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この文書ファイルについて                   目次へ 

１ この文書は 医療系の各種資格取得のための必修科目となる「解剖学」を学ぶため

の参考書として作られたものである。初学者を対象とし できるだけ簡潔を旨として

いるので、医学部等でより詳しく解剖学を学ぶ際の初歩として、あるいは 教養とし

て人体の構造を学ぶために利用することもできよう。必要に応じて 個々の名称を無

視して あらすじを読み進めばよい。 

  この文書には一般の教科書の記載方法と異なる部分があり、また 図を載せていな

いので、通読して人体について全体像を把握することに主眼を置き、図譜や 個々の

構造について詳しく記述している教科書・専門書で学習を進めていくことを期待す

る。 

  記載の過不足や誤りは適宜修正して 版を改めていく予定である。質問や意見は 

 mtmts@mw.kawasaki-m.ac.jp 宛て寄せていただければ幸いである。 

２ 一応 ｢読み取り専用｣の｢ワード｣文書として作成されているが、そのソフトコマン

ドによって どのようにでも操作・利用できる。 

実際の利用方法としては、下線付きの文字をクリックすることにより、目次から

章、さらに節へ跳んで 読み進むことができる。章の始めからは目次へ、節の始めか

らは章の始めへ、さらに 節の終わりからは節の始めへ戻ることができるようになっ

ている。節の終わりまでは カーソルを移動して読み進められたい。  

索引ないし本文中からも 記載のある箇所へ跳ぶことができる。また 跳ぶ直前の

箇所に引き返すには、メニューバーの｢戻る｣をクリックすればよい(ただし一部のバ

ージョンに限る)。 
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第１章 はじめに 

第 1章 はじめに                       目次へ 

 解剖学は人体の正常な形態や構造を研究する分野である。われわれはおもに視覚に

よって世界を認識しており、自分自身のからだについても形態的イメージが基本的な

全体像を形成する。また さまざまな生命現象は何らかの構造を背景に発現するので、

解剖学は医学においても基礎中の基礎として位置づけられる。 

われわれは また 名前をつけることによって対象を認識する。解剖学では 人体のさ

まざまなレベルの構造に名称を与え、特徴を記述する。それがおびただしい量になる

ので、解剖学の勉強とは名称を覚えることであると誤解されやすい。しかし、解剖学

の目的は形態の意味を理解することにある。その意味とは 変異や局所関係であったり、

機能や要因であったりもするが、形態そのものの時間的な変化、すなわち個体発生お

よび系統発生(進化史)上の変化を理解することが とりわけ重要である。合目的的な解

釈は正しくないことが多い。 

１ 動物としてのヒト 

２ からだの構成 

３ 器官系 

４ 方向用語 

章の始めへ 



第１章 はじめに 

１ 動物としてのヒト                   章の始めへ 

 われわれ人間は生物の一種である。ところが、現在の地球上で最も優勢で、その精

神活動が高度なことから、みずからと他の動物のあいだに一線を画してしまいがちで

ある。また 医学や医療の対象は人体なので、解剖学は人体のことが分かればよいと考

えてしまう傾向がある。しかし、ヒトは地球の歴史のなかで 進化の過程を経て出現し

たのであるから、自然界における位置を認識しないで その本質を理解することはでき

ない。 

 ヒトは 動物分類上 次のように位置づけられる。 

   動物界 Animalia 

    脊索動物門 Chordada 

脊椎動物亜門 Vertebrata 

      哺乳綱 Mammalia 

       霊長目 Primates 

        ヒト科 Hoiminidae 

         ヒト属 Homo 

          サピエンス種 sapiens 

 ここで、界・門（亜門）・綱・目・科・属・種は分類のランクで、種が生殖によって

継続していく単位である。右側は国際用語の名称で、ヒトの正式な分類名を、二名法

にしたがって Homo sapiens と表記する。 

 分類は グループ分けというだけでなく、進化の過程を反映する意味合いがある。し

たがって ヒトのからだには生物、動物としての一般的な特徴を背景に、脊椎動物とし

ての特徴、哺乳動物としての特徴、霊長類としての特徴、ヒト独自の特徴が混ざりあ

っている。からだの各部に見られる構造の特徴は、どのような存在としての特徴なの

かという視点が重要である。      
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第１章 はじめに 

２ からだの構成                      章の始めへ 

 われわれのからだは 外見的に頭部・頚部・体幹・四肢などの部位が区別でき、また

内部は 部品というべき多数の器官から成っている。器官は 形態的なまとまりを有し、

特定の機能をになう構造ということができる。 

 器官の細部構造は 肉眼あるいはルーペなどで ある程度観察できるが、光学顕微鏡

によって 材質にあたる組織を認めることができる。からだのすべての器官は ４種類

の組織の組み合わせでできている。さらにつきつめると、組織は構造の最小単位であ

る細胞と細胞間質から成っており、この特徴は動植物を問わず共通である。細胞は さ

らにその内部構造を有することが電子顕微鏡などで観察される。 

2.1 細胞 

細胞は 基本構造として細胞膜に包まれ、内部に遺伝子をたくわえる細胞核があって、

それを取りかこむ細胞質にはミトコンドリアや小胞体、リボソームなどの細胞内小器

官が含まれている。たいていは直径 10μmほどの大きさだが、卵細胞のように 200μm

に達するものや、１ｍにも及ぶ突起を伸ばす神経細胞のようなものまで多種多様であ

る。 

2.2 上皮組織 

体表や、からだの内腔表面をおおう組織で、細胞のかたちや配列から 単層扁平上

皮・重層扁平上皮・単層立方上皮・多列線毛上皮・移行上皮などを区別する。 

機能の側面から、腺上皮・感覚上皮という呼びかたもある。 

2.3 支持組織 

からだの諸構造を支えたり、各部分を結合したりする組織で、多量の細胞間質や線

維を含んでいる。骨組織・軟骨組織・結合組織に大別するが、軟骨組織はさらにガラ

ス軟骨・線維軟骨・弾性軟骨に区別され、結合組織は密性結合組織・疎性結合組織・

弾性組織などに分けられる。血球も結合組織に含まれる。 

2.4 筋組織 

収縮することによって からだの各部や臓器を動かす組織で、筋タンパクの配列が横

すじに見える横紋筋、紡錘状の平滑筋、心臓に特有の心筋を区別する。横紋筋は骨格

筋(体性筋)および鰓弓筋(特殊内臓筋)に見られ、平滑筋は一般の内臓や皮下の立毛筋

などに見られる。 

筋の分類へ 

2.5 神経組織 

神経細胞と神経膠細胞に大別でき、神経細胞は情報を伝達する構造・機能上の単位

としてニューロンとも呼ばれる。神経膠細胞は神経細胞を保護・支持して 栄養の仲介
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などをおこない、星状膠細胞・希突起膠細胞・シュワン細胞などが区別される。 
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３ 器官系                        章の始めへ 

 からだを構成する器官どうしのまとまりから、人体は体壁系と内臓系のふたつに分

けられる。 

3.1 体壁系 

 体壁系は からだの外郭を構成し、外界からの刺激を受容するとともに それに対し

て反応し働きかける諸構造である。「動物」として本質的な部分なので、動物器官系と

いうことがある。 

 体壁系は からだの支柱となる骨格系、そこに付着して からだを動かす筋系、体表

を保護し 外部からの刺激を受容する外皮系(感覚器系)、および情報を取り込み 統合

して からだの各部に命令を出す神経系から成る。神経系の支配は内臓系にもおよぶ。 

注へ 

3.2 内臓系 

 内臓系は おもにからだの内部にあって 生命の維持活動にかかわる諸構造である。

前者に対比させて植物器官系、また内臓器官系ともいう。 

 内臓系も いくつかの主要な系から成っている。動物は自分の体内で栄養を作れない

ので、摂食・消化吸収し排泄するための消化器系が必須である。呼吸器系は からだの

各組織が活動するために 体外から酸素を取り込み、二酸化炭素を放出する。呼吸器系

は消化器系から分かれ出るので、消化呼吸器系として理解するのが有用である｡ 

泌尿器系が蛋白質代謝の老廃物を放出し、生殖器系が生殖にあずかる。構造上、両

者は密接に関連しあうので、尿生殖器系として理解する必要がある。 

循環器系は、体壁系の諸器官を含む からだのすみずみに分布して、栄養や酸素・二

酸化炭素・老廃物を運搬し、また 免疫機能に関与する。 

注へ 

 からだは以上のように大まかに区分することができるが、たとえば骨髄が造血作用

を持つなど、個々の器官の働きはひとつの器官系に限定されるわけではない。器官・

器官系が相互に関連して、全体で 一個体としての生存さらに種の維持に関わっている

のである。 
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４ 方向用語                       章の始めへ 

 からだの各部分の形態や位置関係を表現し、また 名称をつけるために 方向に関す

る用語をさだめておく必要がある。 

 まず 解剖学的位置として、からだの姿勢を「足の爪先を前に向けて足底を床につけ、

上肢は体幹のわきに垂らし、掌(てのひら)を前に向ける。頭はまっすぐ前方を見るよ

うに向け、からだの諸関節を伸ばして、直立姿勢をとる」と決めておく。 

 この状態で ３次元の方向(軸)を決める。まず 重力のはたらく方向を下、反対の方

向を上とする。また 前進する方向を前、反対方向を後とする。ヒトの場合、前は腹側、

後は背側と一致する。上下軸と前後軸に直交する第３の方向(軸)を左－右とする。 

これで 軸は決定したわけだが、からだは大まかに左右対称なので 正中面から左右

方向に遠い位置を外側、近い位置を内側とする用語は きわめて重要で多用される。 

                                   注へ 

 からだの内部構造を断層撮影などによって２次元的に観察するとき、その断面をい

い表わすのに、上下軸に直交する平面を水平面、前後軸に直交する平面を前頭面（冠

状面）、左右軸に直交する平面を矢状面という。それぞれの平面は平行にずらせば無数

にあるが、とくに、からだの正中線を通る矢状面は、からだの左右対称面になり正中

面という。 

 以上の基準軸と基準平面のほかに 補助的な方向用語を用いることがある。外側－内

側のことを、上肢では前腕骨にてらして橈側－尺側、下肢では下腿骨にてらして腓側

－脛側ともいう。 

 また、からだの中心部分ないし構造に近寄る方向を近位、離れる方向を遠位という。

四肢の場合には体幹に対して、血管系や神経系では本幹に対して用いることがある。 
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第２章 骨格系                        目次へ 

 人体では 200個あまりの骨が骨格系を構成し、体重の約 20％を占める。骨どうしの

連結部が関節で、骨格筋によって関節が曲げたり伸ばされたりする変化が からだの運

動となる。骨は 内部の骨髄で血球を作るという特異な働きを有し、カルシウムの備蓄

器官でもある。                              注へ       

 骨格はからだの支柱であり、触診あるいは断層撮影でもはっきり識別できるので、

骨格系の理解は からだの全体像や区分を把握するうえで重要である。骨格系は体幹と

頭部を構成する中軸骨格と、発達した四肢の骨格に分けられる。 

１ 中軸骨格 頭蓋    

         脊柱－肋骨－胸骨 

２ 付属骨格 上肢骨  上肢帯    鎖骨－肩甲骨 

自由上肢骨  上腕骨－前腕骨－手骨 

         下肢骨  下肢帯    寛骨 

自由下肢骨  大腿骨－下腿骨－足骨 

１ 骨の一般的特徴 

 ２ 頭蓋 

 ３ 体幹の骨格 

 ４ 上肢骨 

５ 下肢骨 
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第２章 骨格系 

１ 骨の一般的特徴                       章の始めへ 

 各骨の表層は緻密質、内部は海綿質になっており、内腔は骨髄で満たされている。

骨の表面は結合組織である骨膜におおわれ、また 関節面はガラス軟骨性の関節軟骨で

おおわれている。骨膜には知覚神経終末が分布し、骨内部には血管が進入する。 

隣接する骨とは、ふつう 接触面で滑るように動く可動関節を作る。その部分は関節

包と呼ぶ膜で包まれ、内腔である関節腔は少量の滑液でうるおされ、関節包の周囲は

強力な靱帯が付着し 過剰な動きが制限される。関節腔の内部に 靱帯や関節円板･半月

などが見られる関節もある。 

接触する関節面の形態によって、関節運動の方向などが決まることになる。頭蓋な

どでは、接触面がかみ合う縫合によって 連結部が不動になっている。 

節の始めへ 
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２ 頭蓋                             章の始めへ 

 頭蓋は頭部を構成する骨格で、鼻根部と耳を結ぶ おおよその線によって、脳の容器

である神経頭蓋(脳頭蓋)と、消化呼吸器系の開口部にあたる内臓頭蓋(顔面頭蓋)に分

けられる。目・鼻・耳などの特殊感覚器は 両者の境界あたりに位置していることにな

る。内臓頭蓋は名の示すとおり 本質的には内臓系に属し、神経頭蓋 および ほかの骨

格系の要素とは性格が異なる。しかし、側頭骨のように両者の要素があわさった骨も

あり、境界線がはっきり引けるわけではない。 

 頭蓋全体が左右対称なのに関連して、構成骨には１個で自分自身が左右対称形のも

の(前頭骨など)と、左右１対で互いに対称なもの(頭頂骨など)とがある。ふつうは頭

蓋に含められないが、中耳にある耳小骨３種６個も 本来は内臓頭蓋の一部である。 

脳を保護する神経頭蓋では、成長すると各骨は縫合によって組み合わさり、老化に

伴って縫合も閉じていく。内臓頭蓋においても、動くのは下顎骨と舌骨(および耳小骨)

だけである。 

2.1 神経頭蓋 

 神経頭蓋は、脳を上からおおう頭蓋冠と、下で支える頭蓋底に区別できる。頭蓋冠

は比較的単純だが、頭蓋底には脳に出入りする脳神経や血管を囲む孔がたくさん存在

する。最も大きな大後頭孔は、脳と脊髄の移行部を囲む。頭蓋底上面(内頭蓋底)には、

脳底の膨らみに対応して 前・中・後頭蓋窩のくぼみがあり、頭蓋底下面(外頭蓋底)は

いろいろな筋が付着するのでさらに複雑な構造をしている。 

 内臓頭蓋との境界に大きく開く眼窩は、視覚器全体の容器になっている。眼窩の壁

を構成するのは、前頭骨・篩骨・蝶形骨・涙骨・頬骨・上顎骨および口蓋骨の 7 種で

ある。蝶形骨の後端に視神経管が開き、視神経と眼動脈を囲む。その外側には、上・

下眼窩裂が他の神経や血管の通路となっている。 

2.2 内臓頭蓋 

 鼻の部分には 梨状口があく。内部の鼻腔は 鼻中隔によって左右に仕切られ、それ

ぞれの外側には 上・中・下鼻甲介と呼ぶ高まりが見られる。上・中鼻甲介は 篩骨の

一部だが、下鼻甲介は単独の骨である。鼻腔周囲の前頭骨・上顎骨・篩骨・蝶形骨の

内部は空洞(副鼻腔)になっており、鼻腔に開口している。 

内臓頭蓋の本質的な要素は消化器系である。上顎骨と下顎骨の間に口が開き、摂食・

咀嚼・嚥下をおこなう。顎関節は 下顎骨の関節突起と側頭骨の下顎窩のあいだで形成

される。舌骨は咽頭部に見られる 下顎骨の続きの骨格要素である。 
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３ 体幹の骨格                          章の始めへ 

