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本書を手に取っていただき誠にありがとうございます。皆
様のなかには『アナトミカル キネシオロジー（Anatomical 
Kinesiology）』というタイトルが気になり興味を持った方
もいるのではないでしょうか。タイトルの通り，本書は主
に解剖学的視点から身体運動を理解していただく構成・内
容となっています。

本書では，運動学・解剖学を単に「記憶する」のではなく，
対象者のために「使えるようになる」ことを前提に，必要な
知識が適切な構成で整理されています。5セクション，18
章にわたり，見やすいカラー図，カテゴリーごとに色分け
された表，復習に役立つ質問，ワークブック，用語解説な
ど，読者の知識を定着させるための工夫が系統的に盛り込
まれています。
　本書を執筆したマイケル・グロスは南アラバマ大学を卒
業後，フロリダ大学で修士号（エクササイズ・スポーツ科
学分野），ミドル・テネシー州立大学で博士号（身体教育，
疫学領域）を取得しています。現在はノース・ジョージア
大学のキネシオロジー学部の責任者を務めています。ま
た，彼のほかに10名がレビュアーとして名を連ねており，
彼らは学位のほかに，理学療法士，ストレングス＆コンディ
ショニングコーチ（CSCS），アスレティックトレーナー
（ATC）などの専門職資格を保有しています。彼らの実績
をみても本書の内容が科学的かつ実践的なものであると言
えるでしょう。

本書は以前よりお付き合いのあったメディカル・サイエン
ス・インターナショナルの後藤亮弘氏よりお話をいただ

き，日本語版の意義や出版の方向性を詳細にうかがい，賛
同したうえで依頼をお受けしました。翻訳は原書の執筆者
の専門性やレベルに見合うメンバーにご依頼しました。ど
なたもスポーツ理学療法，コンディショニング，アスレ
ティックトレーニングにおける実践・研究・教育の第一線
で活躍する信頼できる仲間です。
　多忙極まるなか，監訳をともに担ってくれたのは東京医
科歯科大学スポーツ医歯学診療センターの大見武弘先生で
す。彼はスポーツ分野での経験豊富な理学療法士であり，
かつ，スポーツ障害予防をテーマとしたバイオメカニクス
研究者でもあります。人格的にも優れ，私が最も信頼して
いる理学療法士の一人です。

本書は，理学療法士，アスレティックトレーナー（AT, 
ATC），S&Cコーチ，身体教育者，健康運動指導士や，こ
れらの養成課程の教員においては臨床・実践・教育で活用
しやすい一冊となるでしょう。もちろん，これらの専門職
を目指す学生のバイブルとなることは間違いないと思いま
す。どうぞそれぞれの現場でご活用いただけると幸いで
す。

監訳者を代表して
2021年7月
相澤 純也
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アナトミカル・キネシオロジーへようこそ！
本書は，バイオメカニクス（生体力学）・運動生理学・アス
レティックトレーニング科学・スポーツ医学・リハビリ
テーション・健康科学，またそれらの関連領域を専攻する
学部生を対象にしています。本書は，学生たちが将来学ぶ
こうした専門領域の基礎となるものです。

本書の目的

本書の主な目的は，学生が身体運動に関与する筋について
理解することです。具体的な内容として，各筋の名称・位
置・起始・停止・運動・神経支配を盛り込みました。こう
した知識は，パーソナルトレーナーやストレングス&コン
ディショニングコーチ（CSCS），あるいはコーチ・スポー
ツ指導者・運動科学者・運動生理学者が運動プログラムを
立案するうえで欠かすことができません。またアスレ
ティックトレーナー・理学療法士・作業療法士などのヘル
スケア専門職がリハビリテーションの計画を立てる際にも
必要不可欠です。本書の内容はこれらの専門職すべてに
とっての基礎となるでしょう。

本書の構成とアプローチ

本書は5つのセクションと18の章で構成されています。4
つの章からなるセクション1では，アナトミカル・キネシ
オロジーに関連する基礎知識を解説します。第1章「解剖
学の基礎」では，後続の章の理解に重要となる人の身体の
概要と専門用語，特にさまざまな運動の定義を学びます。

