
『解剖学用語　改訂13版』正誤表

1. 用語の修正

頁 項目 見出し語 欄 誤 正

7 7 器管；器 和 器管；器 器官；器

20 35 近位横足弓 英 transerve transverse

26 9 膜部; 鼻中隔 和 膜部; 鼻中隔 膜性部

29 6 鈎状突起 和 鈎状突起 小口蓋孔

29 33 靱帯頭蓋 和 靱帯頭蓋 膜性頭蓋

35 15 篩骨孔 英 Ethomoidal Ethmoidal

35 15 篩骨孔 ラ ethomoidalia ethmoidalia

35 29 篩骨蜂巣 ラ Cellular ethmoidales anterior Cellular ethmoidale

35 29 篩骨蜂巣 英 Anteior ethmoidal cells Ethmoidal cells

42 24 三角筋粗面 和 三角筋粗面 三角筋結節

44 10 尺側神経溝 和 尺側神経溝 尺骨神経溝

47 8 後閉鎖結節 和 後閉鎖結節 †後閉鎖結節

48 4 方形結節 和 方形結節 方形筋結節

50 12 踵骨隆起内側突起 ラ calcaei calcanei

50 10 踵骨 英 Calcaneum Calcaneus

53 13 翼棘靱帯 和 翼棘靱帯 翼突棘靱帯

55 5 歯槽骨 和 歯槽骨 歯槽

56 20 線維膜 和 線維膜 線維膜; 線維層

56 21 滑膜 和 滑膜 滑膜; 滑膜層

60 11 背側橈骨手根靱帯 英 ligmanet ligament

68 23 下唇下制筋 英 infeioris inferioris

68 25 口角筋軸 和 口角筋軸 口角結節

69 29 胸骨甲状筋 英 Stenothyroid Sternothyroid

70 23 固有背筋 英 Musles Muscles

74 2 腹部の壁側筋膜 ラ adbominis abdominis

74 19 腹部の皮下組織 英 adbomen abdomen

74 23 脂肪組織層 和 脂肪組織層 脂肪層

75 25 腸骨尾骨筋 英 Ilicoccygeus Iliococcygeus

78 28 下腿の前区画; 下腿の伸筋区画 ラ Compartimetum Compartimentum

81 29 [足の]上伸筋支帯 ラ extensorm extensorum

82 1 下腓骨筋支帯 英 retinaculim retinaculum

90 10 歯肉乳頭; 歯間乳頭 和 歯肉乳頭; 歯間乳頭 歯間乳頭

90 38 咬頭尖 和 咬頭尖 咬頭頂

90 40 咬頭; 歯冠結節 和 咬頭; 歯冠結節 歯冠結節

91 4 咬合裂 和 咬合裂 咬合面溝

91 5 咬合窩 和 咬合窩 咬合面窩

91 15 遠心咬頭 英 Cuspis distalis; Hypoconulid Cuspis distalis

91 24 口唇面 和 口唇面 唇側面

91 25 舌面 和 舌面 舌側面

91 26 口蓋面 和 口蓋面 口蓋側面

91 39 歯冠髄; 歯冠歯髄 和 歯冠髄; 歯冠歯髄 歯冠歯髄; 冠部歯髄

91 40 歯根髄; 歯根歯髄 和 歯根髄; 歯根歯髄 歯根歯髄; 根部歯髄

92 2 歯根膜 和 歯根膜 歯周組織

92 9 口蓋側根 和 口蓋側根 口蓋根

92 17 臼結節 和 臼結節 臼歯結節

92 21 上歯列弓 英
Maxillary dental arcade; Upper

dental arcade

Maxillary dental arch; Upper

dental arch

92 22 下歯列弓 英
Mandibular dental arcade;

Lower dental arcade

Mandibular dental arch;

