
頁 行 誤 正（追加/訂正/削除）

188 本文，左↑2行目 クモ膜の結合組織には栄養血管がないため無
血管であるといわれる（図9-18，図9-19）．

クモ膜の結合組織には栄養血管がないため無
血管であるといわれているが，より大きな血
管が通っている（図9- 18，図9-19）．

275 本文，右↓6行目 粘膜付属リンパ組織mucosa-associated
lymphoid tissue
（MALT）

粘膜関連リンパ組織mucosa-associated
lymphoid tissue
（MALT）

276 図14-1説明，右↓
1行目

粘膜付属リンパ組織 粘膜関連リンパ組織

294 図14-15，図中文
字，左一番下

輸出リンパ管 輸入リンパ管

305 本文，左↓11行目 さらに消化管全体にわたり，その内壁は結合
組織と血管から構成される生体の内部環境か
ら管内の内容物を隔てる重要な防御壁でもあ
る．

さらに消化管全体にわたり，その内壁は，結
合組織と血管で構成される生体の内部環境を
管内の内容物から隔てる重要な防御壁でもあ
る．

307 臨床応用（紫枠
内），↑2行目

豊富に分布しているためだと解剖学的に説明
できる．

豊富に分布しているためであると解剖学的に
説明できる．

310 本文，左↓2行目 味蕾は新しい味覚刺激を処理できるようにな
る．

味蕾は新しい味覚刺激に対応できるようにな
る．310 本文，左↑10行目 多数の小唾液腺が持続的な洗浄の役割を担

う．
多数の小唾液腺が持続的洗浄の役割を担う．

312 図15-7説明，左↑
7行目

の形で特殊化し象牙質（D）になる． の形で特殊化した象牙質（D）になる．

314 本文，左↓1行目 主な構造タンパク質である小さな 主な構造タンパク質である質量の小さな

315 図15-10説明，左
↑7行目

グリコサミノグリカンが豊富で細胞の数がよ
り少なく，分散して存在する

グリコサミノグリカンが豊富で，細胞の数が
より少なく分散して存在する

315 本文，右↑3行目 厚い基底板に似た外皮を介して 基底板に似た厚い外皮を介して

317 本文，右↑6行目 筋肉の撹拌作用で 筋層の撹拌作用で

318 図15-14説明，↓5
行目

粘膜筋層（MM） 粘膜筋板（MM）

319 図15-15説明，↓2
行目

2 つのヒダ（矢印）が横断され， 2 つのヒダが横断され，

327 図15-23説明，左
↑1行目

内層は粘膜下組織に輪状に取り巻き， 内層は粘膜下組織を輪状に取り巻き，

332 図15-29説明，↓3
行目

粘膜組織までのびる． 粘膜下組織までのびる．

332 本文，左↓1行目 粘膜下組織には， 粘膜下組織では，

332 本文，左↓4行目 （MALT）を形成する． （MALT）が形成される．

333 臨床応用（紫枠
内），左↑1行目

スクリーニングにはポリープの探索のために
行われる

スクリーニングのためにポリープの探索が行
われる

333 臨床応用（紫枠
内），右↓3行目

それを捉えるための それを捉えるために

337 本文，右↓11行目 ほとんど大半が円柱粘液細胞からなり， ほとんど大半が円柱状の粘液細胞からなり，

423 本文，左↑2行目 自己分泌（オートクリン）autocrine とは，
その細胞自身または同種の細胞に作用するシ
グナル分子を産生し分泌することをいう．

自己分泌（オートクリン）autocrineでは，
