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ご利用にあたりご利用にあたりご利用にあたりご利用にあたり    

    

この「解剖学超まとめ」は、欲しい参考書を追求した結果出来上がってしまったも

のです。発端は著者の解剖学のノートのまとめであり、またクラスメイトへの手助け

の為でした。兎にも角にも解剖学が全ての教科をマスターするために必要であり、こ

の解剖学が出来ないことには生理学も臨床医学各論も東洋医学臨床論も先に進まない

という重要な教科重要な教科重要な教科重要な教科であることは間違いありません。そして解剖学と生理学は国家試験

において得点源得点源得点源得点源であるであるであるであるということが重要な事です。 

これから国家試験を迎える皆さんが著者のクラスメイト同様、この解剖学超まとめ

を参考にして国家試験を乗り切って頂けるよう願っております。 

 

【【【【コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト】】】】    

・構成が把握できるよう俯瞰できる。項目の途中でページをまたがない。 

・ポイントをおさえ、国家試験の過去問題が解ける。 

・携帯性にすぐれている。薄型、小型だができるだけ内容を省略しない。 

 

【使い方】【使い方】【使い方】【使い方】    

・特に重要な部分は「ゴシック太文字ゴシック太文字ゴシック太文字ゴシック太文字」にしてあります。 

・わからない所、図や説明の詳細は、参考書や教科書を必ず参照してください。 

 

【表記】【表記】【表記】【表記】    

・Ｎ→神経   例）顔面Ｎ→顔面神経 

・筋の表は、筋名→起始→停止→支配神経→作用の順に表にしてあります 

例） 
筋名 起始 停止 支配神経 作用 

胸鎖乳突筋 
胸骨丙 

鎖骨の内側 1/3 
乳様突起 

Ⅺ,副Ｎ 

頸ＮC2C3 

一側…反対側にｵﾄｶﾞｲを回す 

両側…首をすくめる 

 

 

俯瞰できるようにする為、詰め込んでしまいました。小さい文字で見苦しいレイア

ウトになっております。なにとぞご容赦頂きます様お願いいたします。 

最後に発行にあたり、ご教示頂いた先生方、共に学んだクラスメイト、家族に感謝い

たします。 

ウエマツ創研 出版部 

植松漁師
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    １１１１．人体の構成．人体の構成．人体の構成．人体の構成        

Ａ．細胞Ａ．細胞Ａ．細胞Ａ．細胞                

ａ．細胞の構造ａ．細胞の構造ａ．細胞の構造ａ．細胞の構造    

細胞膜 

脂質二重層（リン脂質の二重層リン脂質の二重層リン脂質の二重層リン脂質の二重層）、脂質とタンパク質と糖質とからなる、膜輸送 

単純拡散 O2,CO2,H2O,アルコールを通す 

促通拡散 アミノ酸、グルコース(ブドウ糖)、担体タンパク質で運ばれる 

イオンポンプイオンポンプイオンポンプイオンポンプ    Na+外へ、K+内へ、ATPATPATPATP のエネルギーを利用のエネルギーを利用のエネルギーを利用のエネルギーを利用する 

イオンチャネル 
電位依存チャネル→チャネルにゲート、電位センサーで開閉する 
リガンド動作チャネル→神経伝達物質、リガントが結合して開く 

食作用 
食作用→リソソームによる消化、水解小体、加水分解酵素 
飲作用→取り入れる物質が小さい小胞で取り入れる 

細胞 
小器官 

小胞体 
滑面小胞体 

肝細胞→グリコーゲン生成 
副腎皮質、精巣、卵巣→ステロイド生成 

粗面小胞体 リボゾームによるタンパク質の生成 

リボゾームリボゾームリボゾームリボゾーム    アミノ酸からタンパク質の合成タンパク質の合成タンパク質の合成タンパク質の合成、mRNA の情報に従う 

ゴルジ装置ゴルジ装置ゴルジ装置ゴルジ装置    分泌顆粒分泌顆粒分泌顆粒分泌顆粒の生成 

中心小体 ２つ１組で直交、細胞分裂時に染色体を引き寄せる、微小管の集り 

ミトコンドリアミトコンドリアミトコンドリアミトコンドリア    糸粒体、細胞活動のエネルギー(ATP(ATP(ATP(ATP))))生成生成生成生成、自身で分裂をする 

