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まとめ、問題、暗記を
これ１冊で

　この本は、はり師きゅう師
あん摩マッサージ指圧師を目
指す方の、解剖学の勉強をサ
ポートする問題集です。
　教科書の太線の文字と、国
家試験でよく出る部分を中心
にポイントを絞り込んであり
ます。
　これ１冊で「まとめ」「問
題」「暗記」をサポートして
います。

本書の特徴

左ページがポイント
右ページが穴埋め問題

　まずは左ページをじっくり
勉強してください。右ページ
は、左ページのポイントの文
章がそのまま穴埋め問題にな
っていますので、答え合わせ
は簡単です。
　わずらわしい暗記シートで
隠す必要がありませんので、
暗記作業が楽になることでし
ょう。

ポイントを
３段階レベルに分類しました

　国家試験の合格ラインである、正解率が
６０％に必要なポイントには「★★★」を
つけてあります。最低限必要です。時間の
無い方や、なかなか勉強がおいつかない人
向けの目標です。
　解剖学や生理学は正解率８０％は欲しい
です。「★★」をつけてありますので「★
★★」に加えて勉強してください。
是非、正解率８０％を目指してください。
　完璧を目指す方は正解率は９０％以上が
目標、さらに「★」も勉強してください。

目次

ナビゲーションを
充実させました

　ホームページ等で使われて
いるタブ等の手法を取り入
れ、現在の位置がすぐわかる
ようになっていますので、今
どこを勉強しているのかがわ
かります。
   文字は読みやすいフォント
大きめ10ポイントサイズの
文字を採用しました。

■本書は、弊社パーソナルレッスンから生まれた教材です。定期テストでの穴埋
め問題対策用に提供してきた資料を改編し、この問題集が出来上がりました。穴
埋め対策用の問題集ですが、贅沢な紙面割り構成になっていて、勉強するにあた
り暗記作業に効果を発揮します。
■「どこまで覚えればいいの？」とか「国家試験で重要な所はどこ？」という声
が多く、これまでの問題集にはなかった、ポイントの重要度を分類しました。こ
れによって全部覚えるのではなく、自分が目標とする点数に向けてのポイントを
容易に絞り込めますので、勉強のノルマが見えてきます。
■「何処を勉強しているのかがわからない」という人が多いです。これではせっ
かく勉強しても頭の中にしまうことでできません。何処を勉強しているのかは、
インデックスが示しています。インデックスを各ページに配置しナビゲーション
していますので、現在勉強している場所がよくわかります。
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本書の使い方ナビ

１

※目標としている正解率は、国家試験レベルでの想定です。
　学校の定期テストでは担当先生の問題レベルに合わせて調整してください。
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 左ページには

 ポイントをまとめました
右ページは
そのまま穴埋め問題です

★で３段階に
レベル分けしてあります

全部覚えられない人は
まずは「★★★」から
覚えよう

各ページのノルマは
こちらに集計
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まずは左ページで
勉強して、覚えて

