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解剖学総論36

神経・血管の走行

心臓血管系

　体の多くの部分では，太い動脈，中程度の太さの動脈が体表近くを
走っているため，動脈をより硬い下層構造に押しつけることでその脈
拍（Pulse）を感じることができる．心臓から最も遠い脈拍で触知可能
なのは，足の足背動脈の脈拍である．脈拍の検査により，例えば心拍
数，上肢と下肢の循環の違いだけでなく，全身のさまざまな部分の血

流の状態を知ることができる．
　末端動脈の病理的閉塞（例：動脈硬化が起こった結果）は，その動脈
によって供給される組織の破壊につながる（例：冠動脈の閉塞は，心
臓発作または心筋梗塞につながる）．

臨床的事項

脈拍触知部位（足背：足背動脈）足背動脈
Dorsalis pedis artery：Dorsal artery of foot

脈拍触知部位（下腿：後脛骨動脈）

腓骨動脈
Fibular artery：Peroneal artery

前脛骨動脈
Anterior tibial artery

後脛骨動脈
Posterior tibial artery

脈拍触知部位（膝窩：膝窩動脈）

膝窩動脈
Popliteal artery

大腿深動脈
Deep artery of thigh

脈拍触知部位（鼡径部：大腿動脈）大腿動脈
Femoral artery

脈拍触知部位（前腕：尺骨動脈）

内腸骨動脈
Internal iliac artery

脈拍触知部位（前腕：橈骨動脈）

外腸骨動脈
External iliac artery

橈骨動脈
Radial artery

総腸骨動脈
Common iliac artery

下腸間膜動脈
Inferior mesenteric artery

総骨間動脈
Common interosseous artery

大動脈分岐部
Aortic bifurcation

尺骨動脈
Ulnar artery

精巣動脈（男性），卵巣動脈（女性）
Testicular artery（male），Ovarian artery（female）

脈拍触知部位（肘窩：上腕動脈）

下行大動脈：大動脈下行部，腹大動脈：大動脈腹部
Descending aorta，Abdominal aorta

上腕深動脈
Profunda brachii artery：Deep artery of arm

腎動脈
Renal artery

脈拍触知部位（上腕：上腕動脈）

上腸間膜動脈
Superior mesenteric artery

上腕動脈
Brachial artery

腹腔動脈
Coeliac trunk

下行大動脈：大動脈下行部，胸大動脈：大動脈胸部
Descending aorta，Thoracic aorta

腋窩動脈
Axillary artery

心臓
Heart

上行大動脈：大動脈上行部
Ascending aorta

腕頭動脈
Brachiocepharic trunk

大動脈弓
Arch of aorta：Aortic arch

鎖骨下動脈
Subclavian artery

脈拍触知部位（頸部：総頸動脈）

外頸動脈
External carotid artery

総頸動脈
Common carotid artery

内頸動脈
Internal carotid artery

脈拍触知部位（顔面：顔面動脈）
脈拍触知部位（側頭部：側頭動脈）

図 1.36　体液の循環における
動脈の概要．
　動脈の機能は，血液を心臓
から体の末梢および肺に運ぶ
ことである．太い動脈のうち，
その構造から弾性動脈（例：大
動脈や心臓関連の動脈）と筋性
動脈（ほとんどの動脈，例えば，
上腕動脈，大腿動脈）が区別さ
れる．血液はより小さな動脈
を介して毛細血管網に入ると，
血液と組織の間で代謝的交換
が起こる．
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心血管系

体循環（大循環）

下肢へ

リンパ管
リンパ節

骨盤の血管

腎臓の血管

小腸のリンパ系（乳糜管）

胃，小腸，膵臓，脾臓の血管

〔肝〕門脈

肝臓

肝静脈
胸管

大動脈
大静脈

肺動脈幹：肺動脈

頭，上肢へ

リンパ幹が静脈角に流れ込む

肺循環（小循環）

図 1.37　全身および肺循環． ［S010-2-16］，［L238］
　血管と心臓からなる心血管系は動脈血および静脈血の連続的な輸送に関
与している．体循環と肺循環により血液循環が構成されており，血液は閉
鎖系として連続してつながっているこの体循環と肺循環を通過する必要が
ある．血液を送り出すポンプは心臓であり，体循環と肺循環の間にある．
左心系は，酸素化された血液を大動脈から体循環の動脈系に送り込む．血
液は，動脈の枝（動脈，細動脈）を介して，最終的に毛細血管床に到達し，