細胞が産生し分泌したシグナル分子はその細
胞自身または同種の細胞群に作用する．

427 本文，右↓8行目 とよばれるきわめて重要な経路である． とよばれ，きわめて重要な経路である．

428 本文，右↓7行目 プロラクチン（乳腺刺激ホルモン） プロラクチン

428 本文，右↓10行目 プロラクチン（乳腺刺激ホルモン）産生細胞 プロラクチン産生細胞

429 表20-1，「細胞」
の列，↓2行目

プロラクチン（乳腺刺激ホルモン）産生細胞 プロラクチン産生細胞

429 表20-1，「産生す
るホルモン」の
列，↓1行目

成長ホルモン（GH)． 成長ホルモン（ソマトトロピン，GH)．

429 表20-1，「産生す
るホルモン」の
列，↓3行目

プロラクチン（PRL)． プロラクチン（乳腺刺激ホルモン，PRL)．

429 表20-1，「産生す
るホルモン」の
列，↓5行目

卵胞刺激ホルモン（FSH）と黄体形成ホルモン
（LH，男性では…

2種の性腺刺激ホルモン（ゴナドトロピン），
すなわち卵胞刺激ホルモン（FSH）と黄体形成
ホルモン（LH，男性では…
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429 表20-1，「産生す
るホルモン」の
列，↑5行目

甲状腺刺激ホルモン（TSH)． 甲状腺刺激ホルモン（サイロトロピン，
TSH)．

429 表20-1「産生する
ホルモン」の列，
↑3行目

副腎皮質刺激ホルモン（ACTH)． 副腎皮質刺激ホルモン（コルチコトロピン，
ACTH)．

430 図20-8，図中文
字，左下から2ブ
ロック目

プロラクチン（乳腺刺激ホルモン，PRL)は乳
腺に作用し…

プロラクチン（PRL)は乳腺に作用し…

431 本文，右↑7行目 グレリン グレリンghrelin

432 表20-2，「ホルモ
ン」の列，↓3行
目

性腺刺激ホルモン放出ホルモン（GnRH) 性腺刺激ホルモン放出ホルモン（ゴナドトロ
ピン放出ホルモン，GnRH)

432 表20-2，「はたら
き」の列，↓2行
目

卵胞刺激ホルモン（FSH）と黄体形成モン
（LH）の両方の放出を刺激する

2種の性腺刺激ホルモン（ゴナドトロピン），
すなわち卵胞刺激ホルモン（FSH）と黄体形成
モン（LH）の両方の放出を刺激する

433 本文，右下から2
行目

急激な射乳が引き起こされる． 乳汁の急激な射出が引き起こされる．

434 本文，右↓14行目 髄質の中心部にある髄質静脈medullary vein
が形成され，これが合流して副腎静脈
suprarenal veinとなり…

髄質の中心部で髄質静脈medullary veinを形
成する．髄質静脈は合流して副腎静脈
suprarenal veinとなり…

458 本文，右↓3行目 精粗細胞と同様に， 精祖細胞と同様に，

466 本文，右↑7行目 らせん動脈が拡張して海綿体洞の血流が らせん動脈が拡張して海綿静脈洞の血流が

466 本文，右↑4行目 射精が始まると交感神経が刺激され，らせん
動脈と海綿体小柱が収縮して海綿体洞の血流
が減少する．海綿体洞の圧力が低下すると静
脈が開き，勃起組織から血液が排出される．

射精が始まると交感神経が刺激され，らせん
動脈と海綿体小柱が収縮して海綿静脈洞の血
流が減少する．海綿静脈洞の圧力が低下する
と静脈が開き，勃起組織から血液が排出され
る．467 キーポイント，左