 体幹の骨格は脊柱・肋骨・胸骨から成り、骨格全体の中心構造である。 

脊柱は 頚椎７個・胸椎 12 個・腰椎５個・仙椎５個・尾椎３～５個から成る。頚椎

が７個なのはほとんどの哺乳類に共通の特徴である。その他の椎骨の数は、動物によ

って異なる。尾椎の数が少なく個人差があるのは、類人猿のなかまとして 尻尾をなく

したことの表われである。 

椎骨の基本構造は 腹側の椎体と背側の椎弓である。椎体は 椎間円板を介して上下

に連なり、多少の可動性を有して体重を支える。椎体と椎弓との間にできる椎孔は 上

下に連結して脊柱管を作り、生体では脊髄を入れている。椎弓には 棘突起・横突起・

関節突起が伸びだし、筋の付着部または上下の椎骨との連結部となる。連結する椎骨

間の外側にできる椎間孔を 脊髄神経や血管が通る。 

3.1 頚椎 

第 1 頚椎は椎体を失っていて、環椎とも呼ばれる。その椎体部は第２頚椎に歯突起

としてくっつき、軸椎という別名の由来になっている。第７頚椎は棘突起が大きく伸

びだすので、隆椎とも呼ばれる。 

ふつう上位の６頚椎には横突起に横突孔があき、脳を栄養する椎骨動静脈を囲む。 

3.2 胸椎－肋骨－胸骨 

 胸椎は 肋骨が連結する特徴によって、その上の頚椎、下の腰椎と区別される。肋骨

は 前下がりに胸腔を取りかこむ。上位７対の肋骨は自身の肋軟骨で胸骨に連結するが、

８～10番目は上の肋軟骨を介して間接的につながり、最下２対は遊離している。 

胸骨は上から柄・体・剣状突起の３部分に分けられる。柄と体の境界を胸骨角と呼

び、ここに第２肋軟骨が連結するので、肋骨および肋間隙の位置を確かめる手がかり

になる。また 胸骨角を通る水平面(胸骨角平面)は第４胸椎と第５胸椎の間の高さにあ

り、およそこの高さで気管は気管支に分岐し、大動脈弓はこの高さで下行大動脈と名

前を変える。 

3.3 腰椎 

 腰椎には 肋骨の要素が付着した肋骨突起が見られる。体幹の体重を支えるために、

椎体は他に比べひときわ大きい。 

3.4 仙椎・尾椎 

 仙椎 5個は 成人では融合して 1個の仙骨となっており、両外側の耳状面で腸骨に関

節する。仙骨の前後面に見られる仙骨孔はそれぞれの椎体間の椎間孔だったものであ

る。 

 尾椎はきわめて退化的で、成人では尾骨として融合していることがある。 



第２章 骨格系 

脊柱全体を横から見ると、頚部で前弯、胸部で後弯、腰部で前弯、仙骨部で後弯し

てＳ状になっている。腰部前弯がヒトに特有で、直立姿勢に適応した特徴であるが、

腰部にはしばしば過大な荷重がかかり腰痛の原因になる。 

節の始めへ 
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４ 上肢骨                            章の始めへ 

4.1 上肢帯 

 体幹と自由上肢骨のあいだを結ぶのが上肢帯の鎖骨と肩甲骨である。しかし、上肢

においては、鎖骨が内側端で胸骨柄に連結するだけである。 

鎖骨はＳ状の骨で、外側端で靱帯によって肩甲骨の肩峰とつながる。 

肩甲骨は三角形の板状部に肩甲棘－肩峰、烏口突起がついた構造をしている。前後

両側の広い表面に 肩の運動に関与する筋が付着する。上外側の関節窩に上腕骨頭が連

結し肩関節を構成するが、上腕骨頭に対して関節窩の面積は小さいので、肩関節は可

動域が広い一方 脱臼しやすい。 

4.2 上腕骨 

 上腕骨は大きな棒状の骨で、近位端の骨頭で肩甲骨と関節する。その周囲の大結節、

小結節にはさまざまな筋が付着し、結節間溝には上腕二頭筋の長頭がはまりこんでい

る。遠位端の上腕骨滑車に尺骨の滑車切痕がはまりこんで肘関節をつくり、外側の上

腕骨小頭には橈骨頭が関節する。両側の突起は前腕筋の起始になっており、外側上顆

には伸筋群、内側上顆には屈筋群が付着する。 

4.3 前腕骨 

 ２本の前腕骨のうち、尺骨は回外位で内側に位置し、近位端の鉤状の肘頭は肘関節

の背側に触れることができる。橈骨は尺骨の外側に位置し、骨頭の関節環状面が尺骨

切痕に対して回転することにより、前腕部の回旋(回内と回外)がおこる。 

4.4 手骨 

手骨は 手根骨・中手骨・指骨に区分される。手根骨は近位列４個（舟状骨・月状骨・

三角骨・豆状骨）と遠位列４個（大菱形骨・小菱形骨・有頭骨・有鉤骨）から成ると

されるが、豆状骨は尺側手根屈筋の停止腱中にできた種子骨である。豆状骨を除く近

位列の骨が 橈骨および関節円板を介して尺骨と関節し、遠位列の骨が中手骨に連結す

る。５本の中手骨は手のひらのなかにあり、遠位端で５本の指に関節する。指骨は、

尺側の４指では基節骨・中節骨・末節骨から成るが、母指では中節骨を欠く。 

節の始めへ 
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５ 下肢骨                            章の始めへ 

5.1 下肢帯 

 下肢帯である寛骨は腸骨、坐骨、恥骨が合わさったものである。腸骨は内側面の腸

骨窩で腸を支え、耳状面で仙骨と強固な仙腸関節を形成する。腸骨の外側面には殿筋

群が付着する。３骨が合わさる外側面には股関節を作る寛骨臼があり、坐骨と恥骨は

閉鎖孔をかこんで輪状に連結する。左右の恥骨は前方端で恥骨結合を作る。 

 左右の寛骨と仙骨・尾骨をあわせて骨盤という。骨盤の内面で 岬角(第５腰椎と仙

骨の境界)から恥骨結合後面にいたる分界線より上部を大骨盤、下部を小骨盤と呼ぶ。

小骨盤で囲まれる空間が骨盤腔で、女性ではここが分娩の際の産道となるので 骨盤の

形態には明瞭な性差が見られる。全体として 男性の骨盤が狭く深いのに対し、女性の

骨盤は広く浅い。 

5.2 大腿骨 

 大腿骨はからだのなかで最大の骨で、骨頭が寛骨臼に深くはまりこんで股関節をつ

くり、周囲の大転子・小転子には筋が付着する。股関節は、非常に強靭な靱帯によっ

て補強されており、生後の脱臼はほとんどおこらない。大腿骨下端には外側上顆と内

側上顆という２つのふくらみがあり、筋の付着部位となっている。その下の外側顆・

内側顆が、脛骨とのあいだで 関節半月を介して膝関節を形成する。膝関節前面の膝蓋

骨は 大腿四頭筋の停止腱中にできた種子骨である。 

5.3 下腿骨 

 下腿は、前腕同様、外側の腓骨と内側の脛骨の２骨から成る。しかし、下腿では、

上下の骨に連結して体重を支えるのは脛骨のみであり、回旋のはたらきもない。脛骨

上端には、大腿骨下端に対応した外側顆・内側顆があり、膝関節を作る。腓骨下端の

外果と脛骨下端の内果はくるぶしとして触れることができる。 

5.4 足骨 

足骨も、手と同じように、足根骨・中足骨・指骨に区分される。足根骨は近位列２

個(距骨、踵骨)と遠位列５個(舟状骨、内側・中間・外側楔状骨、立方骨)から成る。

５本の中足骨は足底のなかにあって、遠位端で５本の指に関節する。 

指骨の構成も手と同様であるが、下肢が全体重を支え、歩行の主要器官になってい

るので、足からは ものを握ったりする機能は失われている。むしろ 足の骨格は全体

で縦・横のアーチを形成して 体重の支持に有用な構造に変化しており、これが不完全

な扁平足では直立姿勢の保持や運動に支障をきたす。 

節の始めへ 
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第３章 筋系                            目次へ 

からだには さまざまな器官に筋組織が存在するが、筋系として扱うのは 骨格筋の

なかまである。骨格筋はからだ全体で 400種類ほどあり、体重の約 40％を占める。個々

の筋は収縮することによって関節の角度を変化させ、その複合および時間的変化が身

体の運動となる。筋収縮によって発生する熱は 体温維持のために不可欠である。 

１ 筋の分類 

２ 筋の構造 

３ 頭部の筋 

４ 中軸骨格の筋 

５ 付属骨格の筋 

章の始めへ 
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１ 筋の分類                            章の始めへ 

 筋は 組織学的に横紋筋・平滑筋・心筋に大別される。しかし、器官系として筋系を

理解するには、からだを２分する体壁系と内臓系に対応した体性筋と内臓筋の区別が

より大切である。 

体性筋は骨格筋ともいい、横紋筋である。内臓筋はふつう平滑筋であるが、頭頚部

の鰓弓から発生して消化呼吸器系に関わる筋は横紋筋になっており、神経支配の様式

も異なるので特殊内臓筋と呼ばれる。心筋は内臓筋だが、心臓にのみ見られるきわめ

て特異な筋組織である。これらの関係は次のようにまとめられる。 

 

筋の区分 組織学的分類 

体性筋（＝ 骨格筋） 
横紋筋 

  

内臓筋 

特殊内臓筋(＝ 鰓弓筋) 

一般内臓筋 平滑筋 

心臓の筋 心 筋 

 

注へ 

筋には神経が分布し、収縮(運動)の命令を伝え、また 伸展の程度を固有知覚として

送っている。筋の由来や２次的な変化を理解するためにも、神経との対応関係が重要

である。 

節の始めへ 
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２ 筋の構造                           章の始めへ 

 個々の筋は筋筋膜と呼ばれる結合組織に包まれ、表層の筋筋膜は深筋膜としてつら

なって、皮下組織の下層で筋層全体を包む。筋の内部でもさまざまなレベルの結合組

織の鞘が筋線維の束を包み、また 筋中には上記の固有知覚を感覚する筋紡錘が散在す

る。 

筋は、異なる骨に筋線維または結合組織である腱によって付着する。ふつう体幹に

たいして末梢が動くので、便宜的に近位の付着部位を起始、遠位の付着部位を停止と

している。通過する関節の数や、それらに対する位置関係が筋の作用を決定すること

になるが、起始や停止が複数に分かれていたり 広がりをもっている場合などは、作用

は単純でない。また 運動は複数の協力筋や反対に作用する拮抗筋の参加によって、神

経系の調節を受けながらおこなわれるのがふつうである。筋と支配神経さらに脊髄の

領域との対応は、不可分の関係にある。また 筋は運動エネルギーや熱エネルギーを発

生する代謝のさかんな器官であるから、血管の豊富な分布を受ける。 

筋が動く際の摩擦を軽減するために、筋・腱と他組織のあいだに滑液包や腱鞘とい

う結合組織性の袋がいたるところに存在し、また、腱中には種子骨という骨組織が見

られることもある。 

節の始めへ 
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３ 頭部の筋                           章の始めへ 

頭部における体性筋は 外眼筋群と舌筋群である。顔面部は本質的に内臓系の入り口

なので、頭部で量的に大きな割合を占めるのは特殊内臓筋である。 

3.1 外眼筋群 

 外眼筋群は、眼球を動かすための６種の筋と、まぶたを開くための１筋から成る。

その働きの関連から、詳しくは視覚器の章で述べることとする。 

3.2 舌筋群 

 舌筋群は外舌筋と内舌筋に大別される体性筋で、その働きは消化器系に大きく関係

するので そこで述べる｡ 

3.3 特殊内臓筋 

 特殊内臓筋は鰓弓筋群とも呼ばれ、消化呼吸器系の入り口の分節的な筋が横紋筋に

なったものである。顔面の皮膚の動きや咀嚼をはじめ多様な働きに関与しており、詳

細はその由来や働きに応じて 消化器系・呼吸器系・外皮系の章で述べる｡ 

節の始めへ 
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４ 中軸骨格の筋                        章の始めへ 

 本来の体性筋は、骨格に付着して関節を伸展ないし屈曲させることによって からだ

を運動させる。したがって それらは伸筋群と屈筋群に大きく分かれ、それを支配する

神経も経路の途中ではっきりと分離する。 

4.1 伸筋群 

中軸骨格である脊柱が、内臓などに対して背側にあることから、脊柱の伸筋群は比

較的狭い領域に存在する｡これらの筋は、脊柱を中心に、後頭部・肋骨・腸骨などに付

着して、固有背筋または脊柱起立筋、深背筋とも呼ばれる。浅層および中層の背筋は、

本来は屈筋群のなかまである。 

個々の固有背筋は長さや付着部位によって、回旋筋・多裂筋・半棘筋・棘筋・最長

筋・腸肋筋・板状筋などに区別され、また後頭部には後頭下筋群がある。 

 固有背筋は脊髄神経後枝に支配され、長く連なった筋への枝も経路が短く、神経叢

は形成されない。 

4.2 屈筋群 

  伸筋群に対し、屈筋群は脊柱の前面だけでなく 胸部や腹部をおおうので、形態や働

きがより複雑化している。２次的に位置が変化していても、かならず脊髄神経前枝の

支配を受ける。上・下肢の筋群も、もともとこの部分から派生したものである｡ 

 4.2.1 椎前筋群と斜角筋群 

椎前筋(狭義)には、頚部の椎骨を中心に、その前面に付着する 頚長筋・頭長筋・

前頭直筋・外側頭直筋などがある。また、斜角筋には、頚椎横突起から上位の肋骨

に停止する 前・中・後斜角筋が区別される。 

 4.2.2 舌骨下筋群 

 舌骨と胸骨・肩甲骨のあいだに張る筋群で、胸骨舌骨筋・胸骨甲状筋・甲状舌骨

筋・肩甲舌骨筋の４つから成り、顎を開く際や嚥下時に舌骨を固定する｡舌筋群や舌

骨上筋群のうちのオトガイ舌骨筋は、舌骨下筋群のなかまとして頭方へ延長したも

のとみなすことができる。 

 舌骨下筋群は帯状に連なり、これらを支配する第１～４頚神経の前枝は頚神経叢

を形成する。 

4.2.3 肋間筋群 

 胸部では肋骨が胸郭を形成し、各肋骨の間隙を外肋間筋・内肋間筋・最内肋間筋

が層状に張る。胸式呼吸において、前者は胸郭を引き上げて吸息、後２者は引き下

げて呼息をおこなう。 

分節性がわかりやすい構造をしており、胸神経の前枝である肋間神経により支配
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される｡ 

