★

脾動脈瘤の血栓化による脾梗塞と虚血性胃炎：
Splenic infarction and ischemic gastritis due to thrombosed splenic artery aneurysm 第296回 症例6 ★

鼻副鼻腔神経鞘腫：shwannoma of the sinonasal cavity 第390回 症例1 ☆

皮膚混合腫瘍：mixed tumor of the skin 第384回 症例6 ☆

びまん性正中グリオーマ：diffuse midline glioma 第387回 症例2 ☆



びまん性特発性肺神経内分泌細胞過形成：
DIPNECH（diffuse idiopathic pulmonary neuroendocrine cell hyperplasia） 第360回 症例2 ☆

びまん性肺リンパ管腫症：diffuse pulmonary lymphangiomatosis 第396回 症例2

平山病：Hirayama disease 第390回 症例5 ★

脾リンパ管腫：limphangioma of the spleen 第315回 症例5

ビルハルツ住血吸虫症：schistosomiasis haematobia 第391回 症例5 ☆

　

ふ ファブリー病：Fabry disease 第328回 症例7

フェイス症候群：PHACE syndrome 第367回 症例3 ☆

内リンパ嚢腫瘍及び傍神経節腫を合併したvon Hippel-Lindau 病：
von Hippel-Lindau disease associated with endolymphatic sac tumour and paraganglioma 第344回 症例1 ☆

フォンヒッペルリンドウ病：von Hippel-Lindau disease 第328回 症例3 ★

腹腔内海綿状血管腫：cavernous hemangioma of the peritoneal cavity 第364回 症例7 ☆

腹腔内遊離体：peritoneal loose body 第371回 症例5 ★

副神経鞘腫：accessory nerve schwannoma 第363回 症例5 ★

副心臓枝：Accessory cardiac bronchus 第286回 症例7

副腎海綿状血管腫：cavernous hemangioma of the adrenal gland 第358回 症例7 ☆

副腎外褐色細胞腫（傍神経節細胞腫）：extra-adrenal phochromocytoma（paraganglioma） 第348回 症例1 ☆

副腎結核：adrenal tuberculosis 第357回 症例7 ☆

副腎腫瘍を伴った家族性大腸腺腫症：familial adenomatous polyposis with adrenal tumor 第390回 症例2 ☆

副腎白質ジストロフィー：adrenoleukodystrophy 第327回 症例1 ★

副腎皮質癌による思春期早発症：precocious puberty caused by adrenal cortical carcinoma 第359回 症例3 ☆

副腎慢性拡張性血腫：adrenal chronic expanding hematoma 第370回 症例5 ☆

副舟状骨症候群：accessory navicular syndrome 第330回 症例3 ☆

副脾茎捻転：torsion of accessory spleen 第314回 症例1

副脾捻転：torsion of an accessory spleen 第382回 症例1 ★

腹部結核性リンパ節炎：abdominal tuberculous lymphoadenitis 第343回 症例5 ☆

腹部コンパートメント症候群：abdominal compartment syndrome 第379回 症例4 ★

腹壁外デスモイド：extra-abdominal desmoid 第367回 症例1 ☆

腹壁子宮内膜症：abdominal wall endometriosis 第345回 症例7 ☆

腹壁子宮内膜症 第280回 症例6 ★

腹膜悪性中皮腫：Malignant peritoneal mesothelioma（epithelioid type） 第346回 症例3 ★

腹膜偽粘液腫：pseudomyxoma peritonei 第382回 症例3 ☆

腹膜偽粘液腫：pseudomyxoma peritonei 第359回 症例2 ☆

腹膜偽粘液腫：pseudomyxoma peritonei 第332回 症例4

腹膜垂炎：epiploic appendagitis 第296回 症例5

腹膜リンパ腫症：peritoneal lymphomatosis 第348回 症例2 ★

腹膜リンパ腫症：peritoneal lymphomatosis 第316回 症例8

福山型筋ジストロフィー：Fukuyama type congenital muscular dystrophy 第321回 症例5

ブレンナー腫瘍：Brenner tumor 第382回 症例8 ★

分節性動脈中膜融解：SAM （segmental arterial mediolysis） 第389回 症例3 ★

　

へ 平滑筋腫を伴うメッケル憩室炎：Meckel's diverticulum with diverticulitis and leiomyoma 第302回 症例2