これらについて知っておくことで，後で登場する筋活動に
よる運動を理解しやすくなるでしょう。
　セクション1の残り3つの章は，骨・筋・神経のシステ
ムについて解説しています。これらのシステムは，アナト
ミカル・キネシオロジーと最も深く関連しているといえる
でしょう。身体が広い範囲で運動できるのは，骨が関節を
構成しているためです。しかし，骨は筋活動なしでは動け
ませんし，筋は神経が『動け』と指示しない限り活動するこ
とはありません。つまり，身体運動での骨・筋・神経の相
互の役割を理解するためには， この3つのシステムそれぞ
れについて学ぶ必要があるのです。
　セクション2では，「骨とそのランドマーク」に焦点を当
てます。このセクションを読み終わると，読者の皆さんは
各々の骨における名称・位置・重要なランドマークをマス
ターしているはずです。そしてこれらの知識を，後の章で
関節の構造や筋の起始・停止について触れる際に活用する
準備ができるでしょう。セクション2は学習効果を高める
ために，体軸骨格の骨について解説する第5章，それぞれ
上肢と下肢の骨格について解説する第6, 7章の3つの章で
構成されています。
　残る3つのセクションはいわば本書の“心臓”であり，教
育上大きな役割を持ちます。セクション1, 2の内容がこの
3つのセクションにつながります。セクション3は「下肢」
遠位部の「足部」についての解説からスタートします。こ
れは，学生は下肢について比較的学習しやすいという私自
身の経験に基づくものです。下肢についての知識が深ま
ると，残りの部位の学習に自信を持って取り組むことがで
きるでしょう。次のセクション4では「体軸部」について，
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最後のセクション5では「上肢」について解説します。
　セクション3, 4, 5では各身体部位と，各部位の運動を生
じさせる筋を取り上げます。各セクションでは，筋を運動
別にグループ分け（例：膝関節屈筋群）しながら個別に解説
していきます。また，身体運動の主動作筋について，名称・
位置・起始・停止・運動・神経支配を整理します。

本書の特徴
内容・情報の順序

本書の解説は基礎的な事項から始まり，どのステップも飛
ばさず，また後戻りすることなく，論理的に順序を踏みな
がら進みます。たとえば筋に関する章では，下肢から身体
の上部へと解説していきます。他の書籍では解説の順序が
逆になっていることもありますが，多くの学生にとっては
上肢よりも下肢のほうが学習しやすいため，本書ではあえ
てこの順番としています。下肢から学習を進めることに
よって，後に出てくる比較的難しい内容に自信をもって取
り組むことができるのです。

各章の構成
学習を手助けするために，各章では解説の順序も工夫して
います。前述したように，本書では個別の筋の起始・停
止・運動・神経支配を解説するだけでなく，筋群ごとの解
説も効果的かつ意味のある順序で加えています。たとえば
足関節の章では，まず下腿前部の筋群を取り上げてから，
次に下腿外側の筋群に触れ，最後に後面の2つの筋群を解
説しています。これら4つの筋群は，足関節の4つの運動

に各々関与しています。最初の3つの筋群とそれらが関与
する運動は比較的容易に理解ができますが，4つ目の筋群
はそうはいきません。この順序で解説することによって，
最後の筋群は最後の運動のみに関与するということを前提
に理解を深めることができるでしょう。

表
本書には，内容の要約や文献情報を示すさまざまな表が掲
載されています。表でまとめられている事項として，解剖
学的用語・運動・骨・骨のランドマーク・筋があります。
また本書では個々の筋だけでなく，筋群に関する表もいく
つも掲載しています。筋群に関する表では筋群全体をまと
め，その筋群が位置する部位の共通性を示しています。大
腿四頭筋を例に挙げると，筋を個別に思い出すよりも，脛
骨粗面に付着する4つの筋からなる膝関節伸展筋群として
思い出すほうが容易でしょう。ここに，筋の解説に表を用
いることの大きなメリットがあります。
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本書の使い方