 4.2.4 腹筋群 

  腹壁に肋骨はないが、やはり層状に外腹斜筋・内腹斜筋・腹横筋が側腹部をおお

い、正中の白線の両側には、腹直筋が胸壁下部から起始し 恥骨に停止する。これら

は体幹を曲げる運動のほか、腹部内臓を保護し 腹圧を高める働きをする。 

 肋骨の傾きからも分かるように、体壁の分節は前下がりになっていて、腹筋群は

第７胸神経～第１腰神経の前枝に支配される。 

 4.2.5 横隔膜  

横隔膜は胸腔と腹腔を隔てる体性筋で、上部腰椎・肋骨・胸骨剣状突起から起こ

って第８胸椎ほどの高さまでドーム状に盛り上がり、中央部は腱膜になっている。

横隔膜の収縮によって ドームの頂部が下降し、腹式呼吸の吸息がおこなわれる。 

支配神経である横隔神経は 頚部から心膜の外側壁を下降して横隔膜に達する。こ

れは、もともと頚部に発生した横隔膜が、巨大化する肺によって押し下げられたこ

とを示している。 

横隔膜は、食道・胸管、下行大動脈，下大静脈などによって貫通される。 

 4.2.6 骨盤隔膜と尿生殖隔膜 

骨盤隔膜を構成する肛門挙筋と尾骨筋は、骨盤下口から椀状に肛門管をぶらさげ

て骨盤内臓を支え、その下垂を防いでいる。前方では尿道（および女性では腟）を

通し、肛門管周囲では輪状に発達して、とくに外肛門括約筋と呼ばれる。 

尿生殖隔膜は骨盤隔膜の前下方にあって、それを構成する深会陰横筋は両側の恥

骨下枝のあいだに張る三角板状の筋である。ここを貫通する尿道の周囲では、輪状

の尿道括約筋(および女性では腟括約筋)となっている。 

骨盤隔膜と尿生殖隔膜の筋は、陰部神経(第２～４仙骨神経の前枝)の支配を受け

る。 

節の始めへ 
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５ 付属骨格の筋                        章の始めへ 

 運動の中心的役割をはたす上下肢は体幹の側壁から派生するので 脊髄神経前枝に

支配され、また 複数の体節から筋が再構成されるので 腕神経叢および腰・仙骨神経

叢が形成される。 

手や足の末端に向かって いくつかの関節ができ、それぞれについて伸筋・屈筋が分

化するので、神経の経路においても伸筋支配枝(軸後部)と屈筋支配枝(軸前部)の区別

が明瞭である。上肢はもともと前肢であって、接地した手に体を引き寄せる屈筋群が

優位であるのに対し、下肢(後肢)では 足から体を前へ押し出す伸筋群が優位である。

この優位性は ヒトにもあてはまる。 

5.1 上肢の筋 

肩関節の伸筋には三角筋・棘上筋・棘下筋・小円筋・大円筋・肩甲下筋・広背筋・

肩甲挙筋・菱形筋があり、屈筋には大胸筋・小胸筋・鎖骨下筋・前鋸筋がある。これ

らの筋のうちには 起始を脊柱や肋骨・胸骨などに伸ばして、浅背筋・浅胸筋と呼ばれ

るものがあるが、脊髄神経前枝(腕神経叢)の支配を受けることに変わりはない。 

上腕部に筋腹をもつ筋は おもに肘関節の運動に関与し、伸筋には上腕三頭筋、屈筋

には烏口腕筋・上腕二頭筋・上腕筋がある。 

前腕部に筋腹をもつ筋は おもに手首より遠位の関節運動に関わる。伸筋には 指伸

筋・小指伸筋・尺側手根伸筋・回外筋・長母指外転筋・長母指伸筋・短母指伸筋・示

指伸筋などがある。腕橈骨筋、長・短橈側手根伸筋も伸筋群に属するが、機能のうえ

では肘関節に対して屈筋として働く。屈筋には 円回内筋・橈側手根屈筋・長掌筋・尺

側手根屈筋・浅指屈筋・深指屈筋・長母指屈筋・方形回内筋などがある。豆状骨は尺

側手根屈筋の停止健中にできた種子骨である。 

手内においては、屈筋群に属するものだけが筋腹を有する。母指球・小指球および

中央部にたくさんの小筋が見られる。母指球にある母指対立筋は ヒト特有の母指対向

性に関与する重要な筋である。 

5.2 下肢の筋 

膝が前方を向くために、股関節は体幹に対して軸が回転しており、本来は伸筋群に

属する腸腰筋(腸骨筋と大・小腰筋)が股関節の屈曲に働く。大・中・小殿筋および大

腿筋膜張筋・大腿方形筋・梨状筋などが 股関節を伸展・外転・外旋させる。 

大腿に筋腹を有するもののうち、内転筋群が股関節の本来の屈筋群で、大・長・短

内転筋および外閉鎖筋などがある。そのなかまである 大腿二頭筋・半腱様筋・半膜様

筋などが膝関節に屈筋として作用する。大腿の伸筋は、大腿四頭筋と縫工筋である。

大腿四頭筋は膝蓋靭帯を経て脛骨に停止しており、膝蓋骨はその停止腱中にできた種

子骨である。 
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下腿に筋腹をもつ筋は、おもに足首より遠位の関節に作用する。伸筋には、前脛骨

筋、長母指伸筋、長指伸筋、第３腓骨筋がある。長・短腓骨筋もこのなかまであるが、

停止腱が外果の後ろを通るので 足を底屈させる。本来の屈筋群には、下腿三頭筋（腓

腹筋とヒラメ筋）、足底筋、後脛骨筋などがある。 

足背には短母指伸筋、短指伸筋があり、足底には母指球・小指球・中央部に屈筋群

に属する多数の筋がある。 

節の始めへ 
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第４章 神経系                        目次へ 

 神経系の分布・支配は体壁系、内臓系のすべてにおよび、ヒトはとくに発達した脳

を有するので、神経系は他の器官系にまして 系としての理解が重要である。 

神経系の機能は情報の伝達であるから、情報の種類とその経路を把握することが神

経系の構造を理解することになる。情報伝達の主体はニューロン(神経細胞)で、その

細胞体の集合(核あるいは灰白質)である中枢どうしが、突起の集合(神経あるいは白

質)のネットワークによって連絡しあう。 

 １ 神経系の概観 

２ 脊髄  

３ 脊髄神経 

 ４ 脳 

 ５ 脳神経 

 ６ 自律神経系 

章の始めへ 
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１ 神経系の概観                     章の始めへ 

 神経系は 中枢神経系と末梢神経系に分けられる。前者は情報処理をする中枢として

の脳と脊髄、後者は中枢と末梢の器官との間のケーブルとして 脳につながる脳神経 12

対と 脊髄につながる脊髄神経 31対から成る。 

 中枢神経系は 細長いゴム風船のように 中空の神経管として形成される。このよう

な管状神経系を有することが脊椎動物の特徴であり、その進化の要因になったと考え

られる。 

 末梢神経系は、分布する体壁系と内臓系に対応させて、体性神経系(動物神経系)と

自律神経系(植物神経系＝内臓神経系)に分けることができる。また 末梢神経系の各神

経線維は、情報を末梢から中枢に伝える求心性(知覚性)と、逆に中枢から末梢へ伝え

る遠心性(運動・分泌性)のいずれかである。 

 以上のことを、表にまとめると次のようになる。 

   中枢神経系  末梢神経系 

     脳  － 脳神経    体性神経系（求心性・遠心性） 

                 自律神経系（求心性・遠心性） 

                  副交感神経（Ⅲ・Ⅶ・Ⅸ・Ⅹ の一部） 

     脊髄 － 脊髄神経   体性神経系（求心性・遠心性） 

                 自律神経系（求心性・遠心性） 

                  交感神経 （胸髄・上部腰髄から） 

                  副交感神経（仙髄から） 

 頭部はからだの先端として特別な機能をはたすので、脳が特異に発達し、脳神経の

なかには 脊髄神経にはみられない特殊な線維が出現する。 

注へ 

節の始めへ 
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２ 脊髄                         章の始めへ 

脊髄は 脊柱管のなかの 幅約２cm、長さ 40cm強の棒状器官である。硬膜・クモ膜・

軟膜に包まれ、皮質が白質、髄質が灰白質になっており、中心部に管状構造であるこ

とを示す細い中心管がある。外表面には縦方向にいくつかの溝があり、前外側溝から

は前根、後外側溝からは後根が出て、あわさって脊髄神経となる。 

脊髄は外見的に分節構造をもたないが、脊髄神経とのつながりによって頚髄・胸髄・

腰髄・仙髄を区別する。発達した上下肢に対応して、その支配域である頚髄と腰髄の

部分に それぞれ頚膨大と腰膨大が認められる。 

脊髄の成長は思春期までにほとんど完了しているのに対し、脊柱はその後も伸張す

るので、脊髄は成人では第１～２腰椎の高さで脊髄円錐として終わるようになる。脊

髄神経の根とその出口である椎間孔の高さのずれは 下位ほど大きくなり、脊髄円錐よ

り下では下位の脊髄神経の束である馬尾となっている。 

2.1 脊髄灰白質 

脊髄の灰白質は 横断面ではＨ状をしており、前角・側角・後角が区別される(3次元

構造であることを意識して 前柱・側柱・後柱と呼ぶこともある)。ただし、側角は 胸

髄と腰髄上部に限られる。灰白質は中継核や反射中枢がある部位で、前角は 運動ニュ

ーロンの細胞体、側角は 交感神経系の運動・分泌ニューロンの細胞体の集合である。

後角には知覚の中継核がある。仙髄中部には 側角に相当する部分に副交感神経系の運

動・分泌ニューロンの細胞体の集合が見られる。 

2.2 脊髄白質 

 脊髄の白質は ニューロン軸索の集合で、上行性または下行性の伝導路となっている。

灰白質の形状に対応して 前索・側索・後索を区別する。白質は脊髄の各レベルと脳を

結ぶので、上にいくほど太くなる。 

2.3 脊髄への血管 

脊髄は、各レベルの椎間孔を通って出入りする血管、および椎骨動脈の枝によって

栄養される。 

 

節の始めへ 
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３ 脊髄神経                       章の始めへ 

脊髄に出入りする脊髄神経は椎間孔を通るので、椎骨の種類に対応させて頚神経・

胸神経・腰神経・仙骨神経・尾骨神経を区別する。 

頚神経は、後頭骨と第１頚椎の間を出るものを第１、第７頚椎と第１胸椎の間を出

るものを第８と数えるので、頚椎の数より 1対多い。胸神経(12対)・腰神経(５対)・

仙骨神経(５対)は、それぞれ上の椎骨と同じ番号で呼ぶので、同じ数だけある。尾骨

神経は退化的で、1対しかない。脊髄神経は あわせて 31対となる。 

脊髄から出た後根(知覚性)はすぐ外側で脊髄神経節をつくり、前根(運動性)と合わ

さって混合性の脊髄神経となる。脊髄神経節は知覚ニューロンの細胞体の集合である。

脊髄神経はすぐに後枝と前枝に分かれ、後枝は脊柱の伸筋である固有背筋と背部の皮

膚、前枝は脊柱の屈筋群とその表面の皮膚に分布する。このことは 体壁系の基本構造

が 脊柱、その伸筋・屈筋、および それらをおおう皮膚であることを示している。 

脊髄神経は末梢に向かって次々に枝分かれしていくが、前枝は上下のものが合わさ

って 頚神経叢、腕神経叢、腰神経叢・仙骨神経叢、尾骨神経叢を作る。これらは も

ともと分節的だった筋が複合・再構成されたために、支配する神経線維が途中で合流

することによってできる。固有背筋を支配する脊髄神経の後枝、また 肋間筋・腹筋群

を支配する胸神経の前枝は神経叢を形成しない。 

3.1 頚神経叢 

第１～４頚神経の前枝が作る頚神経叢は 舌骨下筋群を支配する神経叢であるが、こ

れに加わる前枝はほかに椎前筋なども支配する。 

また 横隔膜はもともとこの領域から発生し、肺によって押し下げられるので、おも

に第４頚神経前枝から分かれでる横隔神経は ここから頚部および心膜の両側を下行

し横隔膜を支配する。 

頚神経叢の皮枝は頚・側頭部の前および外側面に広く分布する。 

3.2 腕神経叢 

腕神経叢(第５頚神経～第１胸神経の前枝)は 上肢を支配する神経叢である。上肢筋

が屈筋群と伸筋群に分かれるのに対応して、神経叢の途中で軸前部と軸後部にはっき

り分離する。浅胸筋、浅背筋、肩甲骨の筋への枝がつぎつぎに分岐したのち、軸前部

から筋皮神経・正中神経・尺骨神経、軸後部から腋窩神経・橈骨神経が最終枝として

分かれ出る。 

3.3 腰・仙骨神経叢 

腰神経叢(第 12 胸神経～第４腰神経の前枝)と仙骨神経叢(第４腰神経～第５仙骨神

経の前枝)は 下肢および殿部、会陰を支配する神経叢である。神経叢を形成する過程
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で 軸前部と軸後部に分離するのは 腕神経叢と同様である。軸前部からは 陰部神経、

閉鎖神経、脛骨神経、軸後部からは上・下殿神経、大腿神経、総腓骨神経などが分か

れ出る。脛骨神経と総腓骨神経は膝窩の少し上まで太い坐骨神経として下行する。 

3.4 尾骨神経叢 

 第４腰神経～尾骨神経の前枝は尾骨神経叢を作るが、尾が退化しているので、その

支配は尾骨部の皮膚に限局している。しかし、この部分がからだの本来の後端である

ことを認識しておくのは大切である。 

 

節の始めへ 
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４ 脳                          章の始めへ 

 脳は頭蓋のなかにあり、脊髄と同じく 硬膜・クモ膜・軟膜に包まれているが、複雑

な構造を有し、脳幹・小脳・大脳に区別される。脳幹は延髄・橋・中脳から成り、大

脳は間脳と左右の大脳半球から成る。巨大化した中枢として、大脳と小脳においては

灰白質が皮質になっている。 

 脳は発生の初期に 前脳・中脳・菱脳という３つの膨らみをつくり、それぞれは本来 

嗅覚・視覚・平衡覚の中枢である。中脳は あまり変化しないが、前脳は大脳となって

機能を大きく拡大し、菱脳は橋・小脳・延髄になる。 

4.1 脳幹 

 脳幹は第 3～12脳神経が起こる部位で、脊髄と大脳を結ぶ運動･知覚ニューロンの通

路でもある。大脳皮質の運動野からの神経線維は、中脳で大脳脚、延髄で錐体を形成

して脊髄前角に向かう。 

脳幹には、そのほかに呼吸、嚥下、循環、排泄、意識・睡眠などの中枢となる核が

存在し、また 運動の協調に関与する赤核や黒質が中脳に、橋核が橋に、オリーブ核が

延髄に見られる。 

中脳の上丘はもともと視覚中枢であったが、高等な脊椎動物では視覚中枢が大脳半

球の後頭葉に移動し、上丘は視覚反射の中枢となっている。下丘は 聴覚の中継核かつ

反射中枢である。 

4.2 小脳 

小脳は 橋の背側に発達し、ヒトでは脳全体の約 10分の１を占める。小脳は 平衡覚

や固有知覚、運動の調節をおこなう中枢で、このように大きな小脳を有することは、

ヒトが運動能力の高い動物であることを示している。 

4.3 間脳 

 間脳は 上半部の視床と下半部の視床下部に区分できる。 

視床は 嗅覚・平衡覚をのぞく すべての感覚の中継核およびそれらの原始感覚の中

枢となっている。後部の両側に張り出す内側・外側膝状体は それぞれ聴覚・視覚の中

継核である。背側後方に突出する松果体はメラトニンをホルモンとして分泌する。 

視床下部は自律機能の最高中枢で、自律神経系を介して内臓諸器官を支配するほか、

すぐ下の下垂体を介して内分泌器系の調節にも関与する。 

4.4 大脳半球 

 大脳半球は 視床の両側に膨隆した巨大な構造で、左右は頭頂部で大脳縦裂を隔てて

接し、脳梁などによって連絡している。 
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4.4.1 大脳皮質 