↑10行目
セルトリ細胞間のタイトな連結は， セルトリ細胞間のタイト結合は，

467 キーポイント，右
↓5行目

ミトコンドリアのある中間部周囲および ミトコンドリアのある中間部および

470 本文，左↑1行目 卵胞閉鎖atresia 卵胞閉鎖follicular atresia

471 図22-2，（a），
図中文字

二次卵胞 胞状卵胞（二次卵胞）

471 図22-2，（a），
図中文字

胞状卵胞 成熟卵胞（グラーフ卵胞）

471 図22-2，（d) (d) 二次卵胞，あるいは胞状卵胞 (d) 胞状卵胞（二次卵胞）

471 図22-2，（d)，図
中文字

二次卵胞 胞状卵胞（二次卵胞）

471 図22-2，（e) (e) 成熟した排卵直前の卵胞，すなわちグ
ラーフ卵胞

(e) 排卵直前の成熟卵胞（グラーフ卵胞）

471 図22-2，図説明，
右↓2行目

二次卵胞 胞状卵胞（二次卵胞）

472 図22-3，図中文
字，左↓4ブロッ
ク目

有腔または胞状卵胞 胞状卵胞（二次卵胞）

474 本文，右↓16行目 こうなった卵胞は有腔卵胞vesicular（antral
follicle）とよばれる．

こうなった卵胞は胞状卵胞antral
follicle(vesicular follicle，二次卵胞
secondary follicle）とよばれる．

475 図22-7，図ネーム 有腔卵胞および排卵直前の卵胞 胞状卵胞および排卵直前の卵胞

475 図22-7，図説明，
左↓1行目

（a）有腔卵胞では， （a）胞状卵胞では，

475 本文，右↓2行目 大部分の卵胞は卵胞閉鎖atresia とよばれる 大部分の卵胞は卵胞閉鎖follicular atresia
とよばれる

475 本文，右↓5行目 ほぼ成熟しかかった卵胞 ほぼ成熟した卵胞

476 図22-8，図ネーム 有腔卵胞の壁 胞状卵胞の壁

476 本文，右↓7行目 それ以外の一次卵胞や有腔卵胞は卵胞閉鎖を
起こす．

それ以外の一次卵胞や胞状卵胞は卵胞閉鎖を
起こす．

476 臨床応用（紫の枠
内），↓1行目

後期一次卵胞や有腔卵胞は， 後期一次卵胞や胞状卵胞は，
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477 図22-10，図中文
字，左下から3ブ
ロック目

ほぼ20 個くらいまでの原始卵胞が，毎月，発
達して一次卵胞となる．そのうちのいくつか
が二次卵胞になる．二次卵胞にならなかった
一次卵胞は卵胞閉鎖となる．

ほぼ20 個くらいまでの原始卵胞が，毎月，発
達して一次卵胞となる．そのうちのいくつか
が胞状卵胞（二次卵胞）になる．胞状卵胞に
ならなかった一次卵胞は卵胞閉鎖となる．

477 図22-10，図中文
字，左下から2ブ
ロック目

通常は，二次卵胞の1 つだけが成熟して成熟
卵胞となる．

通常は，胞状卵胞（二次卵胞）の1 つだけが
成熟して成熟卵胞となる．

477 図22-10，図中文
字，右下から5ブ
ロック目

二次卵胞 胞状卵胞（二次卵胞）

477 図22-10，図中文
字，左下から2ブ
ロック目

有腔卵胞 成熟卵胞（グラーフ卵胞）

478 本文，左↓3行目 視床下部のゴナドトロピン放出ホルモン 視床下部の性腺刺激ホルモン放出ホルモン
（ゴナドトロピン放出ホルモン）

478 本文，左↑7行目 優位卵胞は高レベルのエストロゲンを分泌
し，

優位な胞状卵胞は高レベルのエストロゲンを
分泌し，

482 本文，左↓7行目 分泌性の小桿細胞secretary peg cell 分泌性の小桿細胞secretory peg cell

485 図22-17，「卵胞
周期」の図，図中
文字

二次卵胞 胞状卵胞

485 図22-17，「卵胞
周期」の図，図中
文字

有腔卵胞 成熟卵胞

486 本文，右↓17行目 増殖期proliferative phase は， 増殖期は，

486 本文，右↓20行目 このとき卵胞は有腔卵胞と このとき卵胞は胞状卵胞と

488 本文，左↑14行目 コラーゲナーゼ コラゲナーゼ

498 キーポイント，右
↑3行目

■　有腔卵胞になると大きさが増し， ■　胞状卵胞（二次卵胞）になると大きさが増
し，

499 キーポイント，左
↓3行目

■　有腔卵胞は成長を続け ■　胞状卵胞は成長を続け
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