右ページで
確認していきましょう

  現在勉強している場所を
  白抜きの文字で
  表しています

高得点を目指す人
定期テストの問題が難しい人
「★★」や「★」も覚えよう

あとは、ひたすら
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4
★★★

★★★   +    ★★

　★★★   +    ★★    +    ★

正解率60%を目指すのに必要なポイント      ヶ所

正解率80%を目指すのに必要なポイント      ヶ所

正解率90%を目指すのに必要なポイント      ヶ所

　第１章　人体の構成 １．細胞 ①

 　１．細胞

 1）細胞の構造  2）細胞分裂と遺伝子 2）細胞分裂と遺伝子

□★★★ 細胞は（ 細胞膜 ）に囲まれ（ 細胞質 ）を外界から隔てている。

□★ 細胞質には（ 細胞小器官 ）と（ 細胞骨格 ）がある。

□★★ 細胞は遺伝子情報である（ 細胞核 ）を持つ。

（１）細胞膜

□★★ 細胞膜は（ 脂質 ）（ タンパク質 ）（ 糖質 ）からなる。

□★★★ 細胞膜は親水性部分を外側に向けた（ リン脂質二重層 ）である。

□★ 細胞膜には（ タンパク質 ）粒子が含まれ移動する。

□★ 細胞は細胞膜を通して物質を取り込み、不要物を排出する。これを（ 膜輸送 ）といい、

物質の種類により、単純拡散、促通拡散、イオンポンプ、イオンチャネル、食作用と

いった透過性を示す。

□★★★ イオンポンプは（ ＡＴＰ ）のエネルギーを必要とし（ 能動輸送 ）である。

（２）細胞小器官

□★★ （ 粗面小胞体 ）は表面のリボゾームによりタンパク質が合成される。

□★ （ 滑面小胞体 ）はホルモン合成、グリコーゲン合成など器官により様々な働きをする。

□★★★ （ リボゾーム ）は顆粒状の小体でタンパク質を合成する。

□★★ 粗面小胞体で作られたタンパク質を（ ゴルジ装置 ）で分泌顆粒にする。

□★★ （ 中心小体 ）は細胞分裂のときに染色体を引き寄せる。

□★★★ （ ミトコンドリア ）は細胞活動のエネルギーＡＴＰを生成する。

□★★★ （ リソソーム ）は細胞内の物質を加水分解して消化する。

（３）細胞骨格

□ 線維性のタンパク質で細胞の形をととのえる。

（４）細胞核

□★ 核は（ 核膜 ）により包まれ、核膜には（ 核膜孔 ）が開く。

□★★★ 核内には糸状の（ 染色質 ）が分散し、核小体が濃く染まって見える。

□★ 染色質は（ デオキシリボ核酸＝ＤＮＡ ）がタンパク質と結合して出来ている。

□★★★ 染色質は細胞分裂の際に凝集し（ 染色体 ）となる。

□★ （ リボ核酸＝ＲＮＡ ）はＤＮＡの遺伝子情報を写し取ったものである。
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5ウエマツ創研
Uematsu Laboratory

1
4.人体の区分と方向3.外表構造（皮膚）2.組織1.細胞

第１章 人体の構成（1/9）

 　１．細胞

 1）細胞の構造

□★★★ 細胞は（ 細胞膜 ）に囲まれ（ 細胞質 ）を外界から隔てている。

□★ 細胞質には（ 細胞小器官 ）と（ 細胞骨格 ）がある。

□★★ 細胞は遺伝子情報である（ 細胞核 ）を持つ。

（１）細胞膜

□★★ 細胞膜は（ 脂質 ）（ タンパク質 ）（ 糖質 ）からなる。

□★★★ 細胞膜は親水性部分を外側に向けた（ リン脂質二重層 ）である。

□★ 細胞膜には（ タンパク質 ）粒子が含まれ移動する。

□★ 細胞は細胞膜を通して物質を取り込み、不要物を排出する。これを（ 膜輸送 ）といい、

物質の種類により、単純拡散、促通拡散、イオンポンプ、イオンチャネル、食作用と

いった透過性を示す。

□★★★ イオンポンプは（ ＡＴＰ ）のエネルギーを必要とし（ 能動輸送 ）である。

（２）細胞小器官

□★★ （ 粗面小胞体 ）は表面のリボゾームによりタンパク質が合成される。

□★ （ 滑面小胞体 ）はホルモン合成、グリコーゲン合成など器官により様々な働きをする。

□★★★ （ リボゾーム ）は顆粒状の小体でタンパク質を合成する。

□★★ 粗面小胞体で作られたタンパク質を（ ゴルジ装置 ）で分泌顆粒にする。

□★★ （ 中心小体 ）は細胞分裂のときに染色体を引き寄せる。

□★★★ （ ミトコンドリア ）は細胞活動のエネルギーＡＴＰを生成する。

□★★★ （ リソソーム ）は細胞内の物質を加水分解して消化する。

（３）細胞骨格

□ 線維性のタンパク質で細胞の形をととのえる。

（４）細胞核

□★ 核は（ 核膜 ）により包まれ、核膜には（ 核膜孔 ）が開く。

□★★★ 核内には糸状の（ 染色質 ）が分散し、核小体が濃く染まって見える。

□★ 染色質は（ デオキシリボ核酸＝ＤＮＡ ）がタンパク質と結合して出来ている。

□★★★ 染色質は細胞分裂の際に凝集し（ 染色体 ）となる。

□★ （ リボ核酸＝ＲＮＡ ）はＤＮＡの遺伝子情報を写し取ったものである。
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6
★★★

