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5)Remnantorrenalblastomaの 1例

佐藤敏輝･佐藤俊郎嘘錆 苗字病院)
石川 忍 ( 同 内科)

和田 寛治 ( 同 外科)

特異な組織像を呈した後腹膜陣場の 1例を経験したの

で報告する.

症例は31才男性で,腹部腫癖を主訴として当科を受

診した.

超音波,CT等により,陛癖は肝下面,腎腹側,十二

指腸外側に位置する約 10cm中 大の cystictumor

と診断された.

手術所見では,腫癖は肝下面,腎腹側,十二指腸外側

に位置する約10cmX8cm 大の後腹膜腔壕であった.

肉眼所見では,腫癌は monolocular cystを形成

しており,内腔には粘液が充満していた.又,壁の一部に

厚さ約 1.5cm大に白く硬く肥厚した部位がみられた.

組織所見では,壁を形成 している結合組桜内に,糸球

体,尿細管,前立腺等に類似した構造がみ られ, re_

mnantofrenalblastomaと診断された.

6)顎顔面外傷の CT診断

北村 信安 ･高瀬 裕志
江口 徹 ･川名 豊
二宮 秀一 ･前多 一雄

日本歯科大学
新潟歯学部
歯科放射線学

西村 恒一 ･山口 晃(宗竺釜窪教室)

加藤譲治･土川 幸三(完讐釜諾教室)

顎顔面領域は,機能,審美面においては重要な役割を

持つ部位であり,顎顔面骨骨折の放射線診断は確実なも

のが要求される.しかし,重篤な外傷患者であればある

ほどX線撮影をおこなうことが困難であるため,仰臥位

にて撮影の可能な CT検査法は臨床的に意義のある方

法といえる.今回は,顎顔面領域の外傷患者11名の CT

診断を行う機会を得たので,単純撮影による結果との対

比と若干の考察について報告した.単純X線写真のみの

診断では約半数の症例で骨折部位を十分に把握できなか

った.この原因としては,1)単純 X線写真は顎顔面を

構成している骨の重積像であり読影が難しい,2) 外傷

による出血,浮腫による軟組織陰影の出現,3) 患者状

態により適切な撮影がおこなえない,などがあげられる.

一方,CT検査は骨折部位の正確な把握と外傷による軟

組織の変化を同時にとらえられることから CT検査を

第一選択とする意義は十分高いと考えられた.
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7)開口障害における画像診断

中山
中村太提:鮎木霊芳子(雷逓 品 蒜)

我々は.開口障害を示して新潟大学歯学部附属病院を

訪れた患者の中で,顎関節そのものには異常がなく.他

の部位に存在する病変が原因となっていた例をいくつか

経験した.今回,そのうちの5例を報告する.

症例は,(1)下顎骨筋突起の過形成により機械的な運動

障害を示していた例 ,(2)外側翼突筋を障害した炎症と腫

傷の例.(3)顎下腺部の腫場が舌骨上筋を障害した例,(4)

Ameloblastonaが下顎頚部～筋突起にまで進展した

ことが原因となった例の5例 である. これらの診断に

は単純X線撮影,オルソパントモ撮影,CT検査などが

有効であった.

開口障害は,このように顎関節の他,開閉運動に関連

する筋群やその支配神経,さらには顎顔面領域の炊部組

織の障害,奇形などによって生ず る場合がある.した

がって,開口障害を示した症例では,顎関節以外の病変

が原因となる可能性があることを念頭において検査を進

めることが重要である.

8)耳下腺腫癌の画像診断

蔑藤 墓嘉瑠莞 邦慧 (新猷 学放射鮒 )

1983年 9月から1986年 9月までに,手術により病理

組織診断の確定した19例の耳下腺腫場について,術前の

超音波像および CT像について検討したので報告した.

(1)超音波像で境界が明瞭でかつ,底面エコーおよび

後部エコーを明らかに認めた症例には悪性瞳壕はなかっ

た .

(2)超音波像で境界が不明瞭あるいは底面エコー不明

瞭あるいは後部エコーをみとめないものは,悪性腫境の

可能性が大きい.

(3)CT像での境界の明瞭度,辺縁の整 ･不整,内部

の均一性では質的診断は困難であり,また腫壕濃度およ

び造影効果でも困難であった.

(4)嚢腫と脂肪腫は,CT像で腫癌濃度と造影効果を

みることにより診断は可能であった.

9)舌根部甲状腺の 1例

醐 春男.黒川 茂樹(詐 錨病院)横山道夫
白石 輝堆 ( 同 耳鼻科)

最近経験 した舌根部甲状腺の CT, J31l-シンチグラ

ムの所見を中心に報告 した.症例は13才女で,咽頭痛
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あり,近医を受診 し.舌根部腫癖を指摘 され.精轟のた

め当院へ紹介 された.当院受診時 .r]rz症状は消失 し

ていたが,舌根部に嚢胞でない腫癖を認め,CTにて.