リソソームリソソームリソソームリソソーム    水解小体、加水分解加水分解加水分解加水分解して消化する、大食細胞(肺の中、リンパ球) 

細胞骨格 微小管 線維性のタンパク質、細胞の形をととのえる、管になっている 

細胞核 
核膜(内膜、外膜)、核膜孔、核小体、染色質(異質染色質、真正染色質) 
赤血球→無核、白血球→分葉核、骨格筋細胞→多核 

    

ｂ．細胞分裂と遺伝子ｂ．細胞分裂と遺伝子ｂ．細胞分裂と遺伝子ｂ．細胞分裂と遺伝子    

細胞分裂 
(有糸分裂) 

増殖しない増殖しない増殖しない増殖しない→神経細胞神経細胞神経細胞神経細胞、腎糸球体 
必要に応じて増殖→肝細胞、子宮平滑筋 
増殖する→小腸の上皮細胞、皮膚の表皮細胞 

細胞周期 M 期(細胞分裂)→G1期(成長)→S 期(DNA 複製)→G2期(細胞質成分作成) 

前期(染色質が染色体に、細胞の両極に移動開始)→中期中期中期中期(赤道面配列赤道面配列赤道面配列赤道面配列、紡鐘糸付着)→
後期(２個の娘染色体、両極に移動両極に移動両極に移動両極に移動)→終期(２個の娘細胞になる) 

遺伝子 

アミノ酸配列を決めるための塩基配列。DNA の情報を mRNA に転写しリボゾームで

翻訳し tRNA によりアミノ酸が運搬されタンパク質合成がなされる。 

核酸 ヌクレオチド、塩基＋糖＋リン酸、DNA、RNA 

塩基 A アデニン、T チミン、G グアニン、C シトシン、U ウラシル 

DNADNADNADNA    デオキシリボ核酸、塩基→塩基→塩基→塩基→(A,T,G,C)(A,T,G,C)(A,T,G,C)(A,T,G,C) 

RNA リボ核酸、塩基→(A,U,G,C) 
    
    

Ｂ．組織Ｂ．組織Ｂ．組織Ｂ．組織                

ａ．ａ．ａ．ａ．上皮組織上皮組織上皮組織上皮組織    
１）分類１）分類１）分類１）分類    

扁平上皮 
単層扁平上皮単層扁平上皮単層扁平上皮単層扁平上皮    血管内皮血管内皮血管内皮血管内皮、リンパ管リンパ管リンパ管リンパ管、肺胞膜、腹膜腹膜腹膜腹膜、胸膜胸膜胸膜胸膜、心膜 

重層扁平重層扁平重層扁平重層扁平上皮上皮上皮上皮    表皮表皮表皮表皮、口腔口腔口腔口腔、歯肉、咽頭咽頭咽頭咽頭、食道食道食道食道、直腸下部、腟腟腟腟 

立方上皮 単層立方上皮 尿細管、甲状腺の濾胞上皮 

円柱上皮 
単層円柱上皮単層円柱上皮単層円柱上皮単層円柱上皮    消化管消化管消化管消化管（胃胃胃胃、小腸小腸小腸小腸、大腸大腸大腸大腸）、子宮内膜 

重層円柱上皮 尿道、結膜円蓋 

多列多列多列多列線毛線毛線毛線毛円柱上皮円柱上皮円柱上皮円柱上皮（多列上皮（多列上皮（多列上皮（多列上皮））））    鼻腔鼻腔鼻腔鼻腔、気道気道気道気道、気管支気管支気管支気管支、卵管卵管卵管卵管 