外表面は 灰白質である皮質容積の拡大にともない、さまざまな深さの溝と回が形

成され、主要な溝によって前頭葉・頭頂葉・後頭葉・側頭葉が区分される。平衡覚

以外のほとんどの感覚の一次中枢、連合野、運動野となっており、高度な精神活動

をいとなむ。脳梁を取り囲む 大脳辺縁系と呼ばれる部分は、嗅脳系と密接に連絡し

て 情動・本能・記憶に関与する。 

4.4.2 大脳髄質 

大脳半球の髄質は 白質と大脳基底核と呼ばれる灰白質から成る。白質は それぞ

れの半球内の皮質間を結ぶ連合線維、左右半球間を結ぶ交連線維、間脳以下とを結

ぶ投射線維の集合で、脳梁は交連線維の代表的なものである。大脳基底核は筋の緊

張や運動の調節に関与する。 

4.5 脳室 

脊髄の中心管の続きは 延髄・橋のあたりで第４脳室、間脳で第３脳室、左右それぞ

れの大脳半球で側脳室という大きな空所になっている。各脳室の内部では 脈絡叢と呼

ぶ組織によって脳脊髄液がつくられ、第４脳室の開口部からクモ膜下腔に出て その空

間を満たす。脳や脊髄は この脳脊髄液にひたされ、脳底に加わる重みからは浮力が差

しひかれることになる。 

4.6 脳への血管 

脳は内頚動脈と椎骨動脈によって栄養される。 

内頚動脈は 総頚動脈の終枝のひとつとして 頭蓋底部の頚動脈管を通って視神経交

叉の外側に達する。眼動脈その他の枝を出したのち、前大脳動脈と中大脳動脈に分か

れる。前大脳動脈は大脳半球内側面に分布し、中大脳動脈は外側面に分布する。 

椎骨動脈は 鎖骨下動脈から分かれ、上位６頚椎の横突孔を通って上行し、大後頭孔

から頭蓋腔に入り、延髄上部で左右あわさって脳底動脈となる。脳底動脈は 脳幹や小

脳に枝を送ったのち、左右の後大脳動脈に分かれる。内頚動脈と椎骨動脈の２系統は 

前交通動脈および後交通動脈を介して連絡し 大脳動脈輪を形成する。 

脳を栄養した血液は静脈に集まり、ほとんどは硬膜が作る静脈洞に注いで 内頚静脈

として頭蓋を出る。クモ膜下腔の脳脊髄液も クモ膜顆粒を介して硬膜静脈洞に環流す

る。 

節の始めへ 
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５ 脳神経                        章の始めへ 

 脳神経は、脳底部につながる 12対の末梢神経である。前から後の順に １から 12の

番号がつけられ、また 固有の名称がある。すなわち、 

   Ⅰ 嗅神経 

   Ⅱ 視神経 

   Ⅲ 動眼神経 

   Ⅳ 滑車神経 

   Ⅴ 三叉神経 

   Ⅵ 外転神経 

   Ⅶ 顔面神経 

   Ⅷ 内耳神経 

   Ⅸ 舌咽神経 

   Ⅹ 迷走神経 

   11 副神経 

   12 舌下神経 である。 

注へ 

 脊髄神経 31対がほぼ同等な末梢神経であるのに対し、脳神経は 3種の異質なものの

集合である。 

   第１は 特殊体性知覚神経のグループで､嗅神経(Ⅰ)・視神経(Ⅱ)・内耳神経(Ⅷ)が

これに属する。 

   第２は 体性筋支配神経のグループで、外眼筋群を支配する動眼(Ⅲ)・滑車(Ⅳ)・外

転神経(Ⅵ)と、舌筋群を支配する舌下神経(12)がこれに属する。 

 第３は残りの５対による鰓弓神経のグループで、顔面部が消化呼吸器系の開口部で

あることに関連して、この部分を分節的に支配する。三叉神経(Ⅴ)が第１鰓弓、顔面

神経(Ⅶ)が第２鰓弓、舌咽神経(Ⅸ)が第３鰓弓、迷走(Ⅹ)・副神経(11)が第４鰓弓以

下の支配神経である。 

5.1 特殊体性知覚神経 

 前進するからだの先端である頭部に特殊感覚のセンサーができ、それを伝える専用

のケーブルがこれらの脳神経である。また、それらの中枢として脊髄の先端が３つの

ふくらみになったのが 脳の起源である。 

5.1.1 嗅神経  

  嗅神経は 鼻腔上壁の嗅上皮に分布する感覚細胞(嗅細胞)の突起で、もともと脳の

神経細胞に由来する。また 大脳は系統発生的に本来 嗅覚の中枢である。 

  嗅細胞の軸索は集まって約 20本の嗅糸となる。これらが嗅神経であり、篩骨の篩
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板を通って頭蓋腔に入り、大脳前頭葉の下面にある嗅球でシナプスする。 

5.1.2 視神経 

  眼球は 間脳の一部が眼杯として伸びだしてできる。したがって、眼球と脳をつな

ぐ視神経も 線維の束とはいえ 本来は脳そのものである。 

  視神経ニューロンの細胞体は網膜内表面にあり、その軸索が１本に集まって眼球

後部から伸びだしたものが視神経である。左右の視神経は間脳下面で視神経交叉を

つくり、そこから後方へ視索として左右に分かれていく。この間、ニューロンはシ

ナプスしないが、視神経交叉で内側の神経線維は互いに交叉し 反対側の視索に入る。

外側部の線維は交叉せず 同側の視索に入る。この交差によって、視野の右半は左脳

に、左半は右脳に投射する。 

  視索は 間脳の外側膝状体に入ってシナプスし、第１次視覚中枢である大脳半球後

頭葉に向かう。一部の線維はシナプスせずに本来の視覚中枢であった上丘およびそ

の周囲に達し、視覚反射に関与する。 

5.1.3 内耳神経 

  内耳神経は、聴覚を伝える蝸牛神経と、平衡覚を伝える前庭神経から成る。古い

用語である聴神経という名称を内耳神経の代わりに用いるのは適切ではない。 

聴覚と平衡覚の感覚器は 側頭部の表皮から発生する内耳に同居し、蝸牛に蝸牛神

経、前庭・半規管に前庭神経がつながり、すぐに内耳神経という束としてまとまっ

て脳幹の橋に入る。平衡覚は小脳に、聴覚は下丘・内側膝状体を経由して大脳半球

側頭葉に投射する。 

5.2 体性運動神経 

 これらは脊髄神経の前根に相当するもので、純粋な運動神経とみなすこともできる

が、動眼神経には副交感線維が混入する。 

5.2.1 外眼筋支配神経 

  頭部にあっては、体節に由来する体性筋はわずかである。このうち 耳前筋板と呼

ばれる３分節からできるのが 外眼筋である。 

  第１分節は動眼神経の支配領域で、ここから上眼瞼挙筋・上直筋・内側直筋・下

直筋・下斜筋が分化する。第２分節は滑車神経の支配領域で ここから上斜筋が、第

３分節は外転神経の支配領域で ここから外側直筋ができる。 

  ただし、動眼神経には 眼球内部の平滑筋すなわち内眼筋のうち、毛様体筋と瞳孔

括約筋を支配する副交感線維が含まれている。 

注へ 
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5.2.2 舌筋支配神経 

  後頭体節と呼ばれる部分からは舌筋群が分化し、すべて舌下神経によって支配さ

れる。舌は内臓器官のように見えるが、体性筋が口腔底に盛り上がったイメージで

考えると、舌は「のどから出た手」とみなすことができる。 

舌下神経は、延髄の前外側溝から出ることからも分かるとおり、頸神経の運動根

に続くもので、舌筋群は舌骨下筋群やオトガイ舌骨筋に連なる筋である。 

5.3 鰓弓神経 

これらの脳神経はそれぞれの鰓弓の諸要素を支配するので、線維構成も５種の混合

性で、皮膚などの一般体性知覚線維、粘膜の一般臓性知覚線維、味覚線維(特殊臓性知

覚線維)、腺や平滑筋への副交感線維(一般臓性運動線維)、特殊内臓筋への運動線維(特

殊臓性運動線維)を含んでいる。 

5.3.1 三叉神経 

  第１鰓弓神経である三叉神経は、その名のとおり、橋を出るとすぐに眼神経・上

顎神経・下顎神経に三叉する。眼神経は前頭部や眼球およびその周囲、上顎神経は

上顎部や鼻腔、下顎神経は下顎部から側頭部・口腔にかけて、その皮膚・粘膜や歯

の一般知覚を支配する。 

  下顎神経にだけは運動線維が含まれており、第１鰓弓由来の筋、すなわち広義の

咀嚼筋群を支配する。 

  三叉神経には鰓弓神経要素のうち２種類が含まれていることになる。 

注へ 

5.3.2 顔面神経 

  第２鰓弓神経の顔面神経の明瞭な神経要素は３種類である。表情筋群を支配する

運動線維のほか、涙腺、鼻腔・口蓋の腺、大唾液腺への分泌(副交感)線維、舌前 2/3

への味覚線維を含んでいる。 

注へ 

5.3.3 舌咽神経 

  第３鰓弓神経である舌咽神経は、舌および咽頭に分布することから名づけられて

いる。４種類の要素を含み、咽頭上部・中部の粘膜一般知覚、舌後 1/3 の味覚、茎

突咽頭筋(および上咽頭収縮筋)の運動、耳下腺の分泌を支配する。 

注へ 

5.3.4 迷走神経 

  第４鰓弓以下を支配する神経は まとめて迷走神経として脳幹を出る。したがって、

その分布や働きは広範囲にわたり、口蓋・喉頭・咽頭の特殊内臓筋の運動、副交感

神経として 咽喉部から横行結腸までの胸腹部内臓の平滑筋の運動・腺分泌、粘膜一
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般知覚をつかさどる。また 外耳の一部の皮膚知覚、喉頭蓋周辺の味覚を伝える線維

も含まれ、鰓弓神経要素のすべてがそろっている。 

 

5.3.5 副神経 

副神経は その名前がしめすように 迷走神経と密接な関係にあり、末梢神経とし

ては 胸鎖乳突筋および僧帽筋の支配神経と理解してよい。 

節の始めへ 
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６ 自律神経系                      章の始めへ 

 体性神経系に比べて 自律神経系の特異な点は、交感神経系と副交感神経系の２系統

が存在し、たいていの内臓には両者が二重に分布して その働きを調節していることで

ある。交感神経系はからだが興奮しているときに優位で、副交感神経系はからだが安

静なときに優位となるが、各臓器への作用はさまざまである。 

中枢を出た遠心性ニューロンの軸索(節前線維)は末梢で一度シナプスし、２次ニュ

ーロンの軸索(節後線維)が末梢の器官に命令を伝える。この二重ニューロン性という

点が、自律神経系のもうひとつの特徴である。シナプス部位に２次ニューロンの細胞

体が集合すると神経節として膨らみ、呼称を与えられることがある。 

 交感神経系では、胸髄と上部腰髄の側角からの軸索が 体性神経系の運動線維ととも

に脊髄前根として出、白交通枝として交感神経幹にはいる。そこから 独自の線維束と

して、あるいは 体性神経に混入したり、血管壁を伝ったりして全身に分布する。副腎

髄質は 交感神経組織から分化したもので、交感神経性の伝達物質をホルモンとして分

泌する。                                注へ 

いっぽう 副交感神経はまとまった部分からは出ず、脳神経のうちⅢ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹの

４対と仙骨神経 Ｓ2～4 のなかに混ざって出てくる。これらも、自律神経系の特徴とし

て、二重ニューロン性をしめす。Ⅲ、Ⅶ、Ⅸに含まれる副交感線維は働きは限定的で、

仙骨神経由来の線維(骨盤内臓神経)は骨盤内臓を支配するだけなので、残りの内臓系

に広く分布するのは迷走神経である。 

 

節の始めへ 
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第５章 外皮系                        目次へ 

生命の単位は個体であるから、自己と他の区別はきわめて重大である。外皮は外界

との接点として からだの表面を包んで保護し、自分以外の生物・無生物から身を守り 

また 働きかけていく部分となる。 

外界からの刺激を感覚として受容するので、感覚器系と呼ばれることも多い。から

だを広くおおうのは皮膚であるが、特殊感覚器として視覚器と平衡聴覚器を含める。

本来ならば 嗅覚器・味覚器も含められるべきだが、部位が限定的なので それぞれ呼

吸器系・消化器系のなかで述べる。 

１ 皮膚 

２ 視覚器 

３ 平衡聴覚器 

章の始めへ 
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１ 皮膚                         章の始めへ 

 全身をおおう皮膚は、表皮と真皮および皮下組織から成る。外界との境界として か

らだを保護すると同時に、外界からの刺激を受け取る感覚器官でもある。 

1.1 表皮 

 表皮は５層から成る重層扁平上皮で、からだの部位によって 0.05～1mm の厚さの相

違が見られる。皮膚色の要因となるメラニン色素は表皮でつくられる。また、皮膚の

付属器である毛、汗腺・脂腺、爪などは、表皮細胞の変化したものである。 

 角質化した毛を有するのは哺乳類としての特徴であるが、ヒトでは限られた部位以

外には毛が目立たない。 

汗腺には、発汗によって体温調節をおこなうエクリン汗腺と、特定部位にのみ見ら

れるアポクリン汗腺が区別される。脂腺は皮脂を毛包に放出し、皮膚の乾燥を防ぐ。

また 特異な腺として 乳腺がある。 

手足の指で末節部の背側をおおう爪は、比較的高等なサルの特徴である扁平なヒラ

ヅメになっている。 

1.2 真皮 

 真皮は膠原線維・弾性線維を含む強靭な密性結合組織で、神経や血管が通る。毛細

血管の突出した乳頭突起によって 表皮の下面と強く結合し、手掌・足底では この突

起が作る稜線がよく発達して 指紋や掌紋となる。 

真皮中に入りこんだ毛包に 平滑筋である立毛筋が付着し、寒さや恐怖に対して皮膚

を収縮させ 毛を逆立てる。立毛筋や上記のエクリン汗腺は交感神経の支配を受ける。 

真皮中には、また、特殊な感覚器として層板小体や触覚小体などが見られる。 

1.3 皮下組織 

皮下組織は 真皮と筋層のあいだをゆるく結ぶ疎性結合組織で、皮膚の伸展やずれを

可能にし、また 脂肪細胞によって栄養を蓄積する。脈管、神経の重要な通路となって

おり、とくにある程度の太さの皮神経や皮静脈が豊富に走行する。 

節の始めへ 
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２ 視覚器                         章の始めへ                        

