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応用問題の答 

第 1章 

１．腎臓は壁側腹膜の後方に位置する。腎臓の後面を観察するには、内視鏡は体幹背側壁を貫通すればよ

く、腹腔にまで挿入しなくてよい。 

2．テーラーの腕は体幹の外側に位置し、手は肘よりも下でかつ遠位にあり、手掌は前を向き、母指は外側

にあり、橈骨は尺骨の外側にある。 

３．その宇宙人は 2本の尾、4本の腕、2本の脚をもち、臍があるべき位置に口があるのであろう。 

４．肺、横隔膜、胃、大腸、小腸、さらにたぶん膵臓の一部、卵巣または卵管、そして腎臓もみえるだろ

う。 

５．腹膜は体の中で最も広い面積をもつ漿膜で、腹腔内の大部分の臓器を覆っている。したがって、腹膜

の炎症は腹腔内のあらゆる臓器に波及するおそれがある。 

第 2章 

１．好中球の増加は、貪食作用の要求が増大していることを意味する。これは多くの場合、細菌感染によ

る。 

２．母性遺伝は、ミトコンドリアのような核外小器官に存在する DNA による。精子は核内 DNA の遺伝にの

み寄与する。ミトコンドリアは母親からしか遺伝しない。 

3．血球外の濃度が高くなるので、水分が赤血球の外に出て行き、その結果、赤血球はつぶれてしまう。 

４．ヒ素は細胞呼吸に関与するミトコンドリア酵素に対して有毒である。その結果、ミトコンドリアによ

る ATP の産生は停止するだろう。そして、筋細胞のような代謝率が高い細胞が、その影響を強く受けるだ

ろう。 

５．微小管の破壊によって細胞分裂が停止する。微小管はそれ以外に、細胞運動、輸送、線毛運動にも関

与しているので、これらのすべてが影響を受けるだろう。 

第３章 

1．この種の薬剤は、上皮細胞の線毛が粘液を動かすのを容易にする。粘液は微生物を捕らえ、肺や気道か

らこれらを排除する。粘性の低い粘液の方がせき込んだときにも排出されやすい。 

2．鶏の足には下記のような組織が含まれる：皮膚の上皮（表皮）、皮下組織にある疎性結合組織および脂

肪組織、骨格筋（いわゆる鶏肉）、血液、硝子軟骨、骨。 

3．ジャネルの腎臓はそれを保持する脂肪組織がなくなったために下垂しているかもしれない。関節や殿部

ではクッションの役目をする脂肪組織が欠乏し、眼も落ち込んでいるかもしれない。 

4．針が刺さった組織は角化重層扁平上皮であり、血管がないので出血はしない。 

5．細菌にとっては、表皮の角化した細胞の中あるいは細胞の間を通り抜け、かつその先にある食細胞と戦

う仕組みが必要であろう。また細菌は、種々の細胞が合成する酵素に遭遇してもこれに対抗して生き残ら

なければならない。 

第 4章 

１．一卵性双生児は、同じ受精卵、もしくは接合子から発生する。一卵性双生児は、基本的に同じ遺伝子

をもち、必ず同性である。ゆえに、この問題における双子は、二卵性双生児である。 
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２．全ての組織および器官は、胚子の 3 層からなる原始胚葉から形成される。最外層の外胚葉は、神経系