そこで代謝的交換が行われる．その後，酸素の少ない血液は，体循環の静
脈系（細静脈，静脈）を通って右心系に到達する．ここから，血液は肺循環
系に送り込まれ，肺毛細血管で酸素が再供給され，左心系に戻り，次の循
環サイクルが開始される．血液が流れる血管の内径によって，血管は大血
管（動脈，静脈）および微小血管（血管径＜ 100 m，細動脈，毛細血管，細
静脈）に分類される．
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局所解剖，背部体壁

後頸部の深部の神経

大後頭神経
Greater occipital nerve

頭半棘筋
Semispinalis capitis muscle

上頭斜筋
Obliquus capitis superior muscle

大後頭直筋
Rectus capitis posterior major muscle

椎骨動脈，環椎部
Vertebral artery，Atlantic part

後頭下神経
Suboccipital nerve

下頭斜筋
Obliquus capitis inferior

背枝（C2）
Dorsal branch（C2）

後枝の外側枝（C2）
Lateral branch of dorsal ramus（C2）

前枝（C2）
Anterior Ramus（C2）

頸神経叢
Cervical plexus

第三後頭神経
Third occipital nerve

第三後頭神経
Third occipital nerve

小後頭直筋
Rectus capitis posterior minor muscle

側頭骨，乳様突起
Temporal bone，Mastoid process

後頭下神経
Suboccipital nerve

環椎［C1］：第一頸椎，後弓
Posterior arch of atlas

下頭斜筋
Obliquus capitis inferior muscle

椎骨動脈，横突部：頸部
Vertebral artery，Cervical part

大後頭直筋
Rectus capitis posterior major muscle

背枝（C2）
Dorsal branch（C2）

前枝（C2：頸神経叢へ向かう）
Ventral ramus（C2：to the cervical plexus）

頸棘間筋
Interspinales cervicis muscles

大後頭孔：大孔
Foramen magnum

上矢状静脈洞
Superior sagittal sinus

後頭下神経
Suboccipital nerve

横静脈洞
Transverse sinus

環椎（C1）の横突起
Transverse process of atlas（C1）

後小脳延髄槽：小脳延髄槽：大槽
Posterior cerebellomedullary cistern：

Cisterna magna：Great cistern 椎骨動脈
Vertebral arteryくも膜（小脳）

Arachnoid mater，Cerebellum

大後頭神経
Greater occipital nerve

前枝（C2：頸神経叢へ向かう）
Ventral ramus（C2：To the cervical plexus）脊髄くも膜

Spinal arachnoid mater

脊髄硬膜
Spinal dura mater 第三後頭神経

Third occipital nerve

脊髄くも膜
Spinal arachnoid mater

背枝（C2）
Dorsal branch（C2）

前枝（C2）
Ventral rami 脊髄神経，後枝

Spinal nerve，Posterior ramus

中斜角筋
Scalenus medius muscle：

Middle scalene muscle

歯状靱帯
Denticulate ligament

頸椎［C5］，横突起
Cervical vertebrae［C5］，Transverse process

脊髄神経，前枝
Spinal nerve，Anterior branch

第 7頸神経，後根線維
Seventh cervical nerves：C7 spinal nerve：

［C7］，posterior root fiber

脊髄神経，知覚神経節（後根神経節）
Spinal nerve，Sensory ganglion
（Dorsal root ganglion）

脊髄
Spinal cord

椎骨動脈
Vertebral artery

図 2.118　後頸部の神経（背側面図）．
　後頭部では，C2の後枝が大後頭神経（Greater occipital nerve）として続く．
C3の後枝は第三後頭神経（Third occipital nerve）として項靱帯の領域を頭

側へ進む．椎骨動脈が位置する後頭下三角の深さから，C1の後枝が出て
後頭下神経（Suboccipital nerve）として後頭下筋群を支配する．

図 2.119　後頸部の深部の血管と神経，および脊柱管の内容物（背側面図）．
　脊柱管を背側から開き，後頭骨を除去した．これにより，硬膜が露出し，
上矢状静脈洞と横静脈洞が開いている．

　頸椎の横突孔を通り，椎骨動脈（Vertebral artery）が上行しているのが各
頸椎の間にみえる．
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馬尾と腰椎穿刺