平滑筋肉腫：leiomyosarcoma of the hand 第385回 症例1 ☆

平滑筋肉腫：leiomyosarcoma 第313回 症例6

平滑筋肉腫（下大静脈）：leiomyosarcoma of the inferior vena cava 第306回 症例7

静脈原発平滑筋肉種：primary venous leiomyosarcoma 第356回 症例３ ☆

へノッホーシェーライン紫斑病（アレルギー性紫斑病）：Henoch-Schoenlein purpura 第360回 症例5 ☆

Bellini管癌：Bellini duct carcinoma/collecting duct carcinoma 第324回 症例3

ヘルマンスキー・パドラック症候群：Hermansky-Pudlak syndrome 第395回 症例7 ★

ヘルマンスキー パドラック症候群：Hermansky-Pudlak syndrome 第353回 症例5 ★



変性神経鞘腫：ancient schwannoma 第295回 症例8

片側肺動脈欠損症 第284回 症例3 ★

片麻痺性片頭痛：hemiplegic migraine 第303回 症例5

　

ほ 膀胱炎症性筋線維芽細胞腫瘍：inflammatory myofibroblastic tumor of the bladder 第379回 症例5 ☆

膀胱自然破裂：spontaneous bladder rupture 第367回 症例2 ☆

膀胱神経節腫：paraganglioma of bladder 第375回 症例4 ★

膀胱パラガングリオーマ：paraganglioma of the urinary bladder 第344回 症例6 ☆

膀胱破裂：bladder rupture 第384回 症例2 ☆

膀胱破裂（非外傷性、バルーン閉塞による）：spontaneous bladder rupture 第334回 症例2 ☆

膀胱破裂、腸管・腸間膜損傷（疑い）：bladder rupture, suspicion of bowel and mesenteric injury 第332回 症例8 ★

膀胱壁の脆弱化と尿道カテーテル留置によって生じたと思われる膀胱穿孔：Bladder Perforation
that Resulted From Fragility of Urinary Bladder Wall and Urethral Catheterization 第296回 症例2

膀胱虫垂瘻（虫垂癌による）：vesico-appendiceal fisfula secondary to appendiceal carcinoma 第322回 症例3

傍骨性脂肪腫：parosteal lipoma 第314回 症例5

傍骨性骨軟骨異型増生：bizzare parosteal osteochondromatous proliferation 第368回 症例4 ☆

放射線肝炎：radiation hepatitis 第368回 症例5 ☆

放射線照射に起因する骨肉腫：Radiation induced osteosarcoma 第289回 症例2 ★

胞状奇胎：hydatidiform mole 第345回 症例8 ★

傍神経節腫：paraganglioma 第371回 症例8 ★

傍神経節腫：paraganglioma 第336回 症例1 ☆

傍神経節腫：paraganglioma 第315回 症例7

傍神経節腫の自然破裂：spontaneous rupture of paraganglioma 第397回 症例4

紡錘形細胞脂肪腫：spindle cell lipoma 第374回 症例1 ★

防水スプレー吸入後肺障害：acute lung injury after inhalation of water-proofing spray 第361回 症例6 ★

防水スプレー吸入後肺障害：acute lung injury after inhalation of water-proofing spray 第351回 症例8 ★

胞巣状軟部肉腫：alveolar soft part sarcoma 第365回 症例2 ☆

胞巣状軟部肉腫：Alveolar soft part sarcoma 第299回 症例1 ★

傍卵巣嚢腫、卵管捻転：paraovarian cyst , fallopian tube tortion 第382回 症例4 ★

ポイツ・ジェガース症候群：Peutz-Jeghers syndrome 第352回 症例8 ★

母指CM 関節症：First carpometacarpal joint osteoarthritis 第340回 症例3 ☆

ホスホグリセリド結晶沈着症：phosphoglyceride crystal deposition disease 第390回 症例3 ☆

発作性夜間ヘモグロビン尿症：paroxysmal nocturnal hemoglobinuria 第363回 症例2 ☆

ボリコナゾール誘発性 骨膜炎：Voriconazole-induced periostitis 第338回 症例2 ★

　

ま MALT リンパ腫：MALT lymphoma 第359回 症例8 ★

マフッチ症候群：Maffucci syndrome 第283回 症例3

マラリア（三日熱マラリア）：脾腫に伴う被膜下血腫 第304回 症例1 ★

マルキアファーヴァ・ビニャミ病：Marchiafava-Bignami disease 第393回 症例1 ☆

蔓状神経線維腫：plexiform neurofibroma 第305回 症例3

慢性炎症性脱髄性多発神経炎：chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy:CIDP 第334回 症例7 ★

慢性拡張性血腫：chronic expanding hematoma 第386回 症例8

慢性拡張性血腫：chronic expanding hematoma 第366回 症例7 ☆

慢性後天性肝脳変性症：chronic acquired hepatocerebral degeneration 第333回 症例8 ☆

慢性再発性多発性骨髄炎：chronic recurrent multifocal osteomyelitis（CRMO） 第362回 症例6 ☆

慢性浸潤性真菌性鼻副鼻腔炎：chronic invasive fungal rhinosinusitis 第335回 症例6 ☆

慢性肺動脈血栓塞栓症：chronic pulmonary thromboembolism 第391回 症例6 ☆

慢性膨脹性血腫：chronic expanding hematoma 第345回 症例4 ★

　