 視覚器の中心は感覚器である眼球だが、よく発達した視覚を可能にするために 眼

瞼・外眼筋・涙腺など 付属器も比較的複雑なものになっている。 

2.1 眼球 

眼球は間脳から派生するので、脳の構造を反映した３層の膜からできている。 

2.1.1 外層 

  外層は中枢神経系を包む髄膜である硬膜の続きで、眼球前面ではやや突出した透

明な角膜、後方では白色の強膜となっている。眼球の後方では視神経の周囲を包み、

脳硬膜に連続する。 

2.1.2 中層 

中層は、同じく髄膜であるクモ膜・軟膜の続きでぶどう膜と呼ばれ、血管に富む

脈絡膜および前方の毛様体および虹彩から成る。 

毛様体中の平滑筋である毛様体筋はおもに水晶体の外周を取り囲むように走る。

副交感神経によって収縮すると、水晶体とのあいだの毛様体小帯をゆるめ、水晶体

は自身の弾性によって膨らんで 近くに焦点があうようになる。毛様体筋がゆるめば、

毛様体小帯が引っ張られ、水晶体は扁平になり 遠くに焦点があう。 

虹彩は、中央部(瞳孔)をあけて水晶体の前面をおおい、カメラの絞りのようには

たらく。光をさえぎるメラニン色素の量によって、虹彩の色には大きな個人差・民

族差が見られる。虹彩には２種類の平滑筋が含まれており、内縁を輪状に走る瞳孔

括約筋は副交感神経に支配され、縮瞳を引き起こす。また 放射状に走る瞳孔散大筋

は交感神経によって散瞳させる。毛様体筋と瞳孔括約筋を支配する神経線維は、動

眼神経(Ⅲ)に含まれて脳を出たニューロンが毛様体神経節でシナプスした節後線維

である。 

毛様体筋、瞳孔括約筋、瞳孔散大筋を 内眼筋と総称する。 

2.1.3 内層         

眼球の内層は網膜で、神経組織そのものである。網膜のなかで神経細胞はさらに

３層に配列しており、外層は感覚細胞(視細胞)である杆状体と錐状体から成る。杆

状体は光の強弱に反応し、錐状体は色覚および２点識別に関与する。これらからの

興奮が、中層の介在細胞を経て内層の神経節細胞にリレーされ、神経節細胞の軸索

が視神経として集まり間脳(外側膝状体)に向かう。視神経乳頭のやや外側で 網膜の

後極にあたる部分では、視細胞への光をさえぎらないように 介在細胞や神経節細胞

がよけて中心窩という窪みをつくり、視覚の最も鋭敏な部位となっている。 
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2.1.4 水晶体と眼房 

  水晶体は まぶたの表皮が眼球内に取り込まれ、やがて弾性に富み透明な凸レンズ

になったものである。角膜と水晶体のあいだの眼房は 毛様体上皮から分泌される房

水で満たされ、また 水晶体より後ろの広い内腔は ゼリー状の硝子体で満たされる。 

2.1.5 眼球への知覚神経 

  眼球の後部から進入する神経線維には、上記 内眼筋への自律神経のほかに 眼神

経(三叉神経の第１枝)の枝が含まれ、角膜表面の鋭い痛覚を伝える。         

2.2 眼瞼  

 上下の眼瞼は薄い皮膚でおおわれ、閉眼させるための眼輪筋(顔面神経支配)が輪状

に取り巻き、また 上眼瞼には 上眼瞼挙筋(動眼神経支配)が付着して開眼させる。そ

の深部に瞼板という厚い結合組織があり、その内部には瞼板腺があって睫毛の後ろに

開口している。 

2.3 外眼筋群 

 外眼筋群は 上眼瞼に付着する上眼瞼挙筋と 眼球に直接付着する６つの筋から成る。

後者には４つの直筋(上直筋・下直筋・内側直筋・外側直筋)と２つの斜筋(上斜筋・下

斜筋)が区別され、両眼視のための自在な眼球運動を可能にしている。 

上斜筋は滑車神経に、外側直筋は外転神経に、他はすべて動眼神経に支配される。 

注へ 

支配神経へ 

2.4 涙腺と涙路 

角膜を乾燥から防ぐ涙液は 眼球の上外側に位置する涙腺から分泌され、その分泌神

経は顔面神経由来である。涙液は 内眼角の涙点から涙小管－涙嚢－鼻涙管を経て 下

鼻道に流れ出る。 

節の始めへ 
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３ 平衡聴覚器                         章の始めへ 

平衡聴覚器は 外側から外耳・中耳・内耳の３つの部分から成るが、外耳と中耳はも

っぱら聴覚に関与して発達した部位である。 

3.1 外耳 

外耳は集音器として働く耳介と 空気の振動の通路となる外耳道から成り、中耳との

境界には鼓膜が張っている。耳介は哺乳類としての特徴であるが、ヒトの耳介はほと

んど動かない。外耳道には、アポクリン汗腺の 1種である耳道腺が耳垢を分泌する。

耳垢には乾型と湿型の２表現型があり、ヒトには珍しく 1対の対立遺伝子によって支

配される単純な遺伝形質で、湿型のほうが優性である。 

3.2 中耳 

中耳は中央部の部屋である鼓室、咽頭に連絡する耳管、および乳突蜂巣の３つの部

分から成る。 

鼓室には３つの耳小骨があり、外側から順にツチ骨・キヌタ骨・アブミ骨と呼ぶ。

前２者は爬虫類では顎関節を構成していた骨が鼓室に取り込まれたもので、空気の振

動は鼓膜を震わせ、耳小骨間の関節運動によって増幅されて内側へ伝えられる。ツチ

骨・キヌタ骨は第１鰓弓由来の骨で、ツチ骨に付着する鼓膜張筋は三叉神経(下顎神経)

に支配される。アブミ骨は第２鰓弓由来で、アブミ骨筋は顔面神経に支配される。顔

面神経の別の枝である鼓索神経が鼓室を通過するというのも、中耳の複雑な成り立ち

を物語っている。 

鼓室と咽頭の間を耳管が連絡しているように見えるが、中耳は咽頭から伸びだして

できたものである。したがって 中耳の粘膜は咽頭粘膜の続きで、その知覚は舌咽神経

支配である。耳管が側頭骨を通過する部分に平行して、上記の鼓膜張筋が骨中を走り、

腱がツチ骨に付着する。 

3.3 内耳 

内耳は 側頭部の表皮の一部が耳胞となって落ち込んでできる。耳胞はやがて卵形嚢

と球形嚢というふたつの膨らみに分かれる。卵形嚢から３つの半規管、球形嚢からは

２回転半ほどに巻く蝸牛管が形成され、膜迷路となる。卵形嚢と球形嚢および半規管

は平衡覚器で、蝸牛管は聴覚器である。             

側頭骨が膜迷路の周囲を覆ってできる輪郭である骨迷路のうち、卵形嚢と球形嚢を

囲む部分を前庭、蝸牛管を入れる部分を蝸牛という。骨迷路と膜迷路の間には外リン

パ、膜迷路の内部には内リンパと呼ぶ組織液が充満する。アブミ骨が内耳の壁にあい

た卵円窓を押し引きすることにより、外リンパさらに内リンパに振動が伝えられる。

蝸牛管中のコルチ器の有毛細胞により感覚された音は、蝸牛神経によって脳に伝えら

れる。 
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卵形嚢や球形嚢の平衡斑では頭部の位置や方向・加速度が感覚され、半規管の膨大

部では回転運動が感覚される。これらの平衡覚は前庭神経によって脳に伝えられる。 

蝸牛神経と前庭神経はあわさり、内耳神経となって橋に入る。 

節の始めへ 
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第６章 循環器系                       目次へ 

 循環器系(脈管系)は、血管系とリンパ管系に分けられる。 

血管系にはポンプである心臓を中心とした 肺循環と体循環があり、それぞれ血液を

心臓から末梢に運ぶ動脈系、毛細血管、および血液を心臓にもどす静脈系から成る。

胎児期には 出生後とは異なる血管系の構造が見られる。 

 リンパ管系は末梢の組織液を静脈に環流する系で、免疫機能に大きく関与する。 

１ 心臓 

２ 肺循環 

３ 体循環 

４ 胎児循環 

５ リンパ管系 

６ 血液とその成分 

 

章の始めへ 
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１ 心臓                         章の始めへ 

 心臓は握りこぶしよりやや大きめで、胸骨の背側で左寄りに位置して、下端の心尖

は左乳頭の下、第５肋間あたりにある。 

 心臓全体は心膜(心嚢)と呼ぶ強い袋に包まれている。心膜の外表面は線維性だが、

内表面は心臓の運動による摩擦を防ぐために漿膜(壁側心膜)でおおわれ、その漿膜は

心臓に出入りする大血管の基部で反転し、心臓外表面をおおう(臓側心膜＝心外膜)。

心臓の内表面は、血管内皮に連続する心内膜でおおわれ、心外膜と心内膜の間の心筋

が数層のらせん状に配列し、血液をしぼりだすように働く。 

 心臓の内部は、肺循環と体循環に対応して２心房２心室から成り、心房は血液を受

け入れて心室に送り、心室は血液を末梢に送り出す。 

1.1 右心房 

 右心房には末梢からの血液を集めた上・下大静脈と、心臓壁からの血液を集めた冠

状静脈洞が注ぎこむ。左心房との隔壁には、胎生期に開いていた卵円孔が出生直後に

閉じたなごりの卵円窩が見られる。 

右心房に集まった静脈血は 右房室口を介して右心室へ送られ、そこには逆流を防ぐ

ための右房室弁(三尖弁)がある。 

1.2 右心室 

 右心室の内面には、心筋が隆起した肉柱がみられ、とくに大きく盛りあがった乳頭

筋から三尖弁に向かって何本もの腱索が伸びてつながり、その反転を防いでいる。腱

索は心内膜の変化したものである。 

 血液は右心室から肺動脈幹を介して肺に送られる。肺動脈幹の始まりの部位には３

葉の肺動脈弁(半月弁)があって、やはり血液の逆流を防ぐ。 

1.3 左心房 

 肺からの動脈血は４本の肺静脈を経て左心房に入る。右心房との隔壁には、こちら

側にも卵円窩が見られる。左房室口を介して左心室へ血液を送り、そこには２葉の左

房室弁(二尖弁または僧帽弁)がある。 

1.4 左心室 

 左心室の内面にも、肉柱や乳頭筋、また二尖弁につく腱索が見られる。 

血液は大動脈を介して全身に送られ、その入り口にはやはり３葉の大動脈弁(半月

弁)がある。血液を送り出す力が右心室よりはるかに大きく、筋層は右側より２～３倍

厚い。 

1.5 刺激伝導系 

内臓である心臓は自律神経系の調節を受けるが、心筋線維が特殊化した刺激伝導系
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が心房と心室の収縮リズムをとっている。上大静脈のつけ根にある洞房結節から始ま

り、右心房下面の房室結節、心室中隔の左右ヒス束、プルキンエ線維を経て、刺激が

つぎつぎに各部位の心筋に伝えられる。 

1.6 心臓への血管 

心臓は、重さでは体重の 0.5％に満たないのに、自身を栄養するために全拍出量の 5

～10％を使用する。大動脈直上から分かれ出る左右の冠状動脈が それぞれ左心房・左

心室・心室中隔、右心房・右心室の筋を栄養する。 

静脈は 動脈に伴行するように走り、ほとんどは後面の冠状静脈洞に集まって右心房

に注ぐ。 

 

節の始めへ 
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２ 肺循環                        章の始めへ 

 右心室から起こる肺動脈幹は、大動脈に対して 右前方から左後方に回りこむように

上行して左右の肺動脈に分かれる。それぞれ左右の肺門を入り、気管支の枝とともに

分岐・伴行して各区域の肺胞に分布する。 

肺胞の毛細血管でガス交換され 動脈血となった血液は静脈に集まり、左右２本ずつ

の肺静脈を経て左心房に注ぐ。 

節の始めへ 

 

 



第６章 循環器系 

３ 体循環                        章の始めへ 

3.1 動脈系 

 動脈は内皮、弾性線維を含む平滑筋層、外膜から成り、内腔に弁を有さない。 

 動脈系は上行大動脈に始まり、大動脈弁の直上で左右の冠状動脈を分枝する。心膜

を出てから左側へ反転し、胸骨角平面を横切るまでの部分を大動脈弓と呼び、ここか

ら腕頭動脈、左総頚動脈、左鎖骨下動脈が順に分岐する。腕頭動脈はすぐに右総頚動

脈と右鎖骨下動脈に分かれる。左右で分岐の様子が異なるのは、もともと対称に発生

した動脈系の右側が退行することによる。 

 大動脈は再び胸骨角平面を横切り、脊柱の左を下行する(下行大動脈)。胸腔中の部

分を胸大動脈と呼び、ここからは気管支動脈、肋間動脈などが分岐する。 

 胸大動脈は 第 12 胸椎の高さで横隔膜を貫通して腹腔中に入ると腹大動脈となり、

消化管に腹腔動脈、上・下腸間膜動脈、腎臓に腎動脈、生殖腺に精巣動脈ないし卵巣

動脈、また 体壁に腰動脈などの枝を出す。 

大動脈は、第４腰椎の高さで左右の総腸骨動脈に分かれる。本来の終枝である正中

仙骨動脈は、尾の退化にともない細い枝にすぎなくなっている。 

3.1.1 総頚動脈 

  総頚動脈は頭頚部を栄養する本幹であるが、気管の外側を上行する途中には枝を

出さず、甲状軟骨上縁の高さで内頚動脈と外頚動脈に分かれる。この分岐部の内側

面に、血中の酸素分圧を知覚する頚動脈小体がある。また 内頚動脈の起始部には、

血圧を感受する頚動脈洞がある。 

  内頚動脈は咽頭の外側から頚動脈管を通って頭蓋腔に入り、眼球とその周囲 およ

び大脳を栄養する。 

  外頚動脈は下顎枝の後ろを上行する間に上甲状腺動脈、舌動脈、後頭動脈、顔面

動脈などを分枝し、浅側頭動脈と顎動脈に分かれる。顎動脈は側頭下窩を前方に進

み、後歯槽動脈、中硬膜動脈、前・後深側頭動脈、眼窩下動脈、蝶口蓋動脈などの

枝を出す。外頚動脈と顎動脈の走行がおよそ 90度傾くのは、首と顔面の方向が折れ

曲がっていることの反映である。 

3.1.2 鎖骨下動脈 

  鎖骨下動脈は上肢を栄養する本幹であるが、第１肋骨の外側を越えて腋窩動脈に

なるまでに、前胸壁に向かう内胸動脈、脳に向かう椎骨動脈、および頚部への数枝

を出す。 

  腋窩動脈は肩関節周囲の筋や骨に枝を送りながら下行し、大円筋下縁の高さで上

腕動脈となる。 

  上腕動脈は上腕二頭筋の内側を下行し、上腕の筋や骨に枝を送るが、そのうちの
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上腕深動脈は橈骨神経に伴行して上腕骨後縁をまわりこむ。上腕動脈は肘窩で橈骨

動脈と尺骨動脈に分かれ、それぞれ前腕の筋等に枝を送りながら手に達し、浅・深

掌動脈弓として吻合する。 

 3.1.3 腹腔動脈、上・下腸間膜動脈 

  腹腔動脈は太い枝で、すぐに左胃動脈、総肝動脈、脾動脈に分かれ、胃､十二指腸、

肝臓、膵臓、脾臓に分布する。 

  上腸間膜動脈は 膵臓の後ろを通って十二指腸下部に現われ、膵臓および十二指腸

から横行結腸までの消化管を栄養する枝を出す。上腸間膜動脈の分布域までが副交

感神経としての迷走神経の支配領域である。 

  下腸間膜動脈は 下行結腸から直腸上部までを栄養する。下腸間膜動脈の分布域お

よび骨盤内臓を支配する副交感神経は、仙骨神経に含まれて出てくる骨盤内臓神経

である。 

3.1.4 総腸骨動脈 

  総腸骨動脈は途中で枝を出さず、仙腸関節の高さで内腸骨動脈と外腸骨動脈に分

かれる。 

  内腸骨動脈は骨盤腔に入って骨盤内臓を栄養するほか、殿部や会陰の筋などに枝

を送る。胎児期に重要な働きをする臍動脈も内腸骨動脈系の枝である。 

  外腸骨動脈は下肢への本幹として、鼡径靭帯をくぐり大腿動脈となる。本来 下肢

への本幹は内腸骨動脈だったのだが、股関節が前方に屈曲するようになったので、

屈側を通る外腸骨動脈にスイッチしたのである。 

大腿動脈は多数の筋枝を出しながら、徐々に大腿の内側から後方へまわりこんで、

膝窩で膝窩動脈となる。下腿へ向かう本幹が膝関節の屈側を通るのは、股関節の事

情と同様だが、この場合は本来の通路である。 

膝窩動脈は膝関節周囲の枝を出して、前脛骨動脈と後脛骨動脈に分かれ、それら

は下腿の栄養枝を出しながら足にいたり、足底動脈弓として吻合系を形成する。 

3.2 毛細血管 

 動脈は分岐・分枝を繰り返して最終的に直径 10μm ほどの毛細血管となり、すみず

みの組織に広がる。毛細血管は内皮だけから成り、組織液を介してガス、栄養・老廃

物の交換をおこなう。白血球も毛細血管を出入りする。 

3.3 静脈系 

 毛細血管は再び集まって静脈となる。動脈と異なり、静脈には筋層はあまり発達せ

ず、内腔には血液の逆流を防ぐ弁が形成される。これらの静脈はふつう動脈をはさむ

２本の枝として伴行し、同じ名称がつけられる。 

 一方、皮膚からの血液は皮下組織中で独自の皮静脈系に集まり、豊富な吻合を形成
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しながら走行し、やがて深筋膜を貫いて深部の静脈に注ぐ。上・下肢では皮静脈系は

