
訂正箇所 誤 正 更新日

10頁 2行め （誤） …つくる脱落膜decidua （正） …つくる基底脱落膜decidua basalis 2023/3/9

10頁 7行め （誤） …進入し（妊娠7週頃） （正） …進入し（妊娠3週頃） 2023/3/9

11頁 6行め （誤） …25 IU/L，排卵後14日で50 IU/L （正） …25 U/L，排卵後14日で50 U/L 2023/3/9

126頁 最終行 （誤） 回内pronastion （正） 回内pronation 2021/11/9

149頁 8行め （誤） 母指対立筋 (o) oppnens pollicis （正） 母指対立筋 (o) opponens pollicis 2021/11/9

167頁 イラスト内左中央の「半膜様

筋」「半腱様筋」 の並び

（誤） 上「半膜様筋」　下「半腱様筋」 （正） 上「半腱様筋」　下「半膜様筋」 2022/4/13

180頁 19行め （誤） 内側側副靱帯 tibial collateral lig. (TCL) （正）内側側副靱帯 tibial (medial) collateral lig. (TCL; MCL) 2021/11/9

180頁 20行め （誤） 外側側副靱帯 fibular collateral lig. (FCL) （正） 外側側副靱帯 fibular (lateral) collateral lig. (FCL; LCL) 2021/11/9

193頁 下から2行め （誤） 短小趾屈筋：第中足骨底に… （正） 短小趾屈筋：第５中足骨底に 2022/8/22

214頁 イラスト内右下 （誤） ★ツチ骨　★キヌタ骨 （正） ★キヌタ骨　★ツチ骨　（黒星がキヌタ骨，赤星がツチ骨） 2022/4/6

233頁 2行め，4行め （誤） 内弾性板 internal elastic limiting membrane

 　　　外弾性板 external elastic limiting membrane

（正） 内弾性板 internal elastic lamiina

 　　　外弾性板 external elastic lamiina

2023/3/9

262頁 3行め （誤） 横行結腸右1/3部 （正） 横行結腸左1/3部 2022/8/22

320頁 下から11行め （誤） ・等容性弛緩期 isovolumetric relaxion phase （正） ・等容性弛緩期 isovolumetric relaxation phase 2022/8/22

347頁 4行め （誤） …受精22週頃からは… （正） …受精22日頃からは… 2022/8/22

411頁 9行め （誤） Rou-en-Y法 （正） Roux-en-Y法 2023/3/9

428頁 最終行 （誤） 肛門周囲線 （正） 肛門周囲腺 2023/3/9

430頁 5行め （誤） 岬角～L2 （正） 岬角～S2 2022/8/22

430頁 5行め （誤） L2下縁 （正） S2下縁 2022/8/22

431頁 下から2行め （誤） …上には上腸間膜動-静脈… （正） …上には下腸間膜動-静脈… 2022/8/22

434頁 下から5行め （誤） 膀胱子宮窩 vesicouterine fossa （正）膀胱子宮窩 vesicouterine pouch 2023/3/9

483頁 5行目 （誤） inspiratory reseve volume （誤）inspiratory reserve volume 2023/3/9

483頁 下から7行め （誤） 機能的残気量 functional reidual capacity (FRC)：

　　　　1回換気量（約2.5 L）

（正） 機能的残気量 functional residual capacity (FRC)：

　　　　（約2.5 L）

2023/3/9

495頁 8行め （誤） 肺胞性肺炎 alveolar pneumoni

　　　 間質性肺炎 intersititial pneumonitis

（正） 肺胞性肺炎 alveolar pneumonia

　　　 間質性肺炎 intersititial pneumonia

2023/3/9

499頁 下から2行め （誤） …ガス交換を受けた動脈血は肺動脈に注ぐ… （正） …ガス交換を受けた動脈血は肺静脈に注ぐ… 2022/8/22

534頁 6行めと9行め （誤） （6行め）…pubocervical lig.（子宮動脈が通る）

　　　 （9行め）…Mackenrodt lig.）

（誤） （6行め）…pubocervical lig.

　　　 （9行め）…Mackenrodt lig.）：子宮動脈が通る

2023/3/9

561頁 最終行 （誤） 単球（中胚葉）由来の細胞 （正） 卵黄嚢の幹細胞由来の細胞 2023/3/9

598頁 2行め （誤）「内頚静脈に接する…」 （正）「内頚動脈に接する…」 2021/11/9

675頁 5行め （誤） に比べて脊椎の成長が速いためである． （正） の成長が脊椎より先に完了するためである． 2023/3/9

724頁 7行め （誤） 総腓骨神経 common peroneal n.（L4～S2） （正） 総腓骨神経 common peroneal n.（L4～S1） 2021/11/9

757頁 1行め （誤） 調節反射 accomodation reflex （正） 調節反射 accommodation reflex 2021/11/9

760頁 6行め （誤） 眼杯 otic cap （正） 眼杯 optic cap 2021/11/9

769頁 5行め （誤） 遠近調節accomodation （正） 遠近調節accommodation 2021/11/9

812頁 左段　下から8行め （誤） 内包後脚 （正） 内包前脚 2023/3/9

本書をご購入いただきまして誠にありがとうございます．本書に以下の誤りがございましたので，ここに訂正・加筆させていただきますとともに深くお詫び申し上げます．
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