Lower dental arch
93 10 分界溝 英 Terminial Terminal

95 13 上咽頭収縮筋 英 constricor constrictor

97 29 膨大[部] 和 膨大[部] 膨大[部]; [十二指腸]球部

102 23 粘膜ヒダ ラ muscosae mucosae

105 30 正中輪状甲状靱帯 英 cricothryroid cricothyroid

105 36 筋突起 英 porcess process



頁 項目 見出し語 欄 誤 正

107 9 膜間部 英 Intermenbranous Intermembranous

108 8 内側肺底枝(B7) ラ Broncus Bronchus

109 1 区域内気管枝 和 区域内気管枝 区域内気管支

110 13 内側肺底区(S7) ラ midiale mediale

111 20 縦隔の上部; 上縦隔 英 midiastinum mediastinum

112 3 腎被膜 和 腎被膜 腎筋膜

115 27 精巣上体小葉円錐 和 精巣上体小葉円錐 精巣上体小葉; 精巣上体円錐

115 27 精巣上体小葉円錐 英 epidiymis epididymis

117 13 包皮小体 和 包皮小体 包皮小帯

117 32 包皮腺 ラ preputiale preputiales

120 7 外子宮口 英 Exterenal External

122 32 腸骨尾骨筋 英 Ilicoccygeus Iliococcygeus

123 5 壁側骨盤筋膜 英 fasica fascia

125 1 肝食道間膜 ラ hepatoesophageale hepatooesophageale

125 32 上十二指腸陥凹 ラ superiror superior

126 32 直腸傍陥凹 和 直腸傍陥凹(♂) 直腸傍陥凹

131 22 心膜斜洞 ラ obiliquus obliquus

138 26 翼突硬膜動脈 英 artey artery

139 36 短後毛様体動脈 英 cilliary ciliary

141 9 短中心動脈 ラ brevi breves

141 27 前外側中心動脈; 前外側視床線

条体動脈
英 thamostriatal thalamostriatal

141 28 近位外側線条体枝 ラ porximales proximales

145 12 気管枝 ラ trancheales tracheales

146 19 橈骨栄養動脈 英 raduis radius

146 30 貫通枝 英 Peforating Perforating

149 9 後上膵十二指腸動脈 和 後上膵十二指腸動脈 後下膵十二指腸動脈

152 21 前脛骨反回動脈 ラ antetior anterior

152 27 外側足根動脈 ラ trasalis tarsalis

154 39 左心房後静脈 和 左心房後静脈 左心房斜静脈

156 15 中甲状腺静脈 ラ thyroidea thyroideae

156 17 上喉頭静脈 ラ layrngea laryngea

156 32 浅側頭静脈 ラ superificiales superficiales

158 3 脳の静脈 和 脳の静脈 大脳の静脈

159 24 上小脳半球静脈 和 上小脳半球静脈 上小脳静脈

159 25 下小脳半球静脈 和 下小脳半球静脈 下小脳静脈

160 31 [手の]背側指静脈 英 Dorasl Dorsal

161 31 後内椎骨静脈叢 英  inernal internal

161 27 前・後[外]脊髄静脈 和 前・後[外]脊髄静脈 脊髄静脈

163 7 左胃大網静脈 英 vien vein

164 8 内側副伏在静脈 英 acceessory accessory

165 14 リンパ管 英 lymphatic Lymphatic

175 25 クモ膜下槽 英 Subrachnoid Subarachnoid

176 6 脊髄クモ膜 ラ Arachonoidea Arachnoidea

180 25 後灰白交連; 背側灰白交連 英 commisure commissure

200 25 視床髄条 英 Stria medullaris thalami Stria medullaris of thalamus

200 32 視索上陷凹 和 陷凹 陥凹

207 25 下頭頂小葉 英 perietal parietal

216 13
外側毛帯核ノルアドレナリン作動

性細胞群[A7]
ラ Cellurae Celluｌae

223 13 鼓室神経叢との交通枝 ラ plexus plexu

224 6 咽頭枝 ラ pharygeus pharyngeus

231 10 交感神経幹 ラ Turncus Truncus

236 注5 小脳脚 小脳脚 下小脳脚

240 23 毛様体色素上皮層 英 Pigemented Pigmented

248 22 鼓索小管鼓室口 和 鼓索小管鼓室口 鼓索神経小管鼓室口



『解剖学用語　改訂13版』正誤表

2. 用語の追加・削除、配置の変更

頁 項目 見出し語 変更内容

35 30 前篩骨蜂巣／Cellular ethmoidales anterior／Anteior ethmoidal cells 追加

39 28 肋骨突起／processus costiformis; processus costalis / costal process
移動、40頁、腰椎 [L1-

L5]の下位項目とする

39 33 椎体鈎／Uncus vertebralis／Vertebral uncus 削除

47 8 後閉鎖結節 ランク下げ：1字右へ

47 20 真結合線／Conjugata／Conjugata 削除

91 1 横稜／Crista transversalis／Transverse ridge 削除

91 2 三角稜／Crista triangularis／Triangular ridge 削除

91 3 斜稜／Crista obliqua／Oblique ridge 削除

91 1 隆線／Crista／Ridge 新規項目

91 7 口蓋側咬頭／Cuspis palatinalis／Palatal cusp 削除

91 11 近心口蓋側咬頭／Cuspis mesioplatalis／Mesioplatal cusp 削除

91 14 遠心口蓋側咬頭／Cuapis distopalatinalis／Distopalatal cusp 削除

91 30 接触域／Area contingens／Contact zone 削除

91 41 歯乳頭／Papilla dentis／Dental papilla 削除

92 4 犬歯溝; 線条／Stria canina; Sulcus caninus／Canine groove 削除

92 5 犬歯窩／Fossa canina 削除

92 13 近心舌側根／Radix mesiolingualis／Mesiolingual root 削除

92 13 遠心頬側根／Radix distobuccalis／Distobuccal root 新規項目

92 16
臼傍咬頭; 臼傍結節／Cuspis pramolaris; Tuberculum paramolare／

Paramolar cusp; Paramolar tubercle
削除

92 17 歯槽／Alveolus dentalis／Dental alveolus; Tooth socket 削除

97 30 [十二指腸]球部／Bulbus duodeni／Bulb of duodenum 削除

102 7 集合胆管／Ducti bulbi／Bile ducts 削除

112 4 腎傍脂肪体 ランク上げ：1字左へ

112 5 脂肪被膜 ランク上げ：1字左へ

112 6 線維被膜 ランク上げ：1字左へ

109 3
区域内気管枝／Rr. Bronchiales segmentorum／Segmental bronchial

branches
削除

161 30 内脊髄静脈／Vv. Spinales internae／Internal spinal veins 削除

164 15 外側足縁静脈／V. marginalis lateralis／Lateral marginal vein
移動、下に9項目（外側辺

縁静脈の位置）

164 16 内側足縁静脈／V. marginalis medialis／Medial marginal vein
移動、下に9項目（内側辺

縁静脈の位置）

164 24 外側辺縁静脈／V. marginalis lateralis／Lateral marginal vein 削除

164 25 内側辺縁静脈／V. marginalis medialis／Medial marginal vein 削除

241 8 網膜内側動脈／Arteriola medialis retinae／Medial retinal arteriole 削除

241 17 網膜内側静脈／Venula medialis retinae／Medial retinal venule 削除


