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訂正とお詫び 
 
 
下記の書籍につきまして、誤りがございました。深くお詫び申し上げますとともに、 
下記のように訂正させていただきます。 
      株式会社アイペック 
 

2023年 1月 12日 
----------------------------------------------------------------------- 

 国試の達人 2023	 	 運動解剖生理学編	 第 28 版 
 
p. 19	 第 2 章	 関節 
	 	 5．関節円板	 	 2) 存在場所 
 （誤） 	 橈骨手骨関節（尺骨頭下面） 
 （正） 	 橈骨手根関節（尺骨頭下面） 
 
p. 28	  第 3 章	 靱帯 
p. 100	 第 6 章	 下肢の運動学 
 表 股関節の動きと靱帯の緊張 
	 	 表 股関節の靱帯 
	 	 「坐骨大腿靱帯」の外転、内転につき、諸説分かれていますが、 
	 	 下記のように訂正いたします。 

 外転 内転 
坐骨大腿靱帯 ±* ±* 

 	 	 	 	 * 上部線維束は内転、下部線維束は外転で緊張 
 
p. 46	 第 4 章	 筋 
	 	 右段	 上から 10行目 
 （誤） 	 作用：母指 CM 橈側外転、手橈屈、（掌屈）、回内 
 （正） 	 作用：母指 CM 橈側外転、手橈屈、（掌屈）、回外 
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p. 66	 第 4 章	 筋 
	 	 頸の筋 
	 	 中央図	 左側（誤）	 胸鎖乳突骨（停止） 
 	 	 （正）	 胸鎖乳突筋（停止） 
 	 	 （誤）	 胸鎖乳突骨（筋腹） 
 	 	 （正）	 胸鎖乳突筋（筋腹） 
 
	 	 中央図	 右側 
  	 	 （誤）	 鎖骨部・胸骨部	 －	 胸鎖乳突骨 
  	 	 （正）	 鎖骨部・胸骨部	 －	 胸鎖乳突筋 
 
	 	 下図	 左側	 （誤）	 顎舌骨筋縫腺 
  	 	 （正）	 顎舌骨筋縫線 
 
p. 92	 第 5 章	 上肢の運動学 
	 	 3) 障害	 絞扼性神経麻痺の表 
	 	 回内筋症候群 
 （誤） 	 撓側手根屈筋 
 （正） 	 橈側手根屈筋 
	 	 後骨間神経麻痺 
 （誤） 	 短撓側手根伸筋 
 （正） 	 短橈側手根伸筋 
 
p. 112	 第 6 章	 下肢の運動学 
	 	 3) 障害および検査法 
 （誤） 	 Thomson	 test 
 （正） 	 Thompson	 test	 
	 

 （誤） 	 Simmon	 test 
 （正） 	 Simmonds'	 test	 
 
 （誤） 	 Thomson-Simmon	 squeeze	 test 
 （正） 	 Thompson-Simmonds'	 squeeze	 test 
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p. 189	 第 13 章	 感覚と受容器 
	 	 1．感覚の分類 
	 	 内受容器［臓器感覚］ 
 （誤） 	 ［内蔵痛覚］ 
 （正） 	 ［内臓痛覚］ 
 
p. 206	 第 14 章	 循環系 
	 	 表	 心拍数の変化 
	 	 	 （誤） 

 心拍数増加 心拍数減少 
血圧、脳内圧 上昇 下降 

	 	 	 （正） 
 心拍数増加 心拍数減少 
血圧、脳内圧 下降 上昇 

 
p. 223	 第 14 章	 循環系	  
	 	 図 14-13	 造血幹細胞から血液細胞への分化 
  正しい図は以下のようになります。 
  リンパ系幹細胞は、T細胞、B細胞、NK細胞に分化 
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p. 235	 第 15 章	 呼吸系	  
	 	 表 15-3	 アシドーシスとアルカローシス 
	 ※	 赤字の部分を加筆いたしました。 
 pH PaCO2 HCO3– 備考 
呼吸性アシドーシス 
	 急性 
	 慢性 

 
↓ 
→ 

 
↑ 
↑ 

 
→ 
↑ 

 
低換気	 腎臓で代償なし 
COPD	 腎臓で代償あり 

呼吸性アルカローシス ↑ ↓ → 過換気、低酸素血症 
代謝性アシドーシス ↓ → ↓ 乳酸、ケトン体、電解質、糖尿病、尿毒症、

肝硬変、アニオンギャップ AG、下痢 
代謝性アルカローシス ↑ → ↑ 嘔吐、（下痢）、電解質異常（酸、H+排出） 
正常	 pH：7.4±0.05、CO2：40±5 mmHg、HCO3‒：24±2 mEq/L 
一般的にアルカローシスは嘔吐、代謝性アシドーシスは下痢。 
しかし、下痢に関しては原因により異なる。 
 代謝性アシドーシス:下痢による消化管から塩基の消失（腸液であるアルカリ物質の排泄） 
 代謝性アルカローシス：先天性クロール下痢症などによる HCO3‒の貯留と Cl の喪失、下剤
 投与による下痢 
 
 
p. 279	 第 19 章	 ホルモン	 副腎	 副腎皮質ホルモン 
	 	 電解質コルチコイド（アルドステロン） 
 （誤） 作用 遠位尿細管にて	 水、Na吸収	 K排出 
 （正） 作用 遠位尿細管・集合管にて	 水、Na吸収	 K排出 
 
 
p. 281	 第 20 章	 発生と組織	 1)	 発生 
	 	 三胚葉から形成される主な器官 
	 	 内胚葉 
 （誤） その他 甲状腺、副甲状腺、時間、中耳（鼓室） 
 （正） その他 甲状腺、副甲状腺、耳管、中耳（鼓室） 
 
 問題・解答編   
p. 65	   
	 	 53a-65 
 （誤） 5．胆嚢で再生される。 
 （正） 5．胆嚢で産生される。 


