
正誤表

『［診療画像検査法］画像解剖学』第一版第 1刷（2014 年 3月 20日発行）に誤りがありました。ここにお詫びして訂正いたします。

� 2014.9.25
頁 該当箇所 誤 正
� 23 図 1-1

引出し線、ネーム

�24 図 1-2　左 大腿骨 上腕骨
�33 図 1-10a　引出し線

�33 図 1-10b　引出し線

�34 左段 14 行目 円頸動脈 内頸動脈
�49 図 1-31a （第 8〜第 10�肋骨） （第 8〜第 12�肋骨）
�53 図 1-36 左 鉤突窩 鈎突窩
�54 図 1-37 左 鉤状突起 鈎状突起
�54 図 1-38a 左 鉤状突起 鈎状突起
�54 左段 2行目 上肢骨体 上腕骨体
�54 左段 11 行目 鉤突窩 鈎突窩
�54 右段 10 行目 （styloid�process）が出る。 （styloid�process）が出る（図 1-38a）。
� 55 左段 3行目 をはさんでいる。 をはさんでいる（図 1-38b）。
� 55 右段 1行目 （図 1-38a、b） （図 1-38a）
� 56 左段 10 行目 有鉤骨（hamate）と並ぶ。 有鈎骨（hamate）と並ぶ（図 1-39a）。
� 57 図 1-41a

引出し線、ネーム

�63 図 1-46a 右　
引出し線

�67 表 1-1　上から 4段目 下顎筋の前面 下顎骨の前面
�67 表 1-1　上から 5段目 上顎筋と下顎筋の歯槽突起 上顎骨と下顎骨の歯槽突起
�67 表 1-1　上から 8段目 口角を上方に引く 口角を上外方に引く
�67 表 1-1　上から 9段目 上唇を上方に引く 上唇を上外方に引く
�79 図 1-60 右　引出し線

�95 図 1-75 右上
引出し線

正誤表　1



頁 該当箇所 誤 正
102 症例 2　中 横断（CT�画像） 矢状断（CT�画像）
117 図 2-9 僧房弁 僧帽弁
117 左段 23 行目 大動脈弁（aorta�valve） 大動脈弁（aortic�valve）
118 左段 26 行目 肺動脈 肺静脈
121 図 2-17 洞結節 洞房結節
121 図 2-17 洞房結節 房室結節
121 左段 15 行目 左心室後動脈 左心室後静脈
134 図 2-45　

ネーム訂正 2カ所、
ネームと引出し線追加
1カ所

158 症例 1　矢印

誤

正

169 図 4-12 右 14 行目 気管支分岐部下縁 気管分岐部下縁
169 図 4-12 右 18 行目 気管支分岐部下縁 気管分岐部下縁
181 図 4-35 左 上腸管膜動脈 上腸間膜動脈
208 左段 5行目 尿を経て膀胱 尿を膀胱
248 右段 18 行目 核を合わせて線条体 核を合わせて広義の線条体
249 図 9-4　引出し線

253 図 9-13
色の説明 5行目

中大脳動穿通枝領域 中大脳動脈穿通枝領域

253 図 9-13
色の説明 8行目追加

■■：脳底動脈領域

254 左段 14 行目 （brainstem） （brain�stem）
257 図 9-18　引出し線



正誤表

『［診療画像検査法］画像解剖学』第一版第 2 刷（2019 年 1 月 17 日発行）に誤りがありました。ここにお詫びして訂正いたします。
 2020.1.25
頁 該当箇所 誤 正

1 上から 3 段目
右引出し線

42 左段 12 行目 下顎骨 下顎歯
49 図 1-31a

引出し線

52 図 1-33
引出し線　2 カ所

57 左段 5 行目 人体 靱帯
58 図 1-41b

引出線、ネーム

84 表 1-11　起始 8 行目 仙骨前面 仙骨後面
86 表 1-12　起始 8 行目 恥骨下枝 恥骨枝

104 症例 5　矢印

105 症例 8　英文タイトル shoulder joint dislocation bone fracture shoulder joint dislocation fracture
106 症例 10　造影 CT

MIP 画像　写真説明
（左腸骨動脈） （左内腸骨動脈）

107 症例 12　図の説明 人工骨頭置換術実施後 人工骨頭置換術実施
113 症例 24　英文タイトル tibialis anterior tendon tear tibialis anterior muscle tendon tear
119 図 2-12　図の説明 SN：sinuatrial nodal branch SN：sinoatrial nodal branch
120 左段 6 行目 sinuatrial nodal branch：SN sinoatrial nodal branch：SN
128 図 2-28

ネーム訂正

正誤表　2
『［診療画像検査法］画像解剖学』第一版第 1 刷（2014 年 3月20日発行）に誤りがありました。ここにお詫びして訂正いたします。



頁 該当箇所 誤 正
131 図 2-38　引出し線訂正

133 図 2-43
足背　引出し線
ネームトル

134 左段 28 行目 橈骨皮静脈 橈側皮静脈
144 症例 1　

図の説明　2行目
似ているが、胸痛がより強く持続時間も長い。 似ているが、血圧低下や不整脈による意識消

失を伴うことと、胸痛がより強く持続時間も
長い。

146 症例 6　矢印

149 図 3-7　ネーム訂正

151 図 3-10
表記入れ替え

169 図 4-12
表 12 訂正
3カ所

181 図 4-35　ネーム訂正

181 右段 10 行目
2カ所

下腸管膜動脈
内直腸動脈

下腸間膜動脈
内腸骨動脈

249 図 9-3
ネーム訂正 1カ所
ネームと引出し線
追加 1カ所



頁 該当箇所 誤 正
251 左段 19 行目 前頭前動脈 前前頭動脈
252 図 9-10　ネーム訂正

図 9-11　ネーム訂正

256 図 9-17
ネーム訂正　2 カ所

256 図 9-16　図中文字削除

257 右段 5 行目 ガレン静脈 ガレン大静脈
257 右段 12 行目 直静脈洞 横静脈洞
261 右段 42 行目 嗅珠 嗅球
263 左段 7 行目 上眼神経 上顎神経
269 図 9-32

引出し線訂正
6 カ所

280 図 10-3
ネーム訂正
2 カ所

312 左段 5 行目 shoulder joint dislocation bone fracture shoulder joint dislocation fracture
312 左段 12 行目 sinuatrial nodal branch：SN sinoatrial nodal branch：SN
313 中段 25 行目 tibialis anterior tendon tear tibialis anterior muscle tendon tear