　診断のために脳脊髄液を採取したり，くも膜下腔に薬物を投与する
目的で，脊椎穿刺（Spinal puncture）が行われる．穿刺は，脊髄が損
傷しないように，第二腰椎［L2］より下，通常は L3 /L4または L4 /L5
の棘突起の間で行われる．馬尾はこのレベルにあり，くも膜下腔もこ

の位置で最も広がっている．挿入した針は，くも膜下腔に到達するま
でに，棘上靱帯，棘間靱帯，硬膜外腔，硬膜，くも膜の順に通ってい
く（図 2.121）．

臨床的事項

脊髄神経
Spinal nerve

脊髄神経節：感覚性脊髄神経節
Spinal ganglion：Dorsal root ganglion

前枝
Anterior branch

後枝
Posterior ramus

背側枝（腰動静脈もみえる）
Dorsal branches（Lumbar arteriy and vein）

前根，後根
anterior root，posterior root

後脊髄静脈
Posterior spinal vein

脊髄硬膜
Spinal dura mater

後内椎骨静脈叢
Posterior internal vertebral venous plexus

腰方形筋
Quadratus lumborum muscle

黄色靱帯
Ligamentum flavum

腰椎［L2］，肋骨突起
Lumbar vertebrae［L2］，Costal process

腸腰靱帯
Iliolumbar ligament

腰内側横突間筋
Medial intertransversalis lumborum muscle

腰外側横突間筋
Lateral intertransversalis lumborum muscle

横突間靱帯
Intertransverse ligament

脊髄軟膜
Spinal pia mater

脊髄くも膜
Spinal arachnoid mater

上関節突起
Superior articular process

仙骨：仙椎，上関節突起
Sacrum，Superior articular process

仙骨：仙椎，外側部
Sacrum，Lateral part

クモ膜下腔
Subarachnoid space：Leptomeningeal space

馬尾
Cauda equina

前枝
Anterior branch

前根
Anterior root

後根
Posterior root

脊髄硬膜
Spinal dura mater

脊髄くも膜
Spinal arachnoid mater

硬膜上腔，前内椎骨静脈叢
Epidural space，Anterior internal

vertebral venous plexus

（硬膜下腔）
（Subdural space） 脊髄軟膜

Spinal pia mater

硬膜上腔
Epidural space

馬尾
Cauda equina

脊髄くも膜
Spinal arachnoid mater

脊髄硬膜
Spinal dura mater

黄色靱帯
Ligamentum flavum

椎弓板（L4）
lamina

腰椎［L3］，棘突起
lumbar vertebrae［L3］，

Spinous process

棘間靱帯
Interspinous ligament

後内椎骨静脈叢
Posterior internal vertebral

 venous plexus

図 2.121　腰椎穿刺，針の経路．

図 2.120　腰椎のレベルで脊柱管を開き血管と神経をみる（背側面図）．
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後頸部の深部の神経