と皮膚の上皮へと分化する。この発生初期の関係から、皮膚と神経系の両方に徴候を示す異常が生じるこ

とがある。 

３．ジョゼフィーナは偽分娩である。真分娩であれば、子宮収縮は規則的で、陣痛は腰部に限局し、歩く

と増強する。真分娩の徴候は、血性粘液の「お印」と子宮頚管の拡張である。 

４．ある種の微生物は胎盤自体に感染するため、胚子もしくは胎児にも感染する（経胎盤感染）。最も危険

な時期は、細胞が分化する上で非常に重要な第１三半期である。 

５．妊娠すると、栄養の需要が増大し、それに適応するために、食欲が増進する。膀胱への圧力が増加す

るにつれて、排尿の回数も増える。子宮が大きくなるにつれて、腹腔内の臓器を押し上げる。胃やその内

容物も押されるので胸焼けになる。エレナが夜間に体を高くしなければならないのは、胸焼けを防ぎ、呼

吸を楽にするためである。 

第 5章 

１．慢性的に紫外線に曝露すると、エラスチンやコラーゲンに損傷を与えて、しわを増加させる。日光曝

露による皮膚の細胞の損傷により、皮膚癌が出現したと疑われる。 

２．皮膚の血管の拡張は、皮膚の血流を増加させる。これにより、より多くの体熱が皮膚の表面に届いて

放散する。このことから、表面的には暖かく感じるだろうが、体温は低下する。彼らはコートを着るべき

だ！ 

３．フェリシティの計画は賢明ではない。ビタミンＤの合成は日光に依存している。体温調節は身体を冷

やすための汗の蒸発でなされている。 

４．表皮は角化重層扁平上皮である。表層ではケラチノサイトは死滅していて、ケラチンという防護タン

パク質で満たされている。層板顆粒に由来する脂質や皮脂もまた、防水の機能を担う。 

５．湿度が高いほど蒸発が少なくなる。すなわち、ますます冷却しなくなる。このため、同じ気温でも湿

度が高いと、より暑く感じる。 

第６章 

１．リンダのダイエットでは、骨の健康に必要な必須ビタミン(A、 D)、ミネラル（カルシウムなど）、タ

ンパク質が不足している。彼女の運動不足は骨の強度を低下させてしまう。さらに、彼女の年齢や喫煙の

習慣によってエストロゲンが不足し、骨の脱ミネラル化が起こる。 

２．骨格がなければ、骨格筋は運動を引き起こすことができないであろう。また、内臓も支持や保護され

ず、ミネラルの貯蔵（カルシウムやリン）も不十分となり、赤色骨髄で造血が行われなくなるであろう。 

3．エデイスの叔母の年齢では、骨リモデリングに係わる様々なホルモン（エストロゲンや成長ホルモンな

ど）の産生が低下しているであろう。骨量や骨の強度が低下しており、おそらく、骨粗鬆症になっている

と考えられる。骨折しやすくなると、椎骨が損傷を受けて、身長が低くなる。 

４．運動は骨に力学的ストレスを及ぼす。しかし、宇宙空間には重力がないので、骨に重力がかからない。

力学的負荷がないと、骨に脱ミネラル化が起こり、骨が弱くなる。 

５．赤ちゃんには泉門という軟組織が存在するので、頭蓋骨は、泉門の閉鎖後と比べると動きやすい。赤

ちゃんは産道を通過する時（また、分娩時に鉗子を使うことがあるため）、頭蓋骨はさらに “円錐状“に
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なってしまうだろう。同じ様に、赤ちゃんを絶えず仰向けに寝かせていると、後頭骨は扁平になってしま

う。乳児の骨自体は、年齢とともに水分を失い硬くなった骨と比べて，非常に柔軟にできている。 

第７章 

１．泉門、すなわち頭蓋骨間にみられる「軟らかな場所」、は線維性結合組織の膜でふさがれた領域である。

泉門があるため新生児が産道を通過する際、産道の形に合わせて頭を変形したり、乳児では脳や頭蓋が急

速に成長することができる。 

２．下垂体は蝶形骨のトルコ鞍に収まっているから、脳の下についていることになる。従って、厳重に保

護され、どの方向からでも下垂体に到達するのは難しい。さらに、下垂体の近くを、重要な複数の神経（例

えば視神経）と血管が通っている。 

３．新生児では、前からみて凹弯が１つだけである。成人の脊柱では、頚部、胸部、腰部、仙骨部の４領

域に弯曲がある。 

４．後頭骨は、大脳の重要な領域だけでなく、大後頭孔のところで脊髄に続く脳幹も保護している。呼吸、

心臓の活動および血圧を調節する延髄の生命の維持中枢と脊髄とに、あるいはいずれか一方に傷害が加わ

ると致命的である。 

５．“ぼやけてみえる空洞”、すなわち副鼻腔をみるためにＸ線写真を撮った。ジョンはおそらく、副鼻腔

の感染による副鼻腔炎に罹っているのであろう。 

第８章 

１．片方の手には１４個の指節骨がある：母指に２個、残りの指にはそれぞれ３個ずつある。農夫のラム

ジーは左手にあった５個の指節骨を失ったのだから、左手に９個、右手に１４個の指節骨が残っており、

全部で２３個残っている。 

２．距骨には全体重がかかる。通常、体重の半分が踵骨に伝えられるが、バレエをしている時、体重の分

布が母趾側に移動する。そのため、障害が距腿関節（足首の関節）と母趾に現れる。ローズには外反母趾

あるいはバニオンが起っている。これは、きついバレエシューズを履いたために起ったものと思われる。

しかし、バレエをすることで足の筋が強化されて、扁平足が矯正された。 

３．骨の成長は力学的ストレスに反応して起る。それゆえ、三角筋粗面を引っ張るように働く三角筋の活

動は、すべて、三角筋粗面の発達を促すことになるであろう。このような三角筋の活動としては、例えば，

大型のカヤックを長時間、頻繁に漕いだり、荒波に逆らって漕いだりすることがあげられる。 

４．祖母のアメリアは多分、大腿骨頚を骨折している。高齢者にみられる頻度の高い骨折で、"broken hip"