移行上皮移行上皮移行上皮移行上皮    膀胱膀胱膀胱膀胱、尿管尿管尿管尿管、腎盂腎盂腎盂腎盂((((腎盤腎盤腎盤腎盤))))、腎杯、尿道(の一部) 

SAMPLE
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２）細胞間結合装置２）細胞間結合装置２）細胞間結合装置２）細胞間結合装置    

タイト結合 密着帯、タンパク質分子で相接、すべての物質の通過が阻止 

接着帯 カドヘリン(細胞間結合物質)、アクチンフィラメント 

デスモソーム 接着斑、カドヘリン(細胞間結合物質)、重層扁平上皮の細胞間 

ギャップ結合ギャップ結合ギャップ結合ギャップ結合    細隙結合、イオンチャネルの孔がある、心筋心筋心筋心筋の細胞間 

 

３３３３））））腺上皮腺上皮腺上皮腺上皮 

腺細胞 上皮細胞が分泌物を細胞外に分泌する働きをもつ細胞 

腺上皮 腺細胞が集まってつくられる 

単細胞腺→腸上皮、気管上皮、杯細胞／多細胞腺→導管と分泌部がある、唾液腺、膵臓、乳腺 

外分泌腺外分泌腺外分泌腺外分泌腺→導管と分泌部／内分泌腺内分泌腺内分泌腺内分泌腺→導管がない→ホルモンは毛細血管に入る 

分泌様式 

開口分泌 小汗腺小汗腺小汗腺小汗腺(エックリン汗腺) 

アポクリン分泌 
離出分泌、大汗腺大汗腺大汗腺大汗腺(アポクリン汗腺)、腋窩、耳道腺、肛門周囲腺、

分泌物はタンパク質を含む、特有のにおい 

ホロクリン分泌 全分泌、独立脂腺 

 

ｂ．ｂ．ｂ．ｂ．結合組織結合組織結合組織結合組織 

線 

維 

性 

結 

合 

組 

織 

密性結合組織 強い結合、靱帯、腱、真皮、眼球の強膜(白目) 

疎性結合組織 柔軟な結合、密性結合組織以外、皮下組織など 

線 

維 

膠原線維 コラーゲンタンパク、引っ張る力に対して強い 500kg/cm2 

細網線維 膠原線維と同じ、細網内皮系(骨髄、胸腺、リンパ節、脾臓)網目、大食細胞 

弾性線維弾性線維弾性線維弾性線維    エラスチン(黄色)、弾力性に富む(大動脈壁、弾性軟骨、黄色靱帯黄色靱帯黄色靱帯黄色靱帯 

細 

胞 

線維細胞 線維芽細胞、膠原線維を作っている 

大食細胞大食細胞大食細胞大食細胞    マクロファージマクロファージマクロファージマクロファージ、異物の処理をする(リソソーム、加水分解)、抗原提示 

肥満細胞 細胞内に顆粒を多く含む、顆粒内ヒスタミン、IgE(免疫グロブリン E) 

形質細胞形質細胞形質細胞形質細胞    プラズマ細胞、BBBB リンパ球から分化リンパ球から分化リンパ球から分化リンパ球から分化、抗体産生抗体産生抗体産生抗体産生細胞、 