 ■ 各章冒頭の「本章の目的」では，その章で学習する
内容と，重要なコンセプトを示しています。

 ■ 本文に登場する「重要用語」の中で大事なものにつ
いては太字で表記し，その定義を「用語解説」の
ページに記載しています。

 ■ 各章にある「理解度のチェック」は，重要なコンセ
プトについてじっくり考えたり，各項目での学習
内容を見直したりするのに役立つでしょう。

121頚部を動かす筋群

 理解度のチェック

1. 頚部のすべての関節を挙げなさい。
2. 頚部の関節を構成している骨を挙げなさい。
3. 頚部の6つの運動とは何か？

頚部を動かす筋群
本章の後半は頚部の筋群（起始・停止，作用方向，神経支配）
を学ぶことに焦点を当てる。筋は筋群として働くため，筋
群内の各筋はある程度の割合で体節（身体セグメント）を動
かすのに必要な力を供給する。その力の程度は各筋で同じ
ではない。さらに，各筋が寄与する力は体節の運動開始肢
位に依存して多様であり，運動範囲全体を通して変化する。
このことは，運動学の初学者を混乱させてしまうだろう。
したがって，本書は解剖学的肢位からの初期動作に基づい
て筋群をある程度選択してわかりやすくしている。
　筋群の分類は短縮性（求心性）活動（例：頚部屈筋群は短
縮性活動をすると頚部を屈曲させる）によって生じる動き
に基づいている。しかし，すべての筋は伸張性（遠心性）に
も等尺性にも活動しうることを忘れてはならない。読者は
また，各筋の表にある“その他の運動”の項目にも注意すべ
きである。その他の運動とは，ある筋が配置されている筋
群とは別の動きをいくらか補助するという意味である。一
部の筋では，その役割が無視できないほどに大きいために，
複数の筋群に登場する場合もある。
　前章の腰部の筋群と同様に，頚部の筋群（4つ）は頚部の
運動方向（6方向）よりも少ない。頚部の筋群は屈筋群・伸
筋群・回旋筋群・側屈筋群である。

頚部屈筋群
両側性に作用した場合に頚部を屈曲させる筋は4つある
（図13.6）。胸鎖乳突筋・前斜角筋・中斜角筋・後斜角筋
である。前・中・後斜角筋は一般にグループ化され，斜角

筋群と呼ばれる。本項の最後にある表13.2は頚部屈筋群
のまとめである。
　胸鎖乳突筋は頚部の前外側を走行し，胸骨柄と鎖骨近位
から起始して側頭骨の乳様突起に停止する（図13.7）。
　斜角筋群（前・中・後）は頚部の後外側の深部を走行する
（図13.8）。斜角筋群は全頚椎（C1-C7）の棘突起から起始
し，前・中斜角筋は第1肋骨に停止し，後斜角筋は第2肋
骨に停止する。

図13.6　頚部屈筋群

胸鎖乳突筋
Sternocleidomastoid

斜角筋群
Scalenes

図13.5　頚部の運動

回旋 側屈屈曲 中間位 伸展

この章を学ぶことで，以下のことができるようになる。

1.  頚部の関節の解剖についての知識を整理することができる。
2.  頚部の運動を理解できる。
3.  頚部筋群の名前と位置を特定できる。
4.  頚部筋群の起始・停止・神経支配を思い出すことができる。
5.  頚部筋群の作用によって生じる運動を実践できる。

本章の目的

CHAPTER 13

頚部
The Neck

13
© BraunS/E＋/Getty images.

頚部は，体幹と頭部の間にある部位である（図13.1）。腰
部と同様に，頚部の運動は実際には頚椎の椎体間関節の複
合的な運動によって生じる。環椎（C1）と後頭骨との間の
関節の運動も同様である。骨の配列と頚部筋群による活動
は，6方向の運動を生み出す。

頚部の関節
頚部には7つの関節がある。最も上位には，後頭骨と環椎
と呼ばれる“第1頚椎（C1）”の間に環椎-後頭関節がある（図
13.2）。この関節は，3つの構造で安定化している：環椎
後頭関節包，前環椎後頭膜（靱帯），後環椎後頭膜（靱帯）。

図13.1　頚部 図13.2　環椎-後頭関節

後頭骨
Occipital Bone

環椎（第1頚椎）
Atlas（C1）
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 ■ 本書には切り離し可能な「ワークブック」が付属し
ており，復習用の穴埋め問題などが含まれていま
す。人体の多種多様な骨と筋の機能を覚え，理解
するための教材になっています。