★★★   +    ★★

　★★★   +    ★★    +    ★

正解率60%を目指すのに必要なポイント      ヶ所

正解率80%を目指すのに必要なポイント      ヶ所

正解率90%を目指すのに必要なポイント      ヶ所

　第１章　人体の構成 １．細胞 ②

 1）細胞の構造 1）細胞の構造  2）細胞分裂と遺伝子

（１）細胞分裂

□★★★ 細胞は（ 細胞分裂 ）によって増殖する。

□★★★ （ 神経細胞 ）や、腎糸球体の足細胞は増殖しない。

□ 肝細胞や子宮平滑筋などは必要に応じて増殖する。

□ 小腸の上皮細胞や、皮膚の表皮細胞は絶えず増殖している。

□ 細胞周期で細胞分裂の時期を（ Ｍ期 ）という。

□ 細胞周期で細胞が成長している時期をＧ１期という。

□ 細胞周期でＤＮＡを複製している時期をＳ期という。

□ 細胞周期で細胞質成分を作成している時期をＧ２期という。

□ Ｍ期のうち（ 前期 ）は染色質が染色体になり両極に移動を始める。

□★★ Ｍ期のうち（ 中期 ）は染色体が赤道面に配列する。

□★★ Ｍ期のうち（ 後期 ）は娘染色体が両極に移動する。

□ Ｍ期のうち（ 終期 ）は２個の娘細胞となる。

□★★★ 人の染色体の数は（ ４６個 ）である。

□★★★ 人の染色体は２２対の（ 常染色体 ）と１対の（ 性染色体 ）よりなる。

□★★ 卵子は（ Ｘ染色体 ）をもつ

□★★ 精子は（ Ｘ染色体 ）または（ Ｙ染色体 ）をもつ。

□★ 精子、卵子を生殖細胞といい（ 減数分裂 ）を行い染色体数を半分にする。

（２）遺伝子

□★ タンパク質は（ アミノ酸 ）のペプチド結合によりできており、アミノ酸の配列によって

様々な種類のタンパク質がつくられる。

□ アミノ酸の配列を決めているのは（ 遺伝子 ）である。

□ 遺伝子情報によってタンパク質が構成される過程を（ 遺伝子発現 ）という。

□★ 遺伝子発現はＤＮＡとＲＮＡの２種類の（ 核酸 ）により行われる。

□ 核酸は（ ヌクレオチド ）分子が鎖のようにつながって出来ている。

□★★ ヌクレオチドは、（ 塩基 ）、糖、リン酸の成分が結合したものである。

□★★★ ＤＮＡの塩基は（ アデニン ）（ グアニン ）（ シトシン ）（ チミン ）である。

□★★★ ＲＮＡの塩基は（ アデニン ）（ グアニン ）（ シトシン ）（ ウラシル ）である。

□ タンパク質の合成は（ ＲＮＡ ）によって行われる。

□★ （ ｍＲＮＡ ）はＤＮＡから遺伝子情報を転写して核から細胞質に出る。

□ ｍＲＮＡは（ リボゾーム ）に伝令し、アミノ酸配列を読み取る。

□ 読み取られたアミノ酸を（ ｔＲＮＡ ）がリボゾームに運搬しタンパク質合成を行う。
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7ウエマツ創研
Uematsu Laboratory