脂肪細胞 大量の中性脂肪で占められている、熱の放散を防ぐ 

軟
骨
組
織

軟
骨
組
織

軟
骨
組
織

軟
骨
組
織    

硝子軟骨硝子軟骨硝子軟骨硝子軟骨    
肋軟骨肋軟骨肋軟骨肋軟骨、関節軟骨、気管軟骨気管軟骨気管軟骨気管軟骨、甲状軟骨甲状軟骨甲状軟骨甲状軟骨、輪状軟骨 

披裂軟骨、骨端軟骨、耳管軟骨（一部弾性軟骨） 

弾性軟骨弾性軟骨弾性軟骨弾性軟骨    耳介軟骨耳介軟骨耳介軟骨耳介軟骨、喉頭蓋軟骨喉頭蓋軟骨喉頭蓋軟骨喉頭蓋軟骨、鼻軟骨鼻軟骨鼻軟骨鼻軟骨、外耳道 

線維軟骨線維軟骨線維軟骨線維軟骨    椎間円板椎間円板椎間円板椎間円板、恥骨結合恥骨結合恥骨結合恥骨結合、関節円板関節円板関節円板関節円板、関節半月 

骨組織骨組織骨組織骨組織    ２．運動系・骨 > Ａ．総論Ａ．総論Ａ．総論Ａ．総論 > ｃ．骨組織 を参照 

血血血血    

液液液液    

リリリリ    

ンンンン    

パパパパ    

血 

液 

赤血球 
骨髄で産生、有核→脱核→無核無核無核無核、男男男男 500500500500 万万万万    ((((女女女女 450450450450 万万万万) ) ) ) 個個個個////１１１１㎣㎣㎣㎣、7µm 

ヘモグロビン、寿命 120120120120 日日日日→脾臓で破壊 

白 

血 

球 

5000500050005000～～～～9000900090009000 個個個個////１㎣１㎣１㎣１㎣    

顆粒 

白血球 

好中球好中球好中球好中球    66660000～～～～70%70%70%70%    10～12µm 4～5 分葉核 

好酸球 2% 10～15µm 2 分葉核、酸性色素に染まる 

好塩基球 0.5% 10～12µm 2 分葉核、塩基性色素に染まる 

無顆粒 

白血球 

大リンパ球 
20～30% 

10～15µm 大リンパ球になったり小リン

パ球になったりする 小リンパ球 6～9µm 

単球 6～8% 20µm 血管の外でマクロファージマクロファージマクロファージマクロファージ 

血小板 20202020～～～～45454545 万個万個万個万個////１１１１㎣㎣㎣㎣、血液凝固、骨髄の巨核球の細胞質が細かくちぎれたもの 

血漿 
フィブリノゲン フィブリノゲン(線維原素)→フィブリン(線維素) 

血清 血漿からフィブリノゲンを除いたもの 
 

ｃ．ｃ．ｃ．ｃ．筋組織筋組織筋組織筋組織    

骨格筋骨格筋骨格筋骨格筋    横紋筋 多多多多核 随意随意随意随意筋 円柱円柱円柱円柱状 体性神経支配  

心筋心筋心筋心筋    横紋筋横紋筋横紋筋横紋筋    単単単単核 不随意不随意不随意不随意筋 短円円円円柱柱柱柱状 自律神経支配 横線横線横線横線    

平滑筋平滑筋平滑筋平滑筋    平滑筋 単単単単核 不随意不随意不随意不随意筋 紡錘紡錘紡錘紡錘状 自律神経支配  
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ｄ．ｄ．ｄ．ｄ．神経組織神経組織神経組織神経組織    