それぞれ２本の大きな枝に集まり、上肢では橈・尺側皮静脈、下肢では大・小伏在静

脈がそれにあたる。 

 そのほか例外的な静脈として、胸腹壁の静脈は脊柱の両側に集まって 奇静脈・半奇

静脈・副半奇静脈という左右非対称な静脈系を構成する。また 門脈は消化管、膵臓、

脾臓からの血液を集めて肝臓に入り、その内部でふたたび毛細血管になるという特異

な静脈である。視床下部と下垂体のあいだの下垂体門脈も、規模は小さいが 同様の特

異性を有する。 

静脈系にはリンパ管系も合流し、上・下大静脈として心臓の右心房に注ぐ。大静脈

は、大動脈とは逆に、本来左右対称に存在したうちの右側が残ったものである。 

節の始めへ 
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４ 胎児循環                       章の始めへ 

 胎児期の血管系は、母体の胎盤とを結ぶ臍動静脈があり、外呼吸がおこなわれない

ので肺循環が機能しない点で、生後の血管系とは異なっている。 

 臍動脈は内腸骨動脈から分かれ出る１対の血管で、腹壁から臍帯を通って胎盤に達

する。そこで二酸化炭素・老廃物と酸素・栄養を交換し、１本の臍静脈として 再び臍

帯から腹壁上部を通って下大静脈に注ぐ。 

 肺循環が機能しないのは、体循環への連絡路が２ヵ所あることによっている。ひと

つは左右心房間の卵円孔で、おもに下大静脈から右心房に入った血液をすぐに左心房

に送る。もうひとつは動脈管で、上大静脈から右心室に入り肺動脈幹に送られた血液

は、動脈管を経て大動脈弓に流れ込む。卵円孔と動脈管は 出生直後に閉鎖する。 

臍静脈を通る血液は動脈血であるが、すぐにいろいろな個所で静脈血と混ざるので、

胎児の末梢に純粋な動脈血は流れない。 

節の始めへ 
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５ リンパ管系                      章の始めへ 

 血管系は分岐・集合するだけで断端をつくらないのに対し、リンパ系は毛細リンパ

管という始まりの部分を有する。この盲端から、末梢の組織液や白血球がリンパとし

て回収され、リンパ管、リンパ本幹に集まって静脈に注ぐ。リンパ管は途中、いくつ

かの個所でリンパ節と呼ばれる濾過装置 兼 リンパ球産生器官を通り、異物や細菌に対

する免疫反応を引きおこす。リンパ管には癌細胞も入りこむので、癌はリンパ管の経

路にそって転移する。 

 小腸粘膜から吸収されるたいていの養分は毛細血管に入り、門脈を経て肝臓に運ば

れるが、脂肪は毛細リンパ管に入る。やがてリンパ管、腸リンパ本幹を経て乳糜槽に

集まり、胸管を通って頚部の左静脈角に注ぐ。乳糜槽には腰リンパ本幹も注ぐので、

胸管は下半身のほとんどのリンパの通路となる。 

 腸管の粘膜には、明瞭なリンパ管のつながりをもたないリンパ小節が散在し、また

リンパ球産生器管として ほかに脾臓、胸腺などがある。脾臓は胃の左後ろにあり、内

部が開放血管系となっている特異な器官で、成人では老化した赤血球を破壊する。胸

腺は胸骨の上部後面にあって、思春期までに非常に発達しリンパ球産生に重要な働き

をするが、やがて退縮する。造血の中心的役割をになう骨髄も、重要な免疫器官とみ

なすことができる。 

節の始めへ 
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６ 血液とその成分                       章の始めへ 

血液は体重の７～８％を占めており、血球と血漿から成る。 

血球には、酸素・二酸化炭素を運ぶ赤血球と、免疫機能に関わる何種類かの白血球、

および血液凝固にはたらく血小板がある。健康な状態の指標として、血液１mm３あたり

赤血球は男で約 500万個、女で約 450万個、白血球は 6,000～9,000個とされている。 

血漿は液体成分で、水分のなかにタンパク質や糖などの有機物やさまざまな無機塩

類が溶けている。 

節の始めへ 
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第７章 消化器系                       目次へ 

 消化器系は生命活動のために必要な栄養を摂取する器官系で、消化管と付属器官か

ら成る。消化管は 口・咽頭・食道・胃・小腸・大腸に分けられ、付属器官には 歯・

唾液腺・肝臓・膵臓などがある。 

 消化管は 口と肛門によって外界に開いている空間である。むしろ 外界を体の中に

取り込んで消化・吸収することにより、動物は 植物と異なって 大地から開放され 移

動運動が可能になったとみなすことができる。消化管の内容物はあくまでも異物であ

り、さまざまな部位に免疫組織が発達する。 

１ 消化管の基本構造 

２ 鰓弓筋群 

３ 口 

４ 咽頭 

５ 食道 

６ 胃 

７ 小腸 

８ 大腸 

９ 肝臓 

10 膵臓 

 

章の始めへ 
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１ 消化管の基本構造                   章の始めへ 

 消化管は 内腔に面した粘膜、筋層 および外表面を包む漿膜(または外膜)の３層を

基本構造にしている。 

1.1 粘膜 

 粘膜のうち、内表面に接する細胞層は粘膜上皮で、その外層に粘膜固有層・粘膜筋

板・粘膜下層を区別することができる。粘膜上皮は外層に落ち込んで消化腺となるが、

消化管の外部にまで はみだして発達した腺が 唾液腺・肝臓・膵臓である。 

1.2 筋層 

 筋層は 基本的に二重の平滑筋層、すなわち内輪筋層と外縦筋層から成っており、蠕

動運動によって食物を先へ送る働きをする。その支配神経は自律神経系で、交感神経

系は抑制性、副交感神経は興奮性の命令を伝える。 

入り口の部分で、摂食・咀嚼・嚥下に関わる口腔・咽頭(および喉頭)の筋は特殊化

して横紋筋になっており、特殊内臓筋(鰓弓筋群)と呼ばれ、脳神経のうちの鰓弓神経

群によって支配される。 

1.3 漿膜(外膜) 

 漿膜は 蠕動運動における摩擦を防ぐための表面が滑らかな上皮性の膜であるが、食

道や十二指腸など背側に固定されている部分では 線維性結合組織による外膜となっ

ている。 

節の始めへ 
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２ 鰓弓筋群                       章の始めへ 

 消化器系の入り口は摂食・咀嚼・嚥下をおこなう部分で、脊椎動物として本来は 顎

および鰓孔の開閉に関わっていた構造に由来する。 

2.1 第１鰓弓由来の筋 

 鰓弓筋群の最初の要素は咀嚼筋群である。狭義の咀嚼筋は側頭筋・咬筋・外側翼突

筋・内側翼突筋の４種で、顎の閉鎖をおこなうが、顎舌骨筋・顎二腹筋前腹・口蓋帆

張筋・鼓膜張筋も第１鰓弓に由来する。顎舌骨筋と顎二腹筋前腹は開口、口蓋帆張筋

は嚥下、鼓膜張筋は伝音調節に関与する。これらはすべて、三叉神経の第３枝(下顎神

経)の支配を受ける。 

2.2 第２鰓弓由来の筋 

 ２番目の要素は顔面筋群あるいは表情筋群と呼ばれる。本来、咀嚼筋群の後ろに発

生したものが、咀嚼筋群をおおうように顔面部の皮下に広がり、皮筋として眼・鼻・

耳・口の周囲の皮膚運動、また感情の表出に関わるように発達している。眼輪筋・鼻

翼筋・耳介筋・口輪筋などがそれにあたり、顎二腹筋後腹や茎突舌骨筋、さらに頭蓋

表筋・頬筋・広頚筋・アブミ骨筋もこの仲間である。頬筋は吸乳になくてはならない

重要な筋であり、アブミ骨筋は伝音に関与する。いずれも、顔面神経に支配される。 

2.3 第３鰓弓由来の筋 

 ３番目の要素は、茎突咽頭筋(および上咽頭収縮筋)として嚥下に関わり、舌咽神経

の支配を受ける。 

2.4 第４鰓弓以下由来の筋 

 ４番目以下の要素は 口蓋・咽頭・喉頭の筋群となって広範囲に分布し、迷走神経に

支配される。口蓋帆挙筋・耳管咽頭筋・口蓋咽頭筋・咽頭収縮筋などがそれにあたり、

反射的かつ連動的に働いて嚥下をおこなう。これらの筋層は構造的にも機能的にも食

道に連続し、食道の途中で本来の平滑筋に移行する。平滑筋を支配するのは、副交感

神経としての迷走神経で、その支配は横行結腸にまで及ぶ。 

喉頭筋については、呼吸器系で述べる。 

胸鎖乳突筋と僧帽筋は 首または肩の運動に関わる筋であるが、やはり鰓弓に由来し

副神経の支配を受ける。 

節の始めへ 
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３ 口                          章の始めへ 

3.1 口唇 

 口は食物を取り入れる部分で、その周囲が口唇としてある程度自由に動くのは、と

くに吸乳における大切なはたらきである。口は口腔粘膜が外部にめくれた赤唇縁によ

って取り囲まれており、体表にあまり色彩の変化をもたないヒトの例外的な部分にな

っている。 

3.2 歯 

 口腔には上下顎から歯がはえ、列をなして上下が噛みあっている。口唇と歯列のあ

いだを口腔前庭、歯列によって囲まれる空間を固有口腔という。口腔の上面は口蓋、

口腔底はおもに舌で占められる。 

個々の歯は、露出した部分の表面はエナメル質、歯槽に隠れた歯根部の表面はセメ

ント質におおわれ、内部は象牙質になっている。中央の歯髄には血管や神経が分布す

る。歯は咀嚼器官であると同時に、その際に加わる力の重要な感覚器官でもある。 

 哺乳類としての歯の大きな特徴のひとつは 歯に種類があることである(異形歯性)。

数や形は動物によって異なるが、ヒトでは正中から外側へ切歯２・犬歯１・小臼歯２、

大臼歯３本が左右上下にはえている。切歯や犬歯は噛み切るのに適し、小臼歯や大臼

歯はすりつぶすのに適しており、口腔が咀嚼をおこなうための部位であることを示し

ている。 

 もうひとつの特徴は、大臼歯以外の歯が一度生えかわることである(二生歯性)。生

後６ヶ月から２年までの間に、乳切歯２・乳犬歯１・乳臼歯２本の乳歯合計 20本がは

え、これらは順次 永久歯に生えかわる。大臼歯はふつう永久歯に入れられるが、生え

かわらない乳歯(第１生歯)とみなすほうが正しい。第３大臼歯(智歯＝親知らず)は も

ともと生えるのが遅い歯であるが、顎骨の発達が良好でないと、歯胚として埋もれた

まま生えてこないことが珍しくない。 

3.3 舌 

 舌は口腔底を占め、感覚器官であると同時に、咀嚼・嚥下における食物の運搬や発

声などにおいて重要な働きをなす。 

 舌上面の上皮は、何種類かの乳頭となっている。最も数の多い 細かな糸状乳頭は食

物をこそげとるのに適し、ほかに茸状乳頭・葉状乳頭・有郭乳頭がある。味覚(特殊内

臓感覚)の感覚器である味蕾は 茸状乳頭や葉状乳頭 とくに有郭乳頭に多く見られ、糸

状乳頭には存在しない。 

 味覚を伝える神経線維は、舌の前 2/3 からは鼓索神経(顔面神経の枝)、後 1/3 か

らは舌咽神経、喉頭蓋周辺からは迷走神経の一部として脳に入る。触覚や温冷覚など

の一般知覚は、舌の前 2/3 については下顎神経(三叉神経の枝)によって伝えられるが、
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後ろの部分では味覚同様、舌咽神経と迷走神経によって伝えられる。 

 舌の内部は上下、左右、前後に走る横紋筋線維(内舌筋)からできており、茎突舌筋・

オトガイ舌筋・舌骨舌筋の外舌筋につながっている。これらは体性筋のなかまで、す

べて舌下神経によって支配される。 

 舌根部の前縁を作るＶ字溝の頂点に舌盲孔があり、ここから喉頭下部まで落ち込ん

だ上皮組織によって甲状腺ができる。甲状腺の後ろには 咽頭の上皮からできた２対の

上皮小体が付着する。 

3.4 大唾液腺 

 口腔の粘膜は 他の部位と同様 粘液によって潤されるが、口腔では消化酵素を含む

唾液が分泌されており、とくに３種類の大きな唾液腺が周囲に発達する。耳の前下方

にある耳下腺は、導管によって上顎第２大臼歯の対向面あたりに開口し、下顎角のあ

たりの顎下腺は舌下小丘に、舌底部の舌下腺は舌下小丘および舌下ヒダに開口する。 

 唾液には粘り気のある粘液と、水様性の漿液の２種類があり、それぞれ異なる組織

によって分泌される。耳下腺は純粋な漿液腺で、顎下腺・舌下腺は混合腺である。 

 大唾液腺への分泌線維は 顔面神経および舌咽神経に含まれて脳幹を出る。 

3.5 口蓋 

 口蓋は、前部の硬口蓋では中に上顎骨と口蓋骨があり、後部の軟口蓋(口蓋帆)では

骨格を有さない。硬口蓋は口腔と鼻腔のあいだの仕切りで、軟口蓋は咽頭の鼻部(上部)

と口部(中部)のあいだの不完全な仕切りになっている。 

 節の始めへ 
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４ 咽頭                         章の始めへ 

 咽頭は消化器系の構造として口腔からの続き(咽頭口部または中部)であるが、上部

は鼻腔から続いている(鼻部)。また下部は喉頭の後ろに位置して(喉頭部)、輪状軟骨

の後ろ(第６頚椎の高さ)で食道に連続する。 

 咽頭の壁を構成する筋は上述の鰓弓筋で横紋筋性であるが、随意性はほとんどなく、

食物を嚥下する運動は反射的におこなわれる。 

 口腔の上皮が外胚葉性なのに対し、咽頭以下の部分の粘膜は内胚葉性の重層扁平上

皮である。咽頭の周囲には、外部からの異物の侵入を防御するための集合リンパ小節

が発達する。とくに咽頭上壁の咽頭扁桃、口部両側の口蓋扁桃、舌根部の舌扁桃を中

心にして、消化呼吸器系の入り口を取り囲むようになっているので、扁桃輪と呼ぶこ

とがある。 

 咽頭鼻部については、呼吸器系でも述べる。 

節の始めへ 
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５ 食道                         章の始めへ 