大後頭神経
Greater occipital nerve

頭半棘筋
Semispinalis capitis muscle

上頭斜筋
Obliquus capitis superior muscle

大後頭直筋
Rectus capitis posterior major muscle

椎骨動脈，環椎部
Vertebral artery，Atlantic part

後頭下神経
Suboccipital nerve

下頭斜筋
Obliquus capitis inferior

背枝（C2）
Dorsal branch（C2）

後枝の外側枝（C2）
Lateral branch of dorsal ramus（C2）

前枝（C2）
Anterior Ramus（C2）

頸神経叢
Cervical plexus

第三後頭神経
Third occipital nerve

第三後頭神経
Third occipital nerve

小後頭直筋
Rectus capitis posterior minor muscle

側頭骨，乳様突起
Temporal bone，Mastoid process

後頭下神経
Suboccipital nerve

環椎［C1］：第一頸椎，後弓
Posterior arch of atlas

下頭斜筋
Obliquus capitis inferior muscle

椎骨動脈，横突部：頸部
Vertebral artery，Cervical part

大後頭直筋
Rectus capitis posterior major muscle

背枝（C2）
Dorsal branch（C2）

前枝（C2：頸神経叢へ向かう）
Ventral ramus（C2：to the cervical plexus）

頸棘間筋
Interspinales cervicis muscles

大後頭孔：大孔
Foramen magnum

上矢状静脈洞
Superior sagittal sinus

後頭下神経
Suboccipital nerve

横静脈洞
Transverse sinus

環椎（C1）の横突起
Transverse process of atlas（C1）

後小脳延髄槽：小脳延髄槽：大槽
Posterior cerebellomedullary cistern：

Cisterna magna：Great cistern 椎骨動脈
Vertebral arteryくも膜（小脳）

Arachnoid mater，Cerebellum

大後頭神経
Greater occipital nerve

前枝（C2：頸神経叢へ向かう）
Ventral ramus（C2：To the cervical plexus）脊髄くも膜

Spinal arachnoid mater

脊髄硬膜
Spinal dura mater 第三後頭神経

Third occipital nerve

脊髄くも膜
Spinal arachnoid mater

背枝（C2）
Dorsal branch（C2）

前枝（C2）
Ventral rami 脊髄神経，後枝

Spinal nerve，Posterior ramus

中斜角筋
Scalenus medius muscle：

Middle scalene muscle

歯状靱帯
Denticulate ligament

頸椎［C5］，横突起
Cervical vertebrae［C5］，Transverse process

脊髄神経，前枝
Spinal nerve，Anterior branch

第 7頸神経，後根線維
Seventh cervical nerves：C7 spinal nerve：

［C7］，posterior root fiber

脊髄神経，知覚神経節（後根神経節）
Spinal nerve，Sensory ganglion
（Dorsal root ganglion）

脊髄
Spinal cord

椎骨動脈
Vertebral artery

図 2.118　後頸部の神経（背側面図）．
　後頭部では，C2の後枝が大後頭神経（Greater occipital nerve）として続く．
C3の後枝は第三後頭神経（Third occipital nerve）として項靱帯の領域を頭

側へ進む．椎骨動脈が位置する後頭下三角の深さから，C1の後枝が出て
後頭下神経（Suboccipital nerve）として後頭下筋群を支配する．

図 2.119　後頸部の深部の血管と神経，および脊柱管の内容物（背側面図）．
　脊柱管を背側から開き，後頭骨を除去した．これにより，硬膜が露出し，
上矢状静脈洞と横静脈洞が開いている．

　頸椎の横突孔を通り，椎骨動脈（Vertebral artery）が上行しているのが各
頸椎の間にみえる．
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馬尾と腰椎穿刺

　診断のために脳脊髄液を採取したり，くも膜下腔に薬物を投与する
目的で，脊椎穿刺（Spinal puncture）が行われる．穿刺は，脊髄が損
傷しないように，第二腰椎［L2］より下，通常は L3 /L4または L4 /L5
の棘突起の間で行われる．馬尾はこのレベルにあり，くも膜下腔もこ