み 未熟奇形腫：immature teratoma 第393回 症例5 ☆



未熟奇形腫：mature cystic teratoma 第350回 症例6 ★

未熟奇形腫：Immature teratoma 第333回 症例2 ★

ミトコンドリア脳症：MELAS:mitochondrial encephalopathy with lactic acidosis and stroke 第289回 症例8

ミトコンドリア脳筋症、乳酸アシドーシス、脳卒中様症候群：
mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes（MELAS） 第386回 症例4

　

む

　

め メタノール中毒：methanol intoxication 第372回 症例4 ☆

Meckel 憩室に発生したGIST：Gastrointestinal stromal tumor of Meckel's diverticulum 第337回 症例2 ☆

メッケル憩室による腸閉塞：intestinal obstruction due to Meckel's diverticulum 第394回 症例7

メッケル憩室炎に合併した腸閉塞：Meckel's enteroliths with small bowel obstruction 第361回 症例3 ☆

メッケル憩室茎捻転：torsion of Meckel's diverticulum 第287回 症例6

Meckel憩室内翻による腸重積：intussusception due to an inverted Meckel's diverticulum 第371回 症例7 ☆

メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患：methotrexate-associated lymphoproliferative disorder 第397回 症例3

メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患：
methotrexate-associated lymphoproliferative disorder（ MTX-LPD ） 第349回 症例6 ★

メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患：Methotrexate-associated lymphoproliferative disorder 第329回 症例7

メトトレキサート関連リンパ増殖性肺疾患：
methotrexate-associated lymphoproliferative disorders 第378回 症例7 ★

メトロニダゾール脳症：metronidazole-induced encephalopathy 第362回 症例8 ★

メルケル細胞癌の膵転移：Merkel cell carcinoma metastasis to the parcreas 第379回 症例7 ☆

　

も 毛様細胞性星細胞腫：pilocytic astrocytoma 第356回 症例6 ☆

毛様細胞性星状細胞腫：pilocytic astrocytoma 第291回 症例5

毛様細胞性星状細胞腫：pilocytic astrocytoma 第288回 症例4 ★

（PCA 狭窄を伴う）もやもや病による脳梗塞：moyamoya disease 第394回 症例6

　

や

薬剤性間質性肺炎（アミオダロンによる）、結節形成：
Amiodarone-induced interstinal pneumonia with nodular change 第324回 症例2

Jacobson神経鞘腫：Jacobson's nerve schwannoma 第312回 症例1

　

ゆ ユーイング肉腫：Ewing sarcoma 第322回 症例7 ★

遊走脾、脾臓捻転：wanderring spleen,splenic torsion 第339回 症例1 ★

　

よ 腰椎椎間板ヘルニアによる高度大動脈狭窄：severe aortic stenosis due to lumber disc herniation 第384回 症例4 ☆

脳症を伴った溶血性尿毒症症候群：hemolytic uremic syndrome (HUS) with encephalopathy 第364回 症例3 ☆

ら 右卵管癌：adenocarcinoma of right fallopian tube 第328回 症例8 ★

左側頭骨ランゲルハンス細胞組織球症：Langerhans cell histiocytosis of the temporal bone 第383回 症例1 ★

ランゲルハンス細胞組織球症：Langerhans cell histiocytosis 第375回 症例8 ★

尿崩症で発症したランゲルハンス細胞組織球症
：diabetes inspidus in Langerhan’s cell histiocytosis（LCH） 第346回 症例5 ☆

卵巣（温存）：normal ovary 第306回 症例8 ★

卵巣カルチノイド：carcinoid tumor of the ovary 第336回 症例8 ★

卵巣境界悪性ミュラー管型混合上皮性乳頭状嚢胞腺腫：
ovarian Mülerian mixed-epithelial borderline tumor（MEBT） 第322回 症例4

卵巣茎捻転：adnexal torsion 第291回 症例6

カルバマゼピン（テグレトール）による薬剤性過敏症症候群 DIHS：
drug-induced hypersensitivity syndrome

第358回 症例3 ☆

症例8 ★
無症候性右副腎褐色細胞腫の自然破裂による後腹膜出血：
Spontaneous rupture of asymptomatic pheochromocytoma of the right adrenal 第318回



左卵巣甲状腺腫、右卵巣内膜症性嚢胞：
struma ovary of the left ovary,endometrial cyst of the right ovary 第330回 症例5 ★