（腰部の骨折）と呼ばれている。仙骨もまた腸骨と関節しており、祖父のエレミアはこの関節が骨関節症

になっていて、それが激しく痛むのであろう。しかし、椎間板ヘルニアや坐骨神経痛など、他の腰部の問

題でも同じような痛みが起る。 

５．デリックは膝蓋大腿ストレス症候群（ランナー膝）を患っている。傾斜したトラックを同じ方向に、

毎日走ると、低い方の膝に負荷がかかる。膝蓋骨は本来の位置よりも外にずれて滑るので、運動後に痛み

が起る。 

第 9章 

1．股関節は構造的に大腿骨頭 (ボール)と寛骨の寛骨臼（ソケット）からなる単関節であり、球関節であ
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る。膝は事実上 3 つの関節、すなわち膝蓋大腿関節、外側脛骨大腿関節、内側脛骨大腿関節からなる。こ

れらは滑り関節と蝶番関節の組合せからなっている。 

2．膝の屈曲、股関節の伸展、指の屈曲、母指の内転、肩の外転、肘の屈曲／伸展、頸部の過伸展、それ以

外の脊柱の伸展、下顎の下制。 

3．ラースはもうボディーサーフィンはできない。彼は肩を脱臼したのだ。肩関節を支持する腱（回旋筋腱

板）と靭帯が断裂して、上腕骨頭が関節窩から脱臼してしまった。 

4．もっとも考えられるのは、事故で半月の軟骨が断裂してしまったことである。軟骨の小片（おそらく骨

片も）が関節内にあるのかもしれない。さらに、脛骨（おそらく大腿骨）の関節軟骨も損傷している可能

性がある。膝の安定性に問題があるのは半月と膝の靭帯の損傷によるものであろう。 

5．チャックの状況についてはいろいろな可能性が考えられる。問題はすべて関係がないかもしれないし、

腰痛＊の原因は、完全に脊柱の問題かもしれない。逆の見方をすれば、長期にわたる足の問題によって傷

害のある足をかばうような歩き方をしたため、筋が少し異なった方向に足を引っ張り、その結果、脚が曲

がったのかもしれない。ついで、歩行が変化したため、骨盤に付着する筋が通常では作用しない点を強力

に牽引し、脊柱にたいして寛骨が少しずれるように引っ張り、それが仙腸関節の痛みの原因になっている

のであろう。 

*本文中にある「背中の痛み」は、正しくは腰痛。 

第 10 章 

１．ランナーの下肢の筋は遅筋をより高い比率で有しているだろう．すなわち，ミオグロビン，ミトコン

ドリア，血液が豊富である．ウエイトリフティングの選手の腕の筋は速筋を豊富に有するだろう．すなわ

ち，グリコーゲンが高濃度であり，遅筋に比してミオグロビン，血管が少ない．遅い筋線維は赤色にみえ，

速い筋線維は白色にみえる． 

２．ギプスで固定されたビルの下肢の筋は使われなかったため，筋原線維を失った結果細くなってしまっ

た．ビルの足は廃用性筋萎縮を起こしたのである． 

３．アセチルコリン（ACｈ）は神経筋接合部での空隙を架橋するために使われる神経伝達物質である．も

し，アセチルコリンの放出が抑制されるとニューロンは筋にシグナルを送ることができず，筋は収縮しな

いであろう． 

４．ある種の心筋細胞は自律動性であり，収縮は自動的にスタートする．ギャップ結合は心臓の細胞を結

合し，心筋線維ネットワーク上をインパルスが広がっていき，１つの単位として収縮する．心筋は長い不

応期を持つので、骨格筋と同様、強縮を起こす． 

５．最初に“伸張性”という用語（“収縮性ではない”）は筋線維の伸張性（伸び縮みすること）をいって

いるのであって、収縮タンパクの伸び縮みをいっているのではない。つまり、筋収縮や筋線維の伸張の過

程で、収縮タンパクがそれ自体の長さを変えることは決してなく、2 種類の収縮タンパクの相対位置が変

わるだけなのである． 

第 11 章 

１．唇を突き出すのは口輪筋、舌を引き込むのはオトガイ舌筋、吸飲する時働くのは頬筋である。 

２．大菱形筋が考えられる。 



トートラ解剖学 
 

5

３．咬筋、側頭筋、内側翼突筋、外側翼突筋。 

４．最も考えられるのは、回旋筋腱板の損傷である。回旋筋腱板を構成しているのは、肩甲下筋、棘上筋、

棘下筋、小円筋である。最もよくみられる損傷は、インピンジメント症候群で、棘上筋とその腱に起る。 

５．ワイマンにはヘルニアが起っているであろう。医師にみてもらった方がよい。なぜなら、突出してい

る腸管がヘルニア門で絞扼されると腸管に重篤な損傷が起る。 

第 12 章 

１．頭の後ろには大後頭隆起という後頭骨の高まりを触れることができる。第７頚椎の棘突起は頚基部の