1
4.人体の区分と方向3.外表構造（皮膚）2.組織1.細胞

第１章 人体の構成（2/9）

 2）細胞分裂と遺伝子

（１）細胞分裂

□★★★ 細胞は（ 細胞分裂 ）によって増殖する。

□★★★ （ 神経細胞 ）や、腎糸球体の足細胞は増殖しない。

□ 肝細胞や子宮平滑筋などは必要に応じて増殖する。

□ 小腸の上皮細胞や、皮膚の表皮細胞は絶えず増殖している。

□ 細胞周期で細胞分裂の時期を（ Ｍ期 ）という。

□ 細胞周期で細胞が成長している時期をＧ１期という。

□ 細胞周期でＤＮＡを複製している時期をＳ期という。

□ 細胞周期で細胞質成分を作成している時期をＧ２期という。

□ Ｍ期のうち（ 前期 ）は染色質が染色体になり両極に移動を始める。

□★★ Ｍ期のうち（ 中期 ）は染色体が赤道面に配列する。

□★★ Ｍ期のうち（ 後期 ）は娘染色体が両極に移動する。

□ Ｍ期のうち（ 終期 ）は２個の娘細胞となる。

□★★★ 人の染色体の数は（ ４６個 ）である。

□★★★ 人の染色体は２２対の（ 常染色体 ）と１対の（ 性染色体 ）よりなる。

□★★ 卵子は（ Ｘ染色体 ）をもつ

□★★ 精子は（ Ｘ染色体 ）または（ Ｙ染色体 ）をもつ。

□★ 精子、卵子を生殖細胞といい（ 減数分裂 ）を行い染色体数を半分にする。

（２）遺伝子

□★ タンパク質は（ アミノ酸 ）のペプチド結合によりできており、アミノ酸の配列によって

様々な種類のタンパク質がつくられる。

□ アミノ酸の配列を決めているのは（ 遺伝子 ）である。

□ 遺伝子情報によってタンパク質が構成される過程を（ 遺伝子発現 ）という。

□★ 遺伝子発現はＤＮＡとＲＮＡの２種類の（ 核酸 ）により行われる。

□ 核酸は（ ヌクレオチド ）分子が鎖のようにつながって出来ている。

□★★ ヌクレオチドは、（ 塩基 ）、糖、リン酸の成分が結合したものである。

□★★★ ＤＮＡの塩基は（ アデニン ）（ グアニン ）（ シトシン ）（ チミン ）である。

□★★★ ＲＮＡの塩基は（ アデニン ）（ グアニン ）（ シトシン ）（ ウラシル ）である。

□ タンパク質の合成は（ ＲＮＡ ）によって行われる。

□★ （ ｍＲＮＡ ）はＤＮＡから遺伝子情報を転写して核から細胞質に出る。

□ ｍＲＮＡは（ リボゾーム ）に伝令し、アミノ酸配列を読み取る。

□ 読み取られたアミノ酸を（ ｔＲＮＡ ）がリボゾームに運搬しタンパク質合成を行う。
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8
★★★

★★★   +    ★★

　★★★   +    ★★    +    ★

正解率60%を目指すのに必要なポイント      ヶ所

正解率80%を目指すのに必要なポイント      ヶ所

正解率90%を目指すのに必要なポイント      ヶ所

　第１章　人体の構成 ２．組織 ①

 　２．組織

□ 組織は（ 上皮組織 ）（ 結合組織 ）（ 筋組織 ）（ 神経組織 ）に分類される。

 1）上皮組織  2）結合組織 2）結合組織  3）筋組織 3）筋組織  4）神経組織 4）神経組織

（１）分類

□★★★ （ 単層扁平上皮 ）は血管内皮、リンパ管、腹膜、胸膜などを覆う上皮である。

□★★★ （ 重層扁平上皮 ）は表皮、口腔、咽頭、食道などを覆う上皮である。

□★★★ （ 単層円柱上皮 ）は消化管〔胃、小腸、大腸〕を覆う上皮である。

□★★★ （ 多列線毛円柱上皮 ）は鼻腔、気道、気管支、卵管を覆う上皮である。

□★★★ （ 移行上皮 ）は膀胱、尿管、腎盂などを覆う上皮であり、尿の充満度により層の

（ 厚さ ）に変化が起こる。

（２）細胞間結合組織

□ タイト結合は細胞の側面で最も表層部にあり、細胞のまわりを帯状に囲む。

□ 接着帯はタイト結合のすぐ下にあり同じく細胞周囲を帯状に取り巻く。

□ デスモソームは直径0.2～0.5㎛の丸い斑状の細胞間結合組織である。

□★ （ ギャップ結合 ）はイオンチャネルの孔に低分子の物質を通過させ、上皮細胞間の情報

交換を行う。

□★ 特に心筋細胞間に発達した（ ギャップ結合 ）は心筋の強力な収縮を可能にする。

（３）腺上皮

□★★ 上皮細胞が分泌物をつくって細胞外に分泌する働きを持つとき、その細胞を（ 腺細胞 ）

といい、それらが集まって（ 腺上皮 ）がつくられる。

□★★★ （ 外分泌腺 ）は分泌物を上皮の表面に分泌し、導管と分泌部に分かれる。

□★★★ （ 内分泌腺 ）の分泌物は血管に入り、分泌部のみで導管はない。

□★★★ 小汗腺、別名（ エクリン腺 ）の分泌様式は（ 開口分泌 ）である。

□★★★ 大汗腺、別名（ アポクリン腺 ）の分泌様式は（ アポクリン分泌 ）である。

□★★ 脂腺にみられる分泌様式は（ ホロクリン分泌 ）である。
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9ウエマツ創研
Uematsu Laboratory