神経細胞 

ニューロン 

細胞体 

突起 
軸索 神経細胞から興奮を遠心性に伝える 

樹状突起 神経細胞から興奮を求心性に伝える 

支持細胞 

外套細胞 
神経節内の支持細胞 

神経細胞の代謝と支持 

シュワン細胞シュワン細胞シュワン細胞シュワン細胞    末梢末梢末梢末梢神経の髄鞘髄鞘髄鞘髄鞘形成 

神経膠細胞神経膠細胞神経膠細胞神経膠細胞    

（グリア細胞（グリア細胞（グリア細胞（グリア細胞）））） 

星状膠細胞星状膠細胞星状膠細胞星状膠細胞    血液脳関門血液脳関門血液脳関門血液脳関門    

希突起膠細胞 中枢中枢中枢中枢神経での髄鞘髄鞘髄鞘髄鞘形成 

小膠細胞 貧食細胞 

上衣細胞 脳室、脊髄中心管の内面の細胞 
    

Ｃ．発生Ｃ．発生Ｃ．発生Ｃ．発生                

ａ．細胞分裂ａ．細胞分裂ａ．細胞分裂ａ．細胞分裂    

体細胞分裂 体細胞 
染色体（常染色体=44 本、性染色体=2 本）46464646 本 

性染色体（女性 XX / 男性 XY） 

減数分裂減数分裂減数分裂減数分裂    生殖細胞（精子、卵子） 
染色体（常染色体=22 本、性染色体=1 本）23 本 

性染色体（卵子卵子卵子卵子    X X X X / 精子精子精子精子    X X X X またはまたはまたはまたは    YYYY） 
 

ｂ．ｂ．ｂ．ｂ．三胚葉の分化三胚葉の分化三胚葉の分化三胚葉の分化    

外胚葉外胚葉外胚葉外胚葉    

神経系神経系神経系神経系    脳、脊髄脊髄脊髄脊髄、末梢神経、松果体、神経性下垂体 

皮膚皮膚皮膚皮膚    表皮、毛毛毛毛、爪、皮膚腺 

感覚器感覚器感覚器感覚器    視視視視、聴、平衡、味、嗅覚器、網膜網膜網膜網膜 

内胚葉内胚葉内胚葉内胚葉    

消化器消化器消化器消化器    食道、胃、腸腸腸腸、肝臓肝臓肝臓肝臓、膵臓 

呼吸器呼吸器呼吸器呼吸器    喉頭喉頭喉頭喉頭、気管、気管支、肺肺肺肺 

尿路尿路尿路尿路    膀胱膀胱膀胱膀胱、尿道 

中胚葉中胚葉中胚葉中胚葉    

骨格系骨格系骨格系骨格系    骨骨骨骨、軟骨、結合組織結合組織結合組織結合組織 

筋系筋系筋系筋系    横紋筋横紋筋横紋筋横紋筋、平滑筋平滑筋平滑筋平滑筋 

脈管系脈管系脈管系脈管系    心臓心臓心臓心臓、血管、リンパ管、血液血液血液血液 

泌尿・生殖器系泌尿・生殖器系泌尿・生殖器系泌尿・生殖器系    腎臓、精巣、子宮、卵巣 

    

Ｄ．区分Ｄ．区分Ｄ．区分Ｄ．区分                

ａ．人体の区分ａ．人体の区分ａ．人体の区分ａ．人体の区分    

頭と顔 鼻根→眉→外耳孔 

頭(頭,顔)と頚 下顎骨下縁→乳様突起→外後頭隆起 

頚と胸 胸骨上縁→鎖骨上縁→肩峰→第第第第 7777 頚椎棘突起頚椎棘突起頚椎棘突起頚椎棘突起 

胸と腹 胸骨下端→肋骨弓→第１２胸椎棘突起 

上肢と体幹 三角胸筋溝→三角筋の起始縁→腋窩 

下肢と体幹 鼡径溝→上前腸骨棘上前腸骨棘上前腸骨棘上前腸骨棘→腸骨稜→尾骨→殿裂→陰部大腿溝 
    

ｂ．区分線ｂ．区分線ｂ．区分線ｂ．区分線    

横 

隆椎 第 7 頚椎棘突起 

胸骨角胸骨角胸骨角胸骨角    胸骨柄と胸骨体の結合部、第２肋軟骨第２肋軟骨第２肋軟骨第２肋軟骨が付く 

肋骨下線 第１０肋軟骨下縁、第２～３腰椎椎間板の高さ 

臍線 臍の高さ、第４腰椎椎体または上下の椎間円板の高さ 

ヤコビー線ヤコビー線ヤコビー線ヤコビー線    左右の腸骨稜の最高点を結ぶ高さ、第４腰椎第４腰椎第４腰椎第４腰椎の棘突起の高さ 

縦 

正中線 体幹の前面(前正中線)と後面(後正中線)を通る線 

胸骨線 胸骨の側縁を通る線 

乳頭線 (鎖骨中線) 乳頭を通る垂直線、女性は鎖骨中線を用いる 

腋窩線 腋窩中央を通る線 

肩甲線 肩甲骨下角を通る線 

    

SAMPLE