卵巣甲状腺腫・S 状結腸癌：struma ovarii, sigmoid colon cancer 第381回 症例5 ☆

卵巣甲状腺腫：struma ovarii 第308回 症例7 ★

卵巣静脈血栓症：ovarian vein thrombosis 第327回 症例3

卵巣漿液性嚢胞腺線維腫：serous cystadenofibroma of the ovary 第337回 症例5 ★

卵巣成熟奇形腫の捻転：Torsion of the mature teratoma of the right ovary 第282回 症例4

卵巣成熟嚢胞性奇形腫の悪性転化：Ovarian mature cystic teratoma with malignant transformation 第376回 症例5 ☆

卵巣成熟嚢胞奇形腫の破裂（左卵巣）：ruptured mature cystic teratoma of the left ovary 第323回 症例5 ★

卵巣線維莢膜細胞腫（両側多発性）：multiple fibrothecoma of the bilateral ovary 第360回 症例6 ★

卵巣線維腫：ovarian fibroma 第394回 症例8

卵巣線維腫捻転：torsion of the right ovarian fibroma 第281回 症例4

卵巣内膜症性嚢胞：ovarian endometriotic cyst 第349回 症例3 ★

卵巣未分化胚細胞腫：dysgerminoma of left ovary 第312回 症例5 ★

卵巣明細胞腺癌：clear cell adenocarcinoma of the ovary 第324回 症例5 ★

　

り Leigh脳症：Leigh's  encephalopathy 第339回 症例4 ★

リー・フラウメニ症候群：Li-Fraumeni synd 第341回 症例7 ☆

リウマチ結節：pulmonary rheumatoid nodule 第338回 症例8 ★

リウマチ結節：rheumatoid nodule 第321回 症例8 ★

リジン尿性蛋白不耐症：lysinuric protein intolerance 第397回 症例6

両側性副腎原発悪性リンパ腫：bilateral adrenal malignant lymphoma 第336回 症例2 ☆

輪状膵、右腎細胞癌：annular pancreas,renal cell carcinoma 第319回 症例4 ★

リンパ管筋腫症：lymphangiomyomatosis 第299回 症例3 ★

リンパ球性下垂体炎：lymphocytic hypophysitis 第341回 症例1 ☆

リンパ腫様肉芽腫症：lymphomatoid granulomatosis 第392回 症例2 ★

リンパ腫様肉芽腫症：lymphomatoid granulomatosis 第329回 症例4 ★

リンパ腫様肉芽腫症：lymphomatoid granulomatosis 第285回 症例2

リンパ増殖性疾患（移植後）：post-transplant lymphoproliferative disorder 第322回 症例1

リンパ増殖性疾患（メソトレキサート関連）：
methotrexate-associated lymphoproliferative disorders:MTX-LPD 第322回 症例2

リンパ脈管筋腫症：lymphangioleiomyomatosis（LAM） 第376回 症例7 ★

リンパ脈管筋腫症：lymphangioleiomyomatosis（LAM） 第312回 症例4 ★

リンパ脈管筋腫症：lymphangioleiomyomatosis（LAM） 第331回 症例4

　

る 類腱線維腫、大腿骨：desmoplastic fibroma of the femoral bone 第386回 症例3

類骨骨腫：osteoid osteoma 第383回 症例4 ☆

第３腰椎下関節突起類骨骨腫：osteoid osteoma in 2-3 第346回 症例6 ☆

類骨骨腫：Osteoid osteoma 第283回 症例2

類上皮型腎血管筋脂肪腫：epithelioid angiomyolipoma of the kidney 第357回 症例5 ☆

類上皮血管筋脂肪腫（後腹膜原発）：epithelioid angiomyolipoma of the retroperitoneum 第318回 症例7 ★

類上皮血管内皮腫：epithelioid hemangioendothelioma 第397回 症例8

類上皮血管内皮腫：epithelioid hemangioendothelioma 第363回 症例1 ★

類上皮血管内皮腫：epithelioid hemangioendothelioma 第347回 症例2 ☆

涙腺多形腺腫：pleomorphic adenoma of the lacrimal gland 第383回 症例8 ☆

類洞閉塞症候群：sinusoidal obstruction syndrome（SOS） 第388回 症例1 ☆

ループス腸炎・膀胱炎：lupus enteritis and cystitis 第346回 症例7 ☆

　

れ レプトスピラ症：Leptospirosis 第373回 症例5 ★

Leber 遺伝性視神経症：Leber's hereditary optic neuropathy 第368回 症例1 ★

レミエール症候群：Lemierre＇s syndrome 第342回 症例2 ☆



レルミット・ダクラス病：Lhermitte-Duclos disease 第367回 症例4 ☆

　

わ 左ワルチン腫瘍、脂肪腫：Warthin tumor , lipoma 第321回 症例7 ★