の位置で最も広がっている．挿入した針は，くも膜下腔に到達するま
でに，棘上靱帯，棘間靱帯，硬膜外腔，硬膜，くも膜の順に通ってい
く（図 2.121）．

臨床的事項

脊髄神経
Spinal nerve

脊髄神経節：感覚性脊髄神経節
Spinal ganglion：Dorsal root ganglion

前枝
Anterior branch

後枝
Posterior ramus

背側枝（腰動静脈もみえる）
Dorsal branches（Lumbar arteriy and vein）

前根，後根
anterior root，posterior root

後脊髄静脈
Posterior spinal vein

脊髄硬膜
Spinal dura mater

後内椎骨静脈叢
Posterior internal vertebral venous plexus

腰方形筋
Quadratus lumborum muscle

黄色靱帯
Ligamentum flavum

腰椎［L2］，肋骨突起
Lumbar vertebrae［L2］，Costal process

腸腰靱帯
Iliolumbar ligament

腰内側横突間筋
Medial intertransversalis lumborum muscle

腰外側横突間筋
Lateral intertransversalis lumborum muscle

横突間靱帯
Intertransverse ligament

脊髄軟膜
Spinal pia mater

脊髄くも膜
Spinal arachnoid mater

上関節突起
Superior articular process

仙骨：仙椎，上関節突起
Sacrum，Superior articular process

仙骨：仙椎，外側部
Sacrum，Lateral part

クモ膜下腔
Subarachnoid space：Leptomeningeal space

馬尾
Cauda equina

前枝
Anterior branch

前根
Anterior root

後根
Posterior root

脊髄硬膜
Spinal dura mater

脊髄くも膜
Spinal arachnoid mater

硬膜上腔，前内椎骨静脈叢
Epidural space，Anterior internal

vertebral venous plexus

（硬膜下腔）
（Subdural space） 脊髄軟膜

Spinal pia mater

硬膜上腔
Epidural space

馬尾
Cauda equina

脊髄くも膜
Spinal arachnoid mater

脊髄硬膜
Spinal dura mater

黄色靱帯
Ligamentum flavum

椎弓板（L4）
lamina

腰椎［L3］，棘突起
lumbar vertebrae［L3］，

Spinous process

棘間靱帯
Interspinous ligament

後内椎骨静脈叢
Posterior internal vertebral

 venous plexus

図 2.121　腰椎穿刺，針の経路．

図 2.120　腰椎のレベルで脊柱管を開き血管と神経をみる（背側面図）．
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神経・血管の走行

背部の皮膚の神経支配

C3

C5 T3

T5

T7

T9

T11

L1

L3

S2 S1

L2

T12

T10

T8

T6

T4

T2

C6

C4

後大腿皮神経（腰神経叢）
Posterior cutaneous nerve of thigh：
Posterior femoral cutaneous nerve（Lumbar plexus）

外側大腿皮神経（腰神経叢）
Lateral cutaneous nerve of thigh：
Lateral femoral cutaneous nerve（Lumbar plexus）

下殿皮神経（後大腿皮神経）
Inferior clunial nerves（Posterior cutaneous nerve of thigh：
Posterior femoral cutaneous nerve）

中殿皮神経（脊髄神経 S1-S3，後枝）
Medial clunial nerves（Spinal nerves S1-S3，
Posterior rami：Dorsal rami）

上殿皮神経（脊髄神経 L1-L3，後枝）
Superior clunial nerves（Spinal nerves L1-L3，
Posterior rami：Dorsal rami）

外側皮枝：外側枝（腰神経叢，腸骨下腹神経）
Lateral cutaneous branch（Lumbar plexus，
Iliohypogastric nerve：Iliopubic nerve）

外側皮枝（脊髄神経，前枝：肋間神経）
Lateral cutaneous branches（Spinal nerves，
Intercostal nerves：Anterior rami：Ventral rami）

（内側皮枝および外側皮枝）（脊髄神経 C4-L1，後枝）
（Medial and lateral cutaneous branches）
（Spinal nerves C4-L1，Posterior rami：Dorsal rami）

後上腕皮神経（橈骨神経）
Posterior cutaneous nerve of arm：
Posterior brachial cutaneous nerve（Radial nerve）

下外側上腕皮神経（橈骨神経）
Inferior lateral cutaneous nerve of arm：
Inferior lateral brachial cutaneous nerve（Radial nerve）

上外側上腕皮神経（腋窩神経）
Superior lateral cutaneous nerve of arm：
Superior lateral brachial cutaneous nerve（Axillary nerve）

外側鎖骨上神経（頸神経叢）
Lateral supraclavicular nerves（Cervical plexus）

小後頭神経（頸神経叢）
Lesser occipital nerve（Cervical plexus）

大耳介神経，後枝（頸神経叢）
Great auricular nerve，Posterior branch（Cervical plexus）

a b

図 2.114　皮膚分節（デルマトーム）．（（a）全身図），背部の皮神経（（b）半
身図）（背側面図）． ［L126］
　多数の皮神経が複数の脊髄神経からの線維で構成されているため，皮膚
分節は皮神経の神経支配の領域とは異なる．デルマトームは，左（青）と右
（緑）で交互に表示されている（例：T7は左側に青色，T8は右側に緑色，
T9は左側に再び緑色）．このように表示する理由は，デルマトームは厳密
に境界をつくり，単一神経支配領域ではなく，さまざまな程度で領域の重
複があるためである．一方で，正中線においては領域の重複は非常に低い
ことが証明されている．色が割り当てられていない領域（例：正中線の周

りの C4，T2，T3の間の領域）は，非常に個人差が大きくまた神経支配の
重複の程度も大きいため，特定のデルマトームを割り当てることができな
い．この図のデルマトームは，エビデンスに基づいて LEEら（2008）が作
成したデルマトームカードによる．図をわかりやすくするために，デルマ
トームの S3，S4，および S5（肛門および外生殖器を含む会陰の領域をカ
バーしている）は示されていない．皮神経を右側に示す．赤い破線（図
2.114b）は，脊髄神経の後枝（背側枝）と前枝（腹側枝）の間の神経支配領域
の境界を示している．
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局所解剖，背部体壁