正中線上に高まりをつくる。第 1 胸椎の棘突起は第 7 頚椎の棘突起の少し下で 2 番目の高まりをつくる。

これらの高まりは、通常“こぶ”のように触れることができる。 

２．Palpation（触察・触診）とは、手で触れることによる診察のことである。Palpitation（動悸）とは

心臓の拍動を患者自身が強く感じることである。 

３．心臓の形を前胸壁に投影すると、以下の 4 点によって表される。これらの 4 点を結ぶと心臓のおおよ

その位置と大きさ（おおよそ握りこぶし大）が理解できる。 

左下点：正中線の左約 9cm の左第５肋間である。心尖拍動（解剖学的な心尖ではない）を触れることがで

きる。 

右下点：正中線の右約 3cm で、右第６肋軟骨の下縁である。 

右上点：正中線の右約 3cm で、右第 3肋軟骨の上縁である。 

左上点：正中線の左約 3cm で、左第 2肋軟骨の下縁である。 

４．中殿筋が筋肉注射をするところであり、ランディが考えたような大殿筋ではない。筋肉注射をするた

めには、殿部を 4 分割し、その上外側四半部に注射する。ここでは坐骨神経や大きな血管を損傷する危険

性が少ないからである。殿部の脂肪が多いところは大殿筋の下縁よりもさらに下部であり、この場合は筋

肉もなく、坐骨神経を損傷する危険性が極めて高い。 

第 13 章 

１．血液ドーピングを運動能力向上させるために使う運動選手がいるが、ドーピングの常習は心臓を痛め

る。血液検査によって、赤血球数の増加、赤血球増加症であることがわかる。 

２．好塩基球が塗沫標本で塩基性色素により青黒色に染色される顆粒細胞である。好塩基球数の増加は花

粉症などのアレルギー反応の可能性を示す。 

３．腎不全になると、腎臓からのエリスロポエチンの分泌が少なくなり、そのため赤血球形成速度が遅く

なる。合成エリスロポエチンの投与により赤血球形成速度を上げることが可能である。 

４．鉄はヘモグロビンのヘムの部位に存在する重要な要素である。鉄の量が少なくなると、ヘモグロビン

産生が低下する。ヘモグロビンの量の減少は血液の酸素運搬能を減少させ、ヘモグロビン量の低い人は貧

血の症状を示すことになる。鉄を食事に加えることは、ヘモグロビン産生に必要な素材の１つを増加させ

ることになる。 

５．ラオールの主治医は術前自己血輸血法を勧めている。もし、手術中に輸血が必要になったとき、自分

の血液を用いた方がより安全である。血液型の適合に関わる問題や、血液で媒介される病気を排除するこ

とができる。 
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第 14 章 

１．房室弁の弁尖はパラシュートの傘が空気をとらえるように血液を捕捉する。パラシュートの傘がひも

で結びつけられているように、弁尖は腱索により心室の乳頭筋に係留されており、逆さに開いてしまうこ

とはない。 

２．前室間枝（左前下行枝）は前室間溝に位置していて左右の心室前部に血液を送っている。回旋枝は冠

状溝にあり左心室と左心房に血液を供給している。 

＊本文中の「前心室中隔枝」は、正しくは「前室間枝」。 

３．心臓は心膜に包まれている。線維性心膜が心臓を横隔膜、胸骨および大血管に係留している。心筋線

維の介在板にはデスモソームがあり、心筋線維を結びつけている。 

４．溶連菌に対して免疫反応を起す人がおり、このためリウマチ熱が引き起されることがある。リウマチ

熱は心臓の弁、とりわけ僧帽弁を障害する可能性がある。もしも感染が溶連菌による場合には、心臓が障

害される可能性を低減するために、抗生剤治療を確実に始められるように、のどの痛みの原因を特定する

ことが重要である。 

５．大動脈弁狭窄は大動脈弁が狭くなり、硬化したりすることであり、弁の開閉を困難にする。そのため、

正常な心臓と同量の血液を拍出できるように弁を十分に開くためには心臓はより強く拍動しなければなら

ない。もし心臓が十分に強く拍動できないと、心室収縮期の後に左心室内に正常の場合より多量の血液が

残り、そこから循環が滞る。 

第 15 章 

１．卵円孔と動脈管は閉鎖し肺循環と体循環の分離が確立する。臍動･静脈は胎盤が機能しなくなるので閉

鎖する。静脈管は閉鎖して肝臓を迂回する血流はなくなる。 

２．静脈洞は中膜の平滑筋を欠く静脈である。頭蓋内の硬膜静脈洞のように静脈洞の中膜と外膜は密性結

合組織が構成する。 

３．怒張性静脈は静脈弁の不全により起る。静脈弁が弱いと静脈内に血液の貯留が起る。弁は静脈にのみ

存在し、動脈内にはない。 