1
4.人体の区分と方向3.外表構造（皮膚）2.組織1.細胞

第１章 人体の構成（3/9）

 　２．組織

□ 組織は（ 上皮組織 ）（ 結合組織 ）（ 筋組織 ）（ 神経組織 ）に分類される。

 1）上皮組織

（１）分類

□★★★ （ 単層扁平上皮 ）は血管内皮、リンパ管、腹膜、胸膜などを覆う上皮である。

□★★★ （ 重層扁平上皮 ）は表皮、口腔、咽頭、食道などを覆う上皮である。

□★★★ （ 単層円柱上皮 ）は消化管〔胃、小腸、大腸〕を覆う上皮である。

□★★★ （ 多列線毛円柱上皮 ）は鼻腔、気道、気管支、卵管を覆う上皮である。

□★★★ （ 移行上皮 ）は膀胱、尿管、腎盂などを覆う上皮であり、尿の充満度により層の

（ 厚さ ）に変化が起こる。

（２）細胞間結合組織

□ タイト結合は細胞の側面で最も表層部にあり、細胞のまわりを帯状に囲む。

□ 接着帯はタイト結合のすぐ下にあり同じく細胞周囲を帯状に取り巻く。

□ デスモソームは直径0.2～0.5㎛の丸い斑状の細胞間結合組織である。

□★ （ ギャップ結合 ）はイオンチャネルの孔に低分子の物質を通過させ、上皮細胞間の情報

交換を行う。

□★ 特に心筋細胞間に発達した（ ギャップ結合 ）は心筋の強力な収縮を可能にする。

（３）腺上皮

□★★ 上皮細胞が分泌物をつくって細胞外に分泌する働きを持つとき、その細胞を（ 腺細胞 ）

といい、それらが集まって（ 腺上皮 ）がつくられる。

□★★★ （ 外分泌腺 ）は分泌物を上皮の表面に分泌し、導管と分泌部に分かれる。

□★★★ （ 内分泌腺 ）の分泌物は血管に入り、分泌部のみで導管はない。

□★★★ 小汗腺、別名（ エクリン腺 ）の分泌様式は（ 開口分泌 ）である。

□★★★ 大汗腺、別名（ アポクリン腺 ）の分泌様式は（ アポクリン分泌 ）である。

□★★ 脂腺にみられる分泌様式は（ ホロクリン分泌 ）である。

SAMPLE
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★★★

★★★   +    ★★

　★★★   +    ★★    +    ★

正解率60%を目指すのに必要なポイント      ヶ所

正解率80%を目指すのに必要なポイント      ヶ所

正解率90%を目指すのに必要なポイント      ヶ所

　第１章　人体の構成 ２．組織 ②

 1）上皮組織 1）上皮組織  2）結合組織  3）筋組織 3）筋組織  4）神経組織 4）神経組織

□★ 結合組織は細胞間基質を多く含み、基質の性質により（ 線維性結合組織 ）（ 軟骨組織

）（ 骨組織 ）（ 血液 ）にわけられる。

（１）線維性結合組織

□ 線維性結合組織は（ 密性結合組織 ）と（ 疎性結合組織 ）に分かれる。

□★★ （ 密性結合組織 ）は強い結合で、靭帯や腱、真皮や眼球の強膜に見られる。

□ （ 疎性結合組織 ）は柔軟な結合で、皮下組織等にみられる。

□ 線維性結合組織をつくる線維には（ 膠原線維 ）（ 細網線維 ）（ 弾性線維 ）がある。

□ 線維性結合組織をつくる細胞には（ 線維細胞 ）（ 大食細胞 ）（ 肥満細胞 ）

（ 形質細胞 ）（ 脂肪細胞 ）がある。

（２）軟骨組織

□★★★ （ 硝子軟骨 ）は（ 肋軟骨 ）（ 関節軟骨 ）（ 気管軟骨 ）（ 甲状軟骨 ）でみられる。

□★★★ （ 弾性軟骨 ）は弾力性に富み（ 耳介軟骨 ）（ 鼻軟骨 ）（ 喉頭蓋軟骨 ）でみられる。

□★★★ （ 線維軟骨 ）は強靭な軟骨で（ 椎間円板 ）（ 関節半月 ）（ 関節円板 ）でみられる。

（３）骨組織

□ 骨組織は骨細胞と骨基質とからなる硬い組織である。

□ 骨組織には（ 骨芽細胞 ）（ 骨細胞 ）（ 破骨細胞 ）が存在し骨基質を作り変える。