舌根部正中に 2cm中 の CT柄103前後の高吸収域を認

めた. 1'jJI-シンチグラムでは,舌舶部に, J31Ⅰの架桁

を認めたが,通常みられる前朗部には,架構はみられな

かった.本症は.異所作 甲状腺の中では最 も多 く.発

生過程における甲状腺の下降障害が原田と考えられ.報

告例では,女に多 く,80%前後は舌根部のものが唯一

の甲状腺であ り,確詮には 13JI-甲状腺シンチが必須の

検轟である.

10)甲状腺結節性病変の超音波診断

酒井 達也 ･三浦 恵子
椎名 貞 ･柄井 邦夫

(新潟大学放射線科)

甲状腺結節性病変の超音波検車による質的診断能を,

手術施行例について検討 した.対果は,39症例43病変.忠

件病変は.その中18例(42%).咋令,大きさに良悪惟病

変問の大きな差なし.超音波 L,悪性病変は不平形,辺

縁不明瞭,充実件である傾向を示 し,明らかな音響陰影

を示す石灰化を高率に示 した.これらの超音波 Lの示標

は,悪性病変診断 1二80-90%の感度,50-60%の特異度

を示 し,諸家の報告に一致する.又所見陰惟反応適rf)皮

は80-90%で.所見が見られぬ時に鑑別力を示 した.2

項Flを同時に満たすものでは,感度は低下するが,特異

度80-95%,陽性F史応適rtl度80%前後と,ある群の恋仲

病変を鹿 く示唆 した.結局超音波法のみでは,一群の偽

陽性偽陰件群を零とする事は粥難で,他のより特異件の

高い検秀抜との有効な組み合わせの検討が必要である.

ll)第 5回 MRI学 会 (モ ン トリオール)で見た

MRI-anglOについて

新妻 伸二 (警撃芸宗品 セン)

昭和61i7:･8月第 5担j国際 MR 学会がカナダのモント

リオ-ルで開催された.この'llT:会は ME馳】係の基礎的

な耐 こおいて,非常に レベルが高いことで注｢ほ れてい

る.

今kj]GE杜のパーテーで見た心臓の運動の MRIに

よる解析に驚き,その方血の各社の段近の研究成射 こつ

いて調査 してみた.

MRIでは血管系はプt]トンが流れているため,廿号

は得られない.しかしこの信号のないところを,逆仁ハ

イシグナルで描写することは■~TJG巨である.高磁場の装ELFl''

で,ファ-ストスキャンをおこなうことにより,心臓の

壁の動きはかりか.血流やその逆流をとらえたり,頚部.

腹部の血管や末梢血iT･までが,造影剤なしで,描写 され

ていた.これは将来 DSAに円変わる可能件もあるも

のと思い,これをビデオに編態して発表 した.

12)MR-CT の使用経験

栗tli勇･E]高関原芳夫･岡臼1

13)MRIの有用性の検討

亀田 宏･臼村
伊藤 靖･反町

鍔(評論酢)

その 1

窪窪(親窪綿院)
14)Alexander病が疑われた 1例の

MRIについて
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Alexander病は脳の白質をおかす原因不明の疾患で

あるが臨床的には頭囲拡大と運動知能の発達遅延を特徴

とする.確定診断には脳の組織学的所見を要す.従来よ

り CTにては前頑黄優位の白質の低吸収が知られてい

る.

症例は 3才10ケ月91児,生後 6ケ月頃より頭囲増大し,

知能はやや低下す.走ると転倒 し易い.血液 ･生化学に

異常なく,白血球 ライソゾーム酵素やア ミノ酸分析は正

常であった.CTでは大脳半球白質に低吸収をみとめた.

1.5テスラ･マグネトームにて MRIを施行 した.

longSE 像では大脳白質は高信号を示 し前曲射 こ優位

であ一Jた.shontSE像では逆に前頭章が最 も低信号を

呈 した,脳梁,内包脳幹部,小脳の白質は大脳半球pFt比

して ミエリン形成が良好と考えられた. Alexander病

の MRIの報告は ドイツで 1例なされ,本邦では最初で

ある.

15)NMR が有 用で あ った第 4脳室

choroidplexuspapillomaの 1例

谷‖禎新中砧 等(離姦描純)渡辺llI.人･外LIJ
症例は21才女件.頑痛,意識障害,四肢の しびれ感に

て発症.神経学的に JCS.all,両側外転神経麻痔.

水平方向及び下方-の注視性眼振を認めた.craniogr.

は n.p.CT 上,水頭症 と小脳卿 Ll脳室部に分卓状の

1]脱 化像とその周辺部が淡い highdensityとな-,てい

る enhancedmassあり.手術によ り後Uchoroid

plexuspapillomaと病FP組織学的診断がなされた.