４．カテーテルは大腿動脈から蛇行しながら外腸骨動脈、総腸骨動脈、腹大動脈、大動脈弓を通り左心室

に到達する。 

５．ジーナの担当医は彼女の血圧が非常に高いというか、あるいは高血圧前期であるというであろう。喫

煙と肥満のどちらも高血圧の危険因子であることが知られているので、担当医はジーナに禁煙し少し減量

に取り組むよう勧める必要がある。担当医は、また、今回の血圧値が異常な値ではないかどうかを確かめ

るために定期的に血圧を測定するようにいうであろう。もし、ジーナの血圧が高いままであり、減量も禁

煙もはかどらないようであれば、血圧を抑えるための治療が必要となる。 

第 16 章 

１．感染の伝播の経路は、毛細リンパ管からリンパ管、膝窩リンパ節、浅鼠径リンパ節、右腰リンパ本幹、

乳糜（び）槽、胸管、左内頸静脈と左鎖骨下静脈の吻合部と続く。 

２．１対の口蓋扁桃が口腔の後外側部に存在する。１対の舌扁桃は舌の基部にある。不対の咽頭扁桃は鼻

咽頭の背側部に存在する。扁桃は吸引や摂食により体外から侵入する異物に対する免疫応答に働いている。 
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３．脾臓は重要な二次リンパ器官である。脾臓を摘出することで彼女の症状を引き起している免疫反応が

緩和されることを主治医は期待している。しかし、免疫反応が低下しているので、歯科治療のような侵襲

的な処置を受ける前には抗生剤を服用することが重篤な感染症の危険性を減らすことになる。 

４．ナンはナスに対するアナフィラキシー反応の一つとして呼吸困難が起きることを知っていた。肥満細

胞からのヒスタミンの放出が気道の狭窄を引き起し、呼吸空気量を低下させる。重症の場合には気道の狭

窄により十分量の酸素を取り込めないことが起る。そのような場合にはアドレナリンの投与が必要であり、

この投与により気道は拡張する。 

第 17 章 

１．フレーズの繰り返しは、シグナルが何度も繰り返される反響回路に似ている。反響回路は、呼吸、記

憶、覚醒、筋の協調運動に関与する。 

２．シナプスでは、シナプス前部の軸索が刺激されると神経伝達物質と呼ばれる化学物質が、軸索終末よ

り放出される。神経伝達物質はシナプス間隙を横断しシナプス後ニューロンに結合する。これがいわゆる

‘情報‘の伝達である。 

３．灰白質はミエリンがないので灰色にみえる。灰白質は、細胞体、樹状突起、無髄の軸索からなる。白

質はミエリンが存在するために白い。 

４．体性求心性の末梢神経は音や匂いを感じ取る。体性遠心性の末梢神経は体を伸ばしたり、あくびをし

たりするための情報を骨格筋に送る。胃が鳴ったり、唾液が出たりすることは、自律性で遠心性の末梢神

経で制御される。腸管の遠心性の末梢神経は消化管を制御する。 

５．この薬剤は血液脳関門を通過できないため障害された神経組織に到達しない。 

第 18 章 

１．この高校生は脊髄の頚髄領域に損傷を受けたものと思われる。回復は望めない。 

２．脊髄は身体の各部位と脊髄神経でつながっている。脊髄神経は椎間孔を通って脊柱 

管に出入りしている。椎間孔のスペースは椎間円板によって十分に保たれている。脊髄硬膜は、椎間孔の

ところで脊髄神経の周囲を囲む神経上膜に移行しており、脊髄神経の経路の妨げとはならない。脊髄神経

は脊柱管の中で前根と後根を介して脊髄につながっている。 

３．脊髄は歯状靱帯と終糸によってしかるべき位置につなぎ留められている。 

４．脊髄本体の下端は第２腰椎の上端付近に位置しており、尾骨領域には存在していない。 

第２腰椎は尾骨から十分上方に離れており、脊髄本体は影響を受けなかった。 

５．しりもちをついたことにより、脊柱に一過性に過度の荷重がかかり、椎間円板の脱出（椎間板ヘルニ

ア）あるいは腰椎の圧迫骨折が起ったと考えられる。その結果、脊髄神経の根が影響を受けたものと考え

られる。この場合、坐骨神経に加わる脊髄神経のいずれかがが傷害を受けたものと思われる。 

第 19 章 

１．右上肢の運動は左大脳半球の中心前回にある一次運動野によって制御される。会話は、左前頭葉の外

側溝のすぐ上部にあるブローカ野によって制御される。 

２．ウォルフガングはまだ酔っているように思えるが、非常に危険な硬膜下出血を起している可能性もあ

る。 
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３．扁桃体は恐怖、怒り、攻撃の中枢である。恐怖が消失したり、攻撃しなくなったりすることは、有益