□★ 骨細胞は（ 骨小腔 ）に入る。

□★★ （ 緻密質 ）は骨幹部で厚く、中央に骨髄腔があり骨髄を入れる。

□★★★ 骨髄腔の（ 黄色骨髄 ）は脂肪組織で（ 赤色骨髄 ）は造血作用がある。

□★★★ （ 海綿質 ）は骨端部で多く、海綿状の骨梁間に骨髄組織を入れる。

□★ 骨は関節軟骨におおわれた関節面を除き（ 骨膜 ）に包まれる。それは、線維性の密生結

合組織でつくられ（ シャーピー線維 ）が骨膜を骨表面に固着させる。

□★★★ 緻密質で見られる層板構造を（ ハバース層板 ）と言い、その中心の血管腔を

（ ハバース管 ）という。層板構造を貫く血管腔を（ フォルクマン管 ）という。

□ 骨膜や関節包には豊富な知覚性の神経が分布し、痛覚や深部知覚に関与する。

□★★ 骨の発生には（ 軟骨内骨化 ）と（ 膜内骨化 ）という様式がある。

□ 骨の長さの成長は（ 骨端軟骨 ）からの骨芽細胞が関与している。

□ 骨の太さの成長は（ 骨膜 ）からの骨芽細胞が関与している。
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11ウエマツ創研
Uematsu Laboratory

1
4.人体の区分と方向3.外表構造（皮膚）2.組織1.細胞

第１章 人体の構成（4/9）

 2）結合組織

□★ 結合組織は細胞間基質を多く含み、基質の性質により（ 線維性結合組織 ）（ 軟骨組織

）（ 骨組織 ）（ 血液 ）にわけられる。

（１）線維性結合組織

□ 線維性結合組織は（ 密性結合組織 ）と（ 疎性結合組織 ）に分かれる。

□★★ （ 密性結合組織 ）は強い結合で、靭帯や腱、真皮や眼球の強膜に見られる。

□ （ 疎性結合組織 ）は柔軟な結合で、皮下組織等にみられる。

□ 線維性結合組織をつくる線維には（ 膠原線維 ）（ 細網線維 ）（ 弾性線維 ）がある。

□ 線維性結合組織をつくる細胞には（ 線維細胞 ）（ 大食細胞 ）（ 肥満細胞 ）

（ 形質細胞 ）（ 脂肪細胞 ）がある。

（２）軟骨組織

□★★★ （ 硝子軟骨 ）は（ 肋軟骨 ）（ 関節軟骨 ）（ 気管軟骨 ）（ 甲状軟骨 ）でみられる。

□★★★ （ 弾性軟骨 ）は弾力性に富み（ 耳介軟骨 ）（ 鼻軟骨 ）（ 喉頭蓋軟骨 ）でみられる。

□★★★ （ 線維軟骨 ）は強靭な軟骨で（ 椎間円板 ）（ 関節半月 ）（ 関節円板 ）でみられる。

（３）骨組織

□ 骨組織は骨細胞と骨基質とからなる硬い組織である。

□ 骨組織には（ 骨芽細胞 ）（ 骨細胞 ）（ 破骨細胞 ）が存在し骨基質を作り変える。

□★ 骨細胞は（ 骨小腔 ）に入る。

□★★ （ 緻密質 ）は骨幹部で厚く、中央に骨髄腔があり骨髄を入れる。

□★★★ 骨髄腔の（ 黄色骨髄 ）は脂肪組織で（ 赤色骨髄 ）は造血作用がある。

□★★★ （ 海綿質 ）は骨端部で多く、海綿状の骨梁間に骨髄組織を入れる。

□★ 骨は関節軟骨におおわれた関節面を除き（ 骨膜 ）に包まれる。それは、線維性の密生結

合組織でつくられ（ シャーピー線維 ）が骨膜を骨表面に固着させる。

□★★★ 緻密質で見られる層板構造を（ ハバース層板 ）と言い、その中心の血管腔を

（ ハバース管 ）という。層板構造を貫く血管腔を（ フォルクマン管 ）という。

□ 骨膜や関節包には豊富な知覚性の神経が分布し、痛覚や深部知覚に関与する。

□★★ 骨の発生には（ 軟骨内骨化 ）と（ 膜内骨化 ）という様式がある。

□ 骨の長さの成長は（ 骨端軟骨 ）からの骨芽細胞が関与している。

□ 骨の太さの成長は（ 骨膜 ）からの骨芽細胞が関与している。

SAMPLE


	穴埋め問題集_解剖学.vsd
	目次
	nav1
	nav2
	1.1L
	1.1R
	1.2L
	1.2R
	1.3L
	1.3R
	1.4L
	1.4R