 食道は咽頭から続く約 20cmの管で、頚下部から胸部を正中よりやや左寄りに下降し、

横隔膜を貫いて胃に食物を送る。 

粘膜上皮はやはり重層扁平上皮で、筋層は上部では特殊内臓筋(鰓弓筋)である横紋

筋性だが、徐々に本来の内臓筋である平滑筋性に移行する。食道の前面には上部では

気管、下部では心臓があり、これらと脊柱にはさまれるように走るので可動性はなく、

表面は外膜でおおわれる。 

 咽頭からの移行部、左気管支が前を横切る部分、横隔膜を貫く３つの部分で狭搾し

ているので、物理的な刺激を受けやすく癌の好発部位とされる。 

節の始めへ 
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６ 胃                          章の始めへ 

 食道は第 10 胸椎の高さで横隔膜を貫通し(食道裂孔)、第 11 胸椎の高さで胃の噴門

に続く。胃は食物を一時的に蓄え、本格的な消化を始める巨大な袋で、全体に左から

右にたわみ、右上側は小弯、左下側は大弯という弧を描く。第１腰椎上部の高さで、

幽門から十二指腸(小腸の始まりの部分)に移行する。 

 胃の粘膜上皮は単層柱形上皮(肛門まで)で、食道までとは明瞭に区別される。この

上皮は胃小窩・胃底腺・幽門腺として厚い胃壁を形成している。 

 筋層は その独特の形状に対応して、内輪筋層・外縦筋層のほかに最内層として斜走

筋層を含む３層から成る。 

 胃は内容物の量によって大きさや位置を変えるので、表面は漿膜(臓側腹膜)でおお

われる。この漿膜は 腹腔の内表面をおおう壁側腹膜に移行するものであるが、小弯か

ら続く小網の先には肝臓が発達し、大弯から続く大網は横行結腸に癒着し さらに空腸

や回腸の前面に垂れ下がる。 

節の始めへ 
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７ 小腸                         章の始めへ 

 小腸は直径３～４cm、長さ６～７ｍの管で、十二指腸・空腸・回腸の３部に区分さ

れる。 

7.1 十二指腸 

 十二指腸は胃の幽門から続く約 25cmの管で、全体にＣ字形を描く。発生の過程で後

腹壁に押し付けられ、壁側腹膜に埋もれるかのようになる(腹膜後器官)。Ｃ字のくぼ

みに膵臓頭部がはまりこみ、(大)十二指腸乳頭に肝臓からの総胆管と膵臓からの膵管

が合流して開口する。しばしば、その上に小十二指腸乳頭が残存して 副膵管が開く。 

7.2 空腸と回腸 

 十二指腸は最後の部分で左走するが、第１腰椎下部の左側で右に急な角度をなして

壁側腹膜から腹腔中に突き出し、空腸に移行する(十二指腸空腸曲)。空腸からは再び 

全体が漿膜でおおわれ、背側の間膜でぶらさげられる。空腸は明瞭な境界なく回腸に

移行し、全体でうねるように右腸骨窩に向かう。 

 小腸の粘膜には、肉眼的に輪状ヒダ(粘膜下層の盛り上がり)が見られ、光学顕微鏡

レベルで絨毛(粘膜固有層の突出)という細かな突起が見られる。さらに、絨毛表面の

吸収細胞には電子顕微鏡レベルの微絨毛があることにより、小腸内表面はきわめて大

きなものになっている。 

 絨毛内部の毛細血管は吸収された糖、アミノ酸などを受け取るが、脂肪だけは中心

リンパ管に入る。血液は門脈に集まり肝臓に注ぐが、脂肪を含むリンパは腸リンパ本

幹－乳糜槽－胸管を介して左静脈角に注ぐ。 

 消化管を通る内容物はあくまでも異物であり、吸収をおこなう小腸の粘膜固有層に

はリンパ小節が散在し免疫機能をはたす。とくに回腸では、それらが集合リンパ小節

(パイエル板)となっているのが観察される。 

節の始めへ 
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８ 大腸                         章の始めへ 

 大腸は 1.5ｍほどの管で、盲腸・結腸・直腸に分けられる。盲腸の下端には虫垂がく

っつき、結腸はさらに上行結腸・横行結腸・下行結腸・Ｓ状結腸に区分される。直腸

の最終部分が肛門管および肛門である。 

8.1 盲腸・虫垂 

 回腸は大腸に突っ込むように結合し、内腔にはみ出た回盲弁は内容物の逆流を防ぐ

構造となっている。盲腸はそれより下の部分で 右腸骨窩に乗る。 

 虫垂は盲腸の内腔の行き止まりになっており、長さ、形状、位置において個体差が

著しいが、粘膜固有層中のリンパ小節がよく発達する。とくに若い時期に重要な免疫

機能をにない、決して痕跡器官などではない。 

8.2 結腸 

 消化管の内容物は結腸によって先に送られる。上行結腸は肝臓の下まで上行し、向

きを左に変え(右結腸曲)、横行結腸として脾臓下に達し、また 向きを下に変え(左結

腸曲)、下行結腸として左腸骨窩に向かう。そこから、再び正中に向かって(Ｓ状結腸

曲)、Ｓ状結腸として蛇行し仙骨前面で直腸となる。上行結腸と下行結腸では間膜はな

くなり、直腸も骨盤腔中の壁側腹膜におおわれる。 

 盲腸と結腸では、筋層のうち外縦筋が集結して、表面から３本の結腸ヒモが観察さ

れる。これらのヒモのところどころには 脂肪をいれた腹膜の袋(腹膜垂)がついている。

また、筋層を含む半月ヒダが内腔に突き出ており、それに対応して外表面ではくびれ

とふくらみ(結腸膨起)が見られる。 

8.3 直腸 

 直腸は 20cmほどの管で、側面から見ると仙骨にそって曲がり、骨盤隔膜(肛門挙筋)

を貫通する部分(肛門管)で 再度後方に向かって屈曲する。肛門管の内輪筋層は内肛門

括約筋として発達し、さらにその外周で肛門挙筋は外肛門括約筋として輪状に取り囲

んで排便を調節している。内肛門括約筋は平滑筋性で自律神経支配を受けるのに対し、

外肛門括約筋は横紋筋性で体性神経 (陰部神経)に支配される。直腸の内腔には直腸横

ヒダが見られ、肛門で皮膚に移行する直前で 粘膜上皮は単層柱形上皮から重層扁平上

皮に変わる。 

節の始めへ 
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９ 肝臓                         章の始めへ 

 肝臓は、胃の小弯と腹壁のあいだの間膜(前胃間膜)中に発達する巨大な実質臓器で、

横隔膜の直下、右寄りにある。表面の切れ込みによって右葉、左葉､方形葉、尾状葉を

区別するが、内部は血管等の分岐によって８区域に分けられる。 

肝臓の下面左寄りの肝門から 門脈と固有肝動脈が入り、肝管が出て胆嚢につながっ

ている。門脈は 消化管・脾臓・膵臓などからの血液を肝臓に運び、固有肝動脈は酸素

を供給する。肝管は外分泌腺としての肝臓が分泌する胆汁を運ぶ管で、胆汁は胆嚢に

一時的に蓄積・濃縮され 必要時に十二指腸に放出される。肝臓の後面は下大静脈を取

り囲み、数本の肝静脈がそこに注ぎこむ。 

肝臓の内部は、血管や胆管の分岐を除けば一様な構造をしており、その単位は肝小

葉と呼ばれる直径１mmほどの柱形構造である。肝小葉では 周囲の血管が多数の洞様毛

細血管として中心静脈に向かって注ぐのを 肝細胞が取り囲み、多彩な代謝 すなわち

栄養の蓄積、有害物質の分解などをおこなう。 

肝細胞は、上記のとおり、外分泌腺として胆汁を分泌し、それは肝小葉内の毛細胆

管から胆管に集まり、左右の肝管として肝臓から運び出される。２本の肝管はすぐに

合流して総肝管となり、途中 胆嚢管で胆嚢につながる。胆嚢では 胆汁が蓄積・濃縮

され、必要に応じて 総胆管を経て大十二指腸乳頭から放出される。 
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10 膵臓                         章の始めへ 

 膵臓はもともと十二指腸の腹側と背側にできた原基が合わさり、十二指腸のＣ字形

の中に頭をつっこむように 後腹壁に埋もれている実質臓器である。外分泌腺としての

膵臓は 多種の消化酵素を含む膵液を分泌し、膵管(および副膵管)を介して 大(および

小)十二指腸乳頭に開口する。 

この外分泌組織のなかに、直径 0.5ｍｍ以下、およそ 100万個の膵島が内分泌組織と

して散在し、インシュリン・グルカゴンなどの血糖値調節ホルモンを毛細血管中に放

出する。これらは門脈を介して すぐ標的器官である肝臓に達する。 
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第８章 呼吸器系                       目次へ 

 呼吸器系は 生命活動に必要な酸素を体外から取り込み、二酸化炭素とガス交換する

器官系で、鼻腔・咽頭・喉頭・気管・気管支・肺から成る。進化の過程で 水中での鰓

呼吸から空気中での肺呼吸に移行したために、あらたに作られた構造となっている。

肺が行き止まりになっていて、鼻や口が入り口でもあり出口でもあるのは、合理的な

構造とはみなしがたい。 

１ 鼻腔 

２ 咽頭 

３ 喉頭  

４ 気管と気管支 

５ 肺 

章の始めへ 
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１ 鼻腔                         章の始めへ 

 鼻は本来 閉じた管状の嗅覚専門の受容器官だが、人体においては呼吸のための入り

口として重要なものになっている。鼻は顎部の退行により顔面部中央に突出していて、

その開口部を外鼻孔と呼ぶ。もともと存在していた もう一方の開口部は涙嚢－鼻涙管

に変化している。 

ふくらんだ鼻翼の内腔である鼻前庭には鼻毛がはえ、皮膚でおおわれるが、その奥

の鼻腔は粘膜でおおわれる。いったんつながった口腔とのあいだが口蓋によって隔て

られ、後鼻孔で咽頭につながるのは哺乳類の特徴である。 

 鼻腔は鼻中隔によって左右に仕切られ、外側壁には上・中・下鼻甲介が張り出して

表面積を広げている。嗅覚部は鼻腔の上壁に局限されており、とくに嗅上皮と呼ばれ

る。そこに分布する嗅細胞は終脳から派生する神経細胞で、樹状突起を粘膜に広げ、

もう一方の軸索は数十本の束(嗅糸＝嗅神経)になって、篩骨の篩板を通り大脳半球下

面の嗅球でシナプスする。 

 鼻腔周囲の骨には副鼻腔と総称される空洞があき、鼻腔の中鼻道や上後部に開口す

るので、鼻腔粘膜は副鼻腔に連続している。また、下鼻道前部には上記の鼻涙管が開

口して、涙液が運ばれる。 

節の始めへ 
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２ 咽頭                         章の始めへ 

 咽頭鼻部(上部)は後鼻孔より後方、軟口蓋の上に位置する。その上壁には集合リン

パ小節である咽頭扁桃が発達し、また側壁には耳管咽頭口が開く。中耳は、もともと

この部分から張り出していった空間である。耳管咽頭口はふだん圧閉されているが、

嚥下の際に口蓋帆張筋などの収縮によって開き、咽頭－外気と中耳内の気圧のずれが

解消される。 

 呼吸器系の経路は、咽頭口部(中部)で消化器系の経路と交叉する。ヒトでは成長に

ともない、喉頭が下降してこの部分の空間が拡大されるので、呼吸と嚥下を同時にお

こなうことができなくなる。誤嚥を防ぐために、嚥下時には気道が閉鎖するようには

たらく。咽頭口部の拡大は、一方で母音発音の能力を向上させたと考えられている。 

消化器系咽頭へ 
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３ 喉頭                         章の始めへ 

 咽頭の中ほどから、肺に向かって前方に分かれ出る部分が喉頭で、内部には軟骨格

が形成されている。男性でとくに前方に突出する大きな甲状軟骨、その下の輪状軟骨、

内部上方の喉頭蓋軟骨、後部の披裂軟骨のほか、いくつかの小さな軟骨がある。これ

らは 下顎骨－舌骨から続く鰓弓要素である。 

 これらの軟骨を靱帯や膜がつなぎ、また 鰓弓筋から派生した喉頭筋が付着して声門

の開閉をおこなう。輪状甲状筋は唯一の外喉頭筋で、迷走神経の枝である上喉頭筋神

経に支配される。他はすべて甲状軟骨内部にあって内喉頭筋と総称され、声門を開く

後輪状披裂筋や、声帯の緊張に関わる声帯筋(＝甲状披裂筋の一部)などがある。内喉

頭筋も迷走神経の枝である反回神経－下喉頭神経に支配される。       注へ 

 喉頭には ほかに外部から舌骨下筋群や咽頭の筋が付着しており、嚥下の際に気道を

閉鎖して誤嚥を防ぐ。 

 喉頭粘膜は重層扁平上皮または線毛上皮でおおわれ、甲状軟骨と披裂軟骨を結ぶ声

帯靱帯の部分に声帯ヒダ、その少し上に前庭ヒダ(室ヒダ)があり、２つのヒダのあい

だは両側に喉頭室という窪みを作っている。 
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４ 気管と気管支                     章の始めへ 

 喉頭から下に直径 1.5cm、長さ 10cm ほどの気管が続き、やがて胸骨角の後ろ(第４-

５胸椎の高さ)で左右の気管支に分岐する。心臓が左寄りにある関係で、右の気管支の

ほうが太く、より垂直に近い｡ 

 気管や気管支も内部に軟骨をもつが、これらは後方に開いたＵ字形をしていて、軟

骨のとぎれた部分は平滑筋層の厚い膜性壁となっている。気管以下の粘膜は線毛上皮

でおおわれており、そこに多数の杯細胞がまざって粘液を分泌する。線毛は異物や粘

液を喉頭にむかって導き出すようにはたらく。 
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５ 肺                          章の始めへ 

 肺は漿膜性の胸膜(臓側胸膜)に包まれて、胸腔内の両側を大きく占め、心臓をその

間にかかえている。胸膜は内側の肺門で反転して、壁側胸膜として胸腔壁の裏張りと

なる。 

 肺は上端で肺尖としてとがり、下面は広がって横隔膜の上にのる。右肺は外表面の

水平裂と斜裂とによって３葉、左肺は斜裂によって２葉に分かれている｡肺門を入った

気管支は葉に対応して分かれ、さらに区域気管支・細気管支等を経て、肺胞と呼ぶ直

径 0.1mmほどの末端の袋となる。 

 心臓から静脈血を運んでくる肺動脈は 気管支に伴行して分岐し、毛細血管として肺

胞をとりまき ガス交換する。酸素に富む動脈血となった血液は、左右２本ずつの肺静

脈に合わさって肺門を出、心臓の左心房に注ぐ｡ 
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第９章 泌尿器系                       目次へ 

 泌尿器系は タンパク質代謝の老廃物である尿素や尿酸などを 水分とともに体外に

放出する器官系で、尿をつくりだす腎臓、運搬する尿管、一次的にためる膀胱、およ

び放出のための尿道から成る。 

１ 腎臓 

２ 尿管 

３ 膀胱 

４ 尿道 

章の始めへ 
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１ 腎臓                          章の始めへ 