であるかもしれない。しかし、恐怖が危険を冒すことを抑制したり、攻撃が適切な反応である場合に、致

死的ではないけれども危険である。 

４．灰白質は大脳の外表面に存在する。大脳は知性、思考、数学的能力、創造性などに働くので、灰白質

が薄いといわれた時、アリシアは侮辱されていたのである。 

５．歯科医は麻酔薬を下顎神経の枝である下歯槽神経に注射したので、下の歯と唇が麻痺した。舌は舌神

経をブロックすることで麻痺させることができる。上の歯と唇は上顎神経の枝である上歯槽神経に注射す

れば麻痺させることができる。 

５．左鎖骨下リンパ本幹には左上肢のリンパが流入する。リンパ管の閉塞は左上肢にリンパと組織液の貯

留を引き起し、浮腫が起るため左上肢は腫れる。 

第 20 章 

1．興奮して、しかも場合によっては危険な行動は交感神経系を活性化し、“闘争か逃走”反応を引き起す。

この交感神経系は副腎髄質からのアドレナリン（エピネフリン）とノルアドレナリン（ノルエピネフリン）

の分泌を刺激し、これらのホルモンは“闘争か逃走”反応を引き延ばす。 

2．自律神経感覚ニューロンは（満腹による）胃の伸展を感受し、そのインパルスを脳に送る。視床下部に

おいてこのインパルスは副交感神経系に連絡し、その情報は迷走神経を通って心臓に送られ、心拍数の減

少、心筋の収縮力の低下を引き起す。[訳注：この一連の神経連絡がリラックスを生み出すことと、さらに

脳における満腹中枢を刺激し、満腹感を高め、このことが大脳辺縁系を介して幸福感を引き起すと考えら

れる] 

3．マンドには常に“闘争か逃走”反応を刺激するような緊張が持続していたと思われる。すなわち、常に

心拍数が上昇し、血糖値が常に高く、副腎髄質が常に刺激されている状態であったといえる。このような

慢性的な生理的状態の変化は、神経系だけでなく他の系にも影響を及ぼす（例えば、内分泌系の項も参考

にされたい）。 

4．自律神経系は消化器系をはじめ、他の、例えば心臓、肺、眼などのいろいろな器官を制御する。多くの

器官は交感神経系と副交感神経系のいずれにも制御され、それぞれ拮抗する制御を受ける。交感神経系は

広く全身にわたる効果を示し、副交感神経系では局所における効果を示す。腸管壁内在神経は、消化管内

においてのみ制御を示し、自律神経系とは関係なく機能すると考えられている。 

5．視床下部は様々な行動や生理作用を制御する部位であり、自律神経系の制御もこの部位によって行われ

る。従って、物理的には脳の限られた小さな領域ではあるが、その影響は広きにわたり、重要な部位とい

わざるを得ない。 

第 21 章 

1．手の温覚受容器は初めはカップの暖かさに刺激されたが、カップをもっているうちに順応が起ったため

温度は感じなくなった。ところが高温のホットココアを飲みこんだ時、口やノドの温度覚受容器や痛覚受

容器が刺激され、ヤケドしたことに気づいた。 

2．筋紡錘は骨格筋の長さの変化を検出し、身体の位置を示す固有感覚情報として脳へと送る。筋紡錘から

の入力情報が失われたジェニーは、目で確認しないと身体各部の位置がわからない。回復しなければ、最
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初から別の方法で、手足や表情などを動かす訓練しなければならなくなる。 