背部の血管と神経

C3

C4

C5

C5

C4

C3

C6

C7

C8I

I

T2

T3

T4

T5

T4 T5

T7

T7
T8

T8T9
T9

T10
T10

T11

T12

T12
T11

XI

XII
XII

VII

（尾骨皮下包，尾骨皮下滑液包）
coccygeal subcutaneous bursa

上殿皮神経
Superior clunial nerves

（仙骨皮下包，仙骨皮下滑液包）
sacral subcutaneous bursa

後枝（T12）
Posterior ramus（T12）

上後腸骨棘下包
Subcutaneous bursa of posterior superior iliac spine

腸骨稜
Iliac crest

外腹斜筋
External oblique muscle

後枝（T12）
Posterior ramus（T12）

広背筋
Latissimus dorsi muscle

棘下筋
Infraspinatus muscle

小円筋
Teres minor muscle

肩甲回旋動静脈＊

Circumflex scapular artery and vein

大円筋
Teres major muscle

胸最長筋
Longissimus thoracis muscle 腋窩神経および後上腕回旋動静脈＊＊

Axillary nerve; Anterior circumflex
humeral artery and vein

肋間上腕神経
Intercostobrachial nerve

胸部〔腰腸肋筋の〕：
胸腸肋筋：背腸肋筋

Thoracic part of iliocostalis
lumborum muscle

上腕三頭筋，長頭
Triceps brachii muscle，Long head

胸神経，後枝：内側枝
および外側枝

Thoracic nerves，Posterior rami，
medial and lateral rami

多裂筋
Multifidus muscles 後上腕皮神経

Posterior cutaneous nerve of arm：
Posterior brachial cutaneous nerve

上後鋸筋
Serratus posterior superior muscle

頭骨神経，および上腕深動脈（および静脈）＊＊＊
Radial nerve; Profunda brachii artery (and vein)

下外側上腕皮神経
Inferior lateral cutaneous nerve of arm：
Inferior lateral brachial cutaneous nerve

三角筋
Deltoid muscle

肩甲挙筋
Levator scapulae muscle

外側鎖骨上神経（頸神経叢）
Lateral supraclavicular nerve（Cervical plexus）

後枝（T1）
Posterior ramus（T1）

頭最長筋
Longissimus capitis muscle

後枝（C8）
Posterior ramus（C8）

大耳介神経（頸神経叢）
Great auricular nerve（Cervical plexus）

後枝（C7）
Posterior ramus（C7）

小後頭神経（頸神経叢）
Lesser occipital nerve（Cervical plexus）

椎骨動脈
Vertebral artery

後枝（C6）
Posterior ramus（C6）

後頭下神経（C1）
Suboccipital nerve（C1）

大後頭神経（C2）
Greater occipital nerve（C2）

大耳介神経（頸神経叢）
Great auricular nerve（Cervical plexus）

第三後頭神経（C3）
Third occipital nerve（C3）

大後頭神経（C2），後頭動静脈
Greater occipital nerve，Occipital artery and vein

図 2.115　血管と背部の神経（背側面図）．表面の筋と肩甲骨が左側から取
り除かれた後．
　内側腋窩隙（Medial axillary space）（境界：頭側は小円筋，尾側は大円筋，
外側は上腕三頭筋の長頭）の血管と神経：肩甲回旋動静脈
　外側腋窩隙（Lateral axillary space）（境界：頭側は小円筋，尾側は大円筋，
内側は上腕三頭筋の長頭，外側は上腕骨）の血管と神経：後上腕回旋動静
脈と腋窩神経

　上腕三頭筋裂孔（Triceps slit）（頭側は大円筋，内側は上腕三頭筋長島，
外側は上腕三頭筋の外側頭）の血管と神経：上腕深動静脈，橈骨神経

＊ 内側腋窩隙の血管と神経
＊＊ 外側腋窩隙の血管と神経
＊＊＊ 上腕三頭筋裂孔の血管と神経
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背部の皮膚の神経支配

C3

C5 T3

T5

T7

T9

T11

L1

L3

S2 S1

L2

T12

T10

T8

T6

T4

T2

C6

C4

後大腿皮神経（腰神経叢）
Posterior cutaneous nerve of thigh：
Posterior femoral cutaneous nerve（Lumbar plexus）