 腎臓は 上下 12cm、幅 5cm、厚さ 3.5cm ほどの器官で、脊柱の両側に第 12 胸椎から

第２腰椎の高さに位置している。内側面の腎門に腎動脈が入り、腎静脈と尿管が出る。 

 腎臓全体は皮膜につつまれ、内部の実質は皮質と髄質に分けられる。皮質は腎小体

と尿細管の迂曲部から成り、髄質は尿細管の直部および腎錐体から成る。腎錐体は腎

乳頭から小腎杯に開き、小腎杯は集まり 大腎杯を経て腎盤に続く。 

 腎小体は 直径 0.1mmほどのボウマン嚢という上皮性の袋と、内部の毛細血管状の糸

球体および血管間膜からできている。血圧の力によって、糸球体からボウマン嚢の中

に原尿がしみ出てくる。これを運ぶ尿細管の途中で、水分・塩類・糖・アミノ酸など

がその周囲の毛細血管へ選択的に再吸収され、集合管に注ぐ。１個の腎小体と１本の

尿細管が尿産生の機能的単位になっており、これをネフロン(腎単位)と呼ぶ。集合管

でも再吸収がおこなわれ、約１％に濃縮された尿(２次尿)が腎錐体から小腎杯に放出

される。 
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２ 尿管                         章の始めへ 

 尿管は直径５ｍｍ、長さ 30cmほどの管で、内表面の粘膜は移行上皮ででき、よく発

達した平滑筋層の蠕動運動によって 尿は しごかれるように下へ運ばれる。左右それ

ぞれの尿管は、膀胱の壁を斜めに貫通して尿管口に開く。尿管は 起始部、総腸骨動脈

の前を横切る部分、および尿管口で径が狭まっており、結石などができた場合の通過

障害部位となる。 
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３ 膀胱                         章の始めへ 

 膀胱は骨盤腔内にある袋で、前は恥骨結合、後ろは男性で直腸、女性で子宮･腟に接

する。背側に尿管口が開き、下の内尿道口から蓄えた尿を放出する。内表面は移行上

皮でおおわれ、平滑筋層がよく発達している。内尿道口の周囲では、筋は輪状に取り

囲み膀胱括約筋となっている。排尿に際して、膀胱括約筋は副交感神経の作用によっ

て自動的にゆるむ。随意的に排尿を調節するのは、尿道括約筋である。 
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４ 尿道                         章の始めへ 

 尿道は、内尿道口から 体表に尿を放出する外尿道口までの管である。両側の恥骨下

枝のあいだに張る体性筋の深会陰横筋(尿生殖隔膜)を貫通する部分で、輪状に発達し

た尿道括約筋によって随意性の排尿調節を受ける。 

女性の尿道は約 4cm の短く直線的な単独の管で、外尿道口は腟前庭で腟口の前上方

に開口する。それに対し、男性では生殖器系の働きを兼ねるために 尿道は陰茎の中を

通り、およそ 18 cmの長さで曲線的になっており、外尿道口は陰茎亀頭の先端に開く。 
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第 10章 生殖器系                      目次へ 

 他の器官系が個体そのものの生命維持に関わるのに対し、生殖器系は子孫を残すこ

とによって種の生命を維持することに本質的な意義がある。有性生殖をおこなう関係

で、生殖器系の構造には明瞭な性差が形成される。 

 生殖器系の中心は生殖腺で、男性では精巣、女性では卵巣に分化する。生殖腺は 男

性・女性ホルモンを分泌する内分泌器官でもある。生殖器系の付属器官は泌尿器系の

要素が変化したものなので、構造・位置のうえで泌尿器系と密接なかかわりをもつ。 

１ 男性生殖器 

２ 女性生殖器 

章の始めへ
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１ 男性生殖器                          章の始めへ 

 精巣は、もともと腹腔内に発生した生殖腺原基が 下降するかのように陰嚢中におさ

められたものである。陰嚢は 皮下脂肪に乏しい一方、汗腺・脂腺に富み、肉様膜とい

う平滑筋層が発達する。その深部で 側腹筋に由来する精巣挙筋や 腹膜のなごりであ

る精巣鞘膜がみられたり、栄養する精巣動脈が第１腰椎の高さで腹大動脈から起こっ

たりしているのは、精巣下降のなごりである。 

精巣そのものは 上記の鞘膜および厚い白膜につつまれ、内部には精巣中隔に仕切ら

れた各小葉内に精細管があって精子形成をおこなう。つくられた精子は精巣上体・精

管を経て 鼡径部を通り骨盤腔に運ばれ、精嚢からの分泌物とともに 前立腺内を貫く

射精管から尿道に放出される。精液には前立腺の分泌液も加わる。 

ここから先の尿道は 尿路でもあり 精路でもあるが、陰茎の構造は体内受精のため

のものである。尿生殖隔膜中に１対の尿道球腺があり、性的興奮にともなって尿道を

うるおす。 

 陰茎の皮膚は 皮下組織に乏しく肉様膜を有し、無毛である。深部は白膜に包まれ、

１本の尿道海綿体と１対の陰茎海綿体から成る。尿道海綿体には尿道が通り、先端の

陰茎亀頭に外尿道口が開く。陰茎海綿体は左右の坐骨・恥骨枝から起こる陰茎脚から

の延長で、性的興奮にともない副交感神経の作用によって充血し勃起する。 
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２ 女性生殖器                          章の始めへ 

 女性では、生殖腺原基は骨盤腔にまで下降し 卵巣となる。思春期以後、ふつう 28

日周期で骨盤腔の左右の卵巣どちらかから 1 個の卵子が骨盤腔に放出される。精路が

途切れていない管系であるのに対し、卵子はあらためて卵管に取り込まれて正中部の

子宮に運ばれる。 

子宮は 膀胱と直腸のあいだに位置し、扁平な小ナス状で前傾・前屈している。卵子

が卵管膨大部で受精すると 受精卵はほどなく細胞分裂を開始し、肥厚した子宮内壁に

着床すると妊娠が成立する。着床しなければ、内壁ははがれ落ちて大量の血液ととも

に腟から流れ出て 月経をひきおこす。 

子宮の下に腟がつらなり、尿生殖隔膜を貫通して 腟前庭で外尿道口の後下方に開く。

腟前庭の左右に小陰唇というヒダが発達し、その外側の肥厚した大陰唇は男性の陰嚢

に相当する。大陰唇の皮下には前庭球という海綿体組織と、男性の尿道球腺に相当す

る大前庭腺がある。また 陰茎脚・陰茎海綿体に相当する陰核脚・陰核海綿体の先端は

外尿道口の前上部で陰核(亀頭)となる。 
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第 11章 発生のあらまし                   目次へ 

 卵巣から放出された卵子は 卵管に吸い込まれ、ふつう数時間以内に卵管膨大部で受

精する。受精卵は 新しい個体として生命活動を開始し、約 1週間で桑実胚・胞胚の段

階を経て子宮内膜に着床する。 

 ２週目に入ると、胚内部の細胞塊は２層性胚盤になり、外胚葉と内胚葉のそれぞれ

単層の細胞層から構成される。 

 ３週目になると、おもに外胚葉から増殖した細胞が内胚葉との間に落ち込んで中胚

葉となり、胚は３層性胚盤になる。 

 胚は やがて頭尾方向に細長く伸びだし、４週末までに側方へ折りたたんで筒状にな

る。このとき外胚葉が からだの表面をおおって 表皮となり、内胚葉が体内の内腔を

取り囲んで 消化管の粘膜上皮となる。その中間は 中胚葉の細胞によって埋められる

が、消化管の周囲には胚内体腔が出現し 将来の腹膜腔となる。このようにして から

だの輪郭ができあがるが、胚は独立しておらず 腹部の臍帯によって胎盤と連絡し栄養

を受ける。 

 また ４週目には四肢の原基があらわれ、８週までの胚子期とよばれる期間に、３胚

葉から主要な器官系ができてくる。それぞれから分化する器官は以下のとおりである。 

 外胚葉：表皮とその派生構造、感覚上皮、神経系、下垂体  

中胚葉：支持組織のすべて、骨格系、筋系、循環器系、尿・生殖器系 

 内胚葉：消化・呼吸器系の粘膜上皮、肝臓、膵臓、膀胱上皮の一部、扁桃、甲状腺、

上皮小体、胸腺 

 ９週目以降 胚は胎児と呼ばれ、各器官の発達によって成長し、およそ 38 週末に娩

出される。 
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注 解  

 脊椎動物の進化史のうえで、最も大きな出来事は陸上への進出であった。その結果、

基本的な体制として脊柱が中心であったものが、四肢が発達して運動の主要な器官と

なった。さらに下肢のみによって立ち、運動するようになったのがヒトである。上肢

はからだを支持・移動させる運動から開放されて大きな自由度を獲得し、手は他の動

物にみられないほどの器用さを有している。 

このことと、脳の著しい発達は、密接な関係にあったと考えられる。陸上生活をす

ることによって聴覚が発達し、また、霊長類のなかまとして、色覚にすぐれ 両眼視・

立体視機能を獲得している。 

本文へ 

 



注 解  

 内臓系における系統発生上の最大の変化は、陸上への進出にともない、呼吸器官が

鰓から肺に変わったことである。咽頭から喉頭が分かれ出て、肺を擁する胸部が大き

な容積を占めるようになった。その結果 頭頚部と腹部が引き離され、消化器系では食

道が長く引き伸ばされた。また 横隔膜が肺によって押し下げられ、心臓が下降し、心

臓につらなる大血管も引き下げられた。 

鰓をとりまく構造は複雑に変化し、顔面部、咽頭・喉頭部となった。ヒトの進化の

最終段階において、発声・発語機能が発達し 言語が獲得された。言語の獲得と脳の発

達は やはり不即不離の関係にある。 

 

ふつう 内分泌器系が器官系のひとつとされるが、分泌物を血中に放出するという共

通の特徴以外には、由来も構造も機能も異なるので 系とするにはあたらない。 

本文へ 

 



注 解  

 これらの定義や用語は自明のように思えるが、ヒトの直立姿勢が脊椎動物として き

わめて例外的なために、大きな矛盾があることを了解しておく必要がある。 

 ふつうの脊椎動物では 脊柱が前後方向に横たわり、下とは腹側、上とは背側のこと

である。ヒトでは前後と上下の方向が入れ替わっているのである。たとえば 頭はから

だの上端というより 前進する際の先端 すなわち前端であると認識することにより、

そこに特殊感覚器が発達した理由が理解できる。 

 直立姿勢は 脊柱が持ち上がったことによるが、実際に回転した部分は股関節である。

もともと下肢と体幹は 股関節でほぼ直交していたのに、引き伸ばされて１本のまっす

ぐな軸になった。頭の対極は 本来 尻尾であるのに、頭と足が両極であるようになっ

てしまったのである。上肢が体幹と平行であるというのも、基本形から見ると奇妙な

位置関係である。 

 掌を前に向けるのは いかにも無理な姿勢で、これには 前後方向から見ると 前腕の

骨が重ならないという利点がある。しかし、これでは手の親指は外側、小指は内側に

位置して、対応関係にある足の親指・小指とは正反対になってしまう。掌を床につけ

ると、手の親指も内側にくるのが自然だと分かる。 

 

本文へ 



注 解  

 骨の数は 成長の過程で融合などによって変化する。尾骨では、正常な範囲でも個体

差がある。膝蓋骨は 比較的大きな骨で 骨格に含められるのがふつうだが、種子骨で

あるから 他の骨とは素性が異なる。また 骨格系は体壁系に属するとしているものの、

顔面部を構成する内臓頭蓋は内臓系に属する。いっぽう 耳小骨などは数に入れてもら

えない。結局 数え方の問題になるので、からだに骨が正確にいくつというのは無意味

である。 

本文へ 

 

 



注 解  

 筋系として扱うのはおもに体性筋であるが、一般の教科書では 横紋筋であるために

特殊内臓筋である表情筋群と咀嚼筋群も骨格筋に含めることが多い。しかし、特殊内

臓筋でも さすがに咽頭や喉頭の筋は筋系としては扱われないので、鰓弓筋群の分節・

連続性が不明瞭なものとなっている。一方 外眼筋や舌筋は 体性筋なのに何の説明も

なく 筋系から除外されている。これでは、筋系のみならず神経系、ひいてはからだの

全体像があいまいなものになってしまう。  

 また 一般には心筋が横紋筋に含められることからも分かるように、組織学的な特徴

や分類は 必ずしもその構造の本質を示すものではない。 
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注 解  

 舌骨上筋群は下顎骨と舌骨の間に張る筋の総称で、顎舌骨筋・顎二腹筋・茎突舌骨

筋・オトガイ舌骨筋から成る。嚥下や舌骨の固定に関与するが、顎舌骨筋と顎二腹筋

前腹は下顎神経(三叉神経)、顎二腹筋後腹と茎突舌骨筋は顔面神経によって支配され

る鰓弓筋であるのに対し、オトガイ舌骨筋は第１～２頚神経によって支配される体性

筋であって、由来の異なるものの混合である。 

本文へ 

 

 



注 解  

 しばしば 交感神経系および副交感神経系は 自律神経系の遠心性のものとして説明

され、それを除いた残りが 狭義の脳脊髄神経系とされる。形態学的な発想とはいいが

たく、また 内臓知覚は無視されているので、これでは体系的な理解が得られない。実

際には、交感・副交感線維として認められる神経のなかに 知覚線維も混ざっているの

である。 

本文へ 

 



注 解  

 脳神経の番号には しばしばローマ数字をあてる。この文書ソフトには「11」「12」

にあたるローマ数字がないので、仕方なくアラビア数字をつけている。気になる場合

は、それぞれのパソコンで外字を作って置き換えていただきたい。 

本文へ 

 

 



注 解  

 副腎皮質は、髄質とは由来の異なる組織で、電解質や糖質の代謝に関与する多種の

ホルモンを分泌する。 

 

本文へ 

 

 



注 解  

眼科学の領域では、外側直筋を「外直筋」、内側直筋を「内直筋」と呼ぶ慣わしであ

るが、「外側－内側」は左右方向の位置関係を表わすのに対し、｢外－内｣は軸の周囲の

位置関係を表わす用語なので、厳密には誤りである。 

本文へ 



注 解  

 動眼神経に含まれる副交感線維は 視神経の外側の毛様体神経節でシナプスし、節後

線維が眼球後部から進入し、瞳孔括約筋と毛様体筋を支配する。 

本文へ 



注 解  

 鼻腔および口腔の粘膜は外胚葉性なので、この領域の知覚は一般体性知覚に含めら

れる。 

本文へ 



注 解  

顔面神経は 表情筋群の運動線維である狭義の顔面神経と 中間神経から成り、後者

はさらに大錐体神経と鼓索神経から成る。大錐体神経は 翼口蓋神経節でシナプスし、

涙腺、鼻腔・口蓋の腺に命令を伝える副交感線維である。鼓索神経は 鼓室を通過して

舌神経(下顎神経の枝)に混入し、顎下神経節でシナプスして大唾液腺の分泌をうなが

す副交感線維と 舌前 2/3からの味覚線維から構成される。 

本文へ 

 

 



注 解  

舌咽神経に含まれる副交感線維は 卵円孔の下の耳神経節でシナプスし、節後線維が

耳下腺の分泌をうながす。 

本文へ 

 



注 解  

反回神経は 右では迷走神経が鎖骨下動脈の前を横切ったところで その後ろに回り

こむように分かれ出て 喉頭へ向かう。左では 大動脈弓(動脈管索)を回り込むように

分かれ出る。このように反回するのは 下喉頭神経の上に位置する動脈が心臓とともに

下行したからであり、左右で異なるのは それらの動脈がやがて非対称に消失したから

である。 
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