3.大脳基底核、運動前野、一次運動野、小脳など、脳の多くの領域が骨格筋の活動の調節に関わっている。

さらに、脊髄や脳の感覚路は「情報」を脳に供給するために、運動路は「指令」を骨格筋に伝えるために

必須である。 

4.乳幼児では、中枢神経系における髄鞘形成は未完成である。とくに、骨格筋の精巧な随意運動に働く皮

質脊髄路では、２歳頃までは完全な髄鞘形成はみられない。このため幼児では運動調節が不完全であり、

ナイフやフォークを安全に使いこなすことはできない。 

5.ジョンが切断された足の感覚を意識する現象は幻肢とよばれる。残された感覚ニューロン近位部からの

インパルスが、脳では切断された足からのインパルスとして知覚されるためである。 

第 22 章 

１．腫瘍による圧迫が側頭葉の嗅覚野を刺激して、スエスティアに実際には存在しない臭いの感覚（幻臭）

を引き起したと考えられる。 

２．嗅上皮下の結合組織には嗅腺（ボーマン腺）がある。嗅腺は漿液を産生し、この漿液は導管を介して

嗅上皮表面に分泌される。この分泌液は嗅上皮表面を潤し、臭い物質を溶かす溶媒となる。ところで、嗅

上皮の支持細胞と嗅腺はともに顔面神経（Ⅶ）の分枝による支配を受けており、この分枝はある種の化学

物質で刺激される。この神経の枝に発生したインパルスは次に涙腺や鼻粘膜の粘液腺を刺激する。その結

果、涙や鼻水が出てくる。これが、タマネギのガスの様な刺激物を吸い込んだ際にみられる反応である。 

３．棒は眼球血管膜の一部である虹彩を傷つけたのである。虹彩は瞳孔の径を調節するが、光を網膜に結

像させることには直接は関与しない。もし角膜や毛様体筋に後まで残るような傷がついた場合には、調節

機能（結像）にも影響が出る。 

４．球形嚢、卵形嚢、膜半規管の内リンパは、大海原を航海する船の上下動に反応して動く。その結果、

前庭器官が刺激を受け、インパルスを延髄、橋、小脳へと送る。眼も体の平衡を保つため、小脳へフィー

ドバック情報を送る。眼、耳からの過剰刺激と同時に入る相反する情報（眼は船を静止しているとし、耳

は動いているというような矛盾する情報）が船酔いなどの動揺病を引き起す。 

５．虹彩と脈絡膜の色素は通常の眼球に入射する光を吸収するのには十分である。写真のフラッシュは虹

彩が強い光に反応して収縮する以前に写真を撮り終えてしまう。このような場合の写真は、脈絡膜で反射

され、瞳孔を通って出てきた光（もし虹彩の色素量が少ない場合には虹彩を通って出てきた光も）が撮影

されることになる。その結果、眼は眼球血管膜からの反射のために赤っぽくみえる。先天的にメラニン色

素を欠く人では眼球にも色素を欠くので、「赤目」効果はより顕著に観察される。 

第 23 章 

１．常夏の島において、夕刻に睡眠導入のためにメラトニンは摂取される。もっとも早く島時間への適応

のためには、朝に非常に明るい光を浴びることが体内時計をリセットしてくれて有効である。できれば、

強い太陽光線を浴びた方がより効果的である。MSH は日焼け目的には有効であろうが、体内時計のリセッ

トには役立たない。 

2．アマデューは、甲状腺が大きくなる甲状腺肥大になっている。この場合、彼女のこれまでの食事に含ま

れるヨードの不足が原因で、正常量の甲状腺ホルモンが産生されず、その結果、甲状腺が肥大した。これ
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は、甲状腺ホルモンの濃度が低かったために、甲状腺ホルモンをもっと産生させようと、TSH 濃度が高ま