外側大腿皮神経（腰神経叢）
Lateral cutaneous nerve of thigh：
Lateral femoral cutaneous nerve（Lumbar plexus）

下殿皮神経（後大腿皮神経）
Inferior clunial nerves（Posterior cutaneous nerve of thigh：
Posterior femoral cutaneous nerve）

中殿皮神経（脊髄神経 S1-S3，後枝）
Medial clunial nerves（Spinal nerves S1-S3，
Posterior rami：Dorsal rami）

上殿皮神経（脊髄神経 L1-L3，後枝）
Superior clunial nerves（Spinal nerves L1-L3，
Posterior rami：Dorsal rami）

外側皮枝：外側枝（腰神経叢，腸骨下腹神経）
Lateral cutaneous branch（Lumbar plexus，
Iliohypogastric nerve：Iliopubic nerve）

外側皮枝（脊髄神経，前枝：肋間神経）
Lateral cutaneous branches（Spinal nerves，
Intercostal nerves：Anterior rami：Ventral rami）

（内側皮枝および外側皮枝）（脊髄神経 C4-L1，後枝）
（Medial and lateral cutaneous branches）
（Spinal nerves C4-L1，Posterior rami：Dorsal rami）

後上腕皮神経（橈骨神経）
Posterior cutaneous nerve of arm：
Posterior brachial cutaneous nerve（Radial nerve）

下外側上腕皮神経（橈骨神経）
Inferior lateral cutaneous nerve of arm：
Inferior lateral brachial cutaneous nerve（Radial nerve）

上外側上腕皮神経（腋窩神経）
Superior lateral cutaneous nerve of arm：
Superior lateral brachial cutaneous nerve（Axillary nerve）

外側鎖骨上神経（頸神経叢）
Lateral supraclavicular nerves（Cervical plexus）

小後頭神経（頸神経叢）
Lesser occipital nerve（Cervical plexus）

大耳介神経，後枝（頸神経叢）
Great auricular nerve，Posterior branch（Cervical plexus）

a b

図 2.114　皮膚分節（デルマトーム）．（（a）全身図），背部の皮神経（（b）半
身図）（背側面図）． ［L126］
　多数の皮神経が複数の脊髄神経からの線維で構成されているため，皮膚
分節は皮神経の神経支配の領域とは異なる．デルマトームは，左（青）と右
（緑）で交互に表示されている（例：T7は左側に青色，T8は右側に緑色，
T9は左側に再び緑色）．このように表示する理由は，デルマトームは厳密
に境界をつくり，単一神経支配領域ではなく，さまざまな程度で領域の重
複があるためである．一方で，正中線においては領域の重複は非常に低い
ことが証明されている．色が割り当てられていない領域（例：正中線の周

りの C4，T2，T3の間の領域）は，非常に個人差が大きくまた神経支配の
重複の程度も大きいため，特定のデルマトームを割り当てることができな
い．この図のデルマトームは，エビデンスに基づいて LEEら（2008）が作
成したデルマトームカードによる．図をわかりやすくするために，デルマ
トームの S3，S4，および S5（肛門および外生殖器を含む会陰の領域をカ
バーしている）は示されていない．皮神経を右側に示す．赤い破線（図
2.114b）は，脊髄神経の後枝（背側枝）と前枝（腹側枝）の間の神経支配領域
の境界を示している．
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図 2.115　血管と背部の神経（背側面図）．表面の筋と肩甲骨が左側から取
り除かれた後．
　内側腋窩隙（Medial axillary space）（境界：頭側は小円筋，尾側は大円筋，
外側は上腕三頭筋の長頭）の血管と神経：肩甲回旋動静脈
　外側腋窩隙（Lateral axillary space）（境界：頭側は小円筋，尾側は大円筋，
内側は上腕三頭筋の長頭，外側は上腕骨）の血管と神経：後上腕回旋動静
脈と腋窩神経

　上腕三頭筋裂孔（Triceps slit）（頭側は大円筋，内側は上腕三頭筋長島，
外側は上腕三頭筋の外側頭）の血管と神経：上腕深動静脈，橈骨神経

＊ 内側腋窩隙の血管と神経
＊＊ 外側腋窩隙の血管と神経
＊＊＊ 上腕三頭筋裂孔の血管と神経