り甲状腺が刺激されて起ったものである。ヨードがなければ，これは起らない。食物にヨードを添加すれ

ば、必要な原料（ヨード）が供給されることになり、甲状腺が刺激されて肥大するようなことはない。 

3．長期間にわたって GH の投与を続けることによって、慢性的に血糖値は上昇する。このことによって、

膵臓は血糖値を下げるために、インスリンを産生するよう、より働きを高め、それが膵臓に悪影響を及ぼ

すことになる。 

4．下垂体は蝶形骨の底部をなす下垂体窩に位置する。蝶形骨は篩骨の後方にあり、篩骨は鼻腔の側壁や上

壁の大部分を形成している。このように下垂体は鼻腔に近接しているため、鼻腔内への放射線照射によっ

て下垂体が影響を受けた可能性がある。 

5．インスリンを含め、全てのホルモンは、それが機能するためには、十分な量の受容体が必要である。こ

の患者の場合の問題点は、機能的な受容体が欠落していることにあり、インスリン量の問題ではない。 

第 24 章 

１．鼻中隔部は、粘膜で覆われた硝子軟骨からなる。鼻の側壁部は皮膚と粘膜で覆われた筋からなる。耳

介上部は皮膚で覆われた弾性軟骨からなる。 

２．高所における低酸素濃度によって、スーザンの血液中や脳脊髄液中の酸素濃度も低下している。中枢

と末梢の化学受容器が血中のガス濃度と割合を感知し、延髄リズム中枢へ呼吸を速くするようにシグナル

を出している。 

３．木の枝が胸腔、おそらくは臓側胸膜から肺にまで貫通している。胸膜腔に空気が入ったため（気胸）、

肺の虚脱が起っている（無気肺）。肺は 2つの独立した胸腔に囲まれているため、片側の肺だけが虚脱して

いる。 

４．喫煙による呼吸効率の低下をきたす原因にはいくつかのものをあげることができる。（１）ニコチンは

終末細気管支を収縮させるので、肺に出入りする空気の流量が低下する。（２）煙の中に含まれる一酸化炭

素は、ヘモグロビンに結合し、酸素運搬能を低下させる。（３）煙の中に含まれる刺激物が気管支樹の粘膜

からの粘液分泌を促進するとともに、粘膜層が肥厚する。この両者ともに肺に出入りする空気の量を低下

させる。（４）煙の中に含まれる刺激物は、呼吸器系の内面にみられる線毛の運動を阻害したり線毛を破壊

したりする。このため、過剰な粘液や異物の除去が困難になり、呼吸に困難をきたすようになる。（５）喫

煙を続けると、肺の弾性線維が破壊され、これは肺気腫の一番の原因となる。これらの変化は、細い細気

管支の虚脱をきたし、呼息時にも肺胞に空気が残存するようになる。この結果、ガス交換の効率が低下す

る。 

５．ラトーニャの大脳皮質は、短時間なら意識的に息をとめることを可能にする。しかしながら、ラトー

ニャが姉を困らせようとしても、二酸化炭素と H＋のレベルが上昇すると呼吸野が刺激されて通常の呼吸

が再開されてしまう。 

第 25 章 

1．唾液には唾液アミラーゼが含まれているので、ポテトに含まれるデンプンを分解して（オリゴ）糖を生

じ、甘く感じる。さらに、舌リパーゼがフライの油を分解して脂肪酸とモノグリセリドを生じ、前者によ

り酸味を感じる。 
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2．医師は、大腸の粘膜を観察することにより、内表面が平滑かどうか（ポリープがないかどうか）、単層

円柱上皮や結腸膨起の状態は正常か否かなどを確認している。 

3．小腸には、内表面積を増大させるための様々な工夫が認められる。例えば、極めて長いこと、輪状ヒダ、

絨毛、微絨毛（刷子縁）が存在すること、などである。輪状ヒダはまた、微粥を螺旋状に動かすことによ

り吸収効率を高める。 

4．嚥下の際、通常は軟口蓋と口蓋垂が鼻咽頭をふさぐ。呼吸、嚥下、笑いなどを引き起す神経シグナルが

混信すると、口蓋の位置に異常が生じて、食べ物が鼻腔に入るのを阻止できなくなる。 

5．ビリーが聞いたのは、腸に生じる正常な音で、蠕動運動、膨起撹拌、総蠕動による腸内容物の移動で生

じた音である。さらに、腸内細菌が未消化物を分解する際生じたガスが、泡となって腸内を移動する音も

加わる。 

第 26 章 

１．糸球体は血液を濾過して水、グルコース、イオンやその他の物質からなる濾過液を生成し続ける。通

常は尿細管でろ過物の９９％が再吸収されるが、毒素はこの部分に作用する。この毒素を摂取した人は、

水、イオン、グルコース、必須ビタミン、栄養分を失い急速に脱水状態におちいり、死にいたる可能性が

大きい。 

２．連鎖球菌の感染は免疫反応を誘発し、その結果、糸球体腎炎を起して糸球体毛細血管やネフロンの尿

細管が破壊されることがある。初期に抗生物質を投与することによりこのようなことが起るのを防ぐこと

ができる。 

３．女性では、尿道の長さは約 4cm である。男性では、尿道は、陰茎、尿生殖隔膜、前立腺の内部を通過

する部分もいれて約 15～20cm ある。女性の膀胱は男性の膀胱に比べて尿の容量は小さい。これは女性には

子宮があるためである。 

４．尿標本には、泌尿器系の粘膜表面から剥離した多数の上皮細胞が含まれている。 

５．次のような可能性がある。クレイグの血圧が常時高い、あるいは時に非常に高いと、濾過膜を通常は

通過しないタンパク質が通過してしまう。常時血圧が高いとすると、状況は深刻で、血圧を下げるための

治療が必要になってくる。 

第 27 章 

1．このケースでは、膣から子宮、卵管を介して波及したと考えられる。卵管は（卵管采の部分で）骨盤腔

に開口しているからである。 

2．Y 染色体上に SRY 遺伝子が存在するか否かで、出生前に泌尿生殖器の構造が決定される。SRY 遺伝子の

存在と胎児の精巣からのテストステロンの分泌は男性化に導く。SRY 遺伝子の欠落は、女性へと導く。構

造は外科的に、あるいはホルモン療法で変えることができたとしても、女性では精子産生のために必要な

器官や受容体が欠落し、男性では卵子産生のため必要な器官や受容体が欠落する。染色体の構造まで変え

ることはできないのである。 

3.子宮摘出によって閉経期が生じるわけではない。子宮摘出術は子宮を摘除することであって、子宮はホ

ルモン分泌を行わない。卵巣が残っているので、エストロゲンやプロゲステロンの分泌は持続する。 

4．精巣動脈と精巣から排出する静脈は鼡径輪を通過する。もし、鼡径管を外科的に閉じてこれらの血液供
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給を絶つと、精巣は栄養補給や老廃物の除去ができなくなり、そのまま存在できなくなる。 

5．精管結紮術では単に精管を結紮し、精巣との連絡を遮断するだけである。男性の二次性徴や性欲はテス

トステロンなどの男性ホルモンによって維持される。精巣からのこれらのホルモンの分泌は精管結紮術に

よって障害されない。従って性的能力に影響を及ぼすことはない。 

 