　本書がすべての読者にとって，アナトミカル・キネ
シオロジーを学ぶ際の必須の書となることを心から
願っています。必要に応じて読み返し，新たに知識を
蓄えるための資料として，皆さんの手元に置いて頂け
れば幸いです。

― マイケル・グロス
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氏名  　No.  　日付  

頚部
The Neck

図で示された項目に対応した解剖学的用語を語群から選んで空白欄に記入しなさい。

1.　頚部の関節

● 環軸関節　　　　● 椎体間関節　　　　● 環椎-後頭関節

2.　頚部の運動

● 回旋　　　　● 伸展　　　　● 側屈　　　　● 屈曲

CBA

A B C D

A. B. C. 

A. B. 

C. D. 
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運動学に関連する解剖
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この章を読み終えると，以下のことができるようになる。

1.  身体がどのように構成されているかを説明できる。
2.  解剖学用語を定義し，使用できる。
3.  身体の部位を覚えることができる。
4.  身体の面と回転軸の名称を言うことができる。
5.  身体の面と回転軸を一致させ，説明できる。

本章の目的

CHAPTER 1

解剖学の基礎
Fundamentals of Anatomy

1
© BraunS/E＋/Getty images.

本書のタイトルは， アナトミカル・キネシオロジー（Anatom-
ical kinesiology）である。“anatomical（解剖学的）”という
言葉は，生物の構造の学問を意味する。“kinesiology（運
動学）”という用語では，“kines”は“動き”を意味し， 
“-ology”は“～の学問”を意味する。したがって，キネシオ
ロジー（運動学）は身体の動きの学問である。アナトミカ
ル・キネシオロジー（解剖学的運動学）は，身体の動きに最
も関連する「構造」の学問である。さらに，生物構造の「機
能」の学問である生理学も学ぶ必要がある。この章は，全
身の解剖学と生理学の一般的な概要から始まり，解剖学的
運動学に最も関連する用語の解説で終わる。

身体の組織
人体を含むすべての生物には，組織の階層がある。この階
層は，構造単位と機能単位の複雑さが増すことを示してい
る。最も小さいものから最も大きいものまで，階層は以下
の順序となっている。

■ 細胞（Cell）
■ 組織（Tissue）
■ 器官（Organ）
■ 器官系（Organ system）
■ 個体（Organism）

細胞 Cell
細胞は生命の最小の機能単位である。細胞内にはより小さ
なパーツがあるが，“生命の単位”とはみなされない。細胞
は，究極的には生物のすべての機能を担っている。ただし，
1種類の細胞は1つの機能しか果たさない。したがって，
生物にはさまざまな機能を果たすために，いくつかの異な
る種類の細胞が存在する。たとえば，皮膚細胞と筋細胞は
完全に異なる役割を持っている。
　図1.1に示したものより単純なものもあるが， ほとんどの
種類の細胞には多くの共通点がある。すべての細胞には， 
細胞膜・細胞質・核という3つの主要な構成要素がある。
細胞膜は， その内部と外部にあるものとを隔てる半透過性
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の障壁として機能する。この障壁によって，一部の物質の
出入りを自由にし，その他の物質の出入りを制御できる。
　細胞質は，核を除く形質膜内のすべてを指す。細胞質に
は，細胞小器官・細胞骨格・細胞質基質が含まれる。細胞
小器官は，細胞の機能を共同して果たす構造の集まりであ
る。核も細胞小器官に分類されるが，細胞質の一部とはみ
なされない。核には，細胞の活動を制御する遺伝暗号
（DNA）が入っている。細胞骨格は，細胞の構造を支え，
細胞の中身を組織化する蛋白線維のネットワークである。
細胞質基質は，細胞内のすべての隙間を埋めるゲル状の物
質だが，核の内部にはない。

組織 Tissue
組織とは，類似した種類の細胞とその間を満たす細胞内（細
胞間）液または組織液と呼ばれる液体の集まりである。組
織には主に4つの種類がある。それらは，上皮性・結合性・
筋性・神経性である（図1.2）。上皮組織は内面と外面を
覆っている。上皮組織の代表的な例として皮膚があるが，
体腔や臓器の内側を覆う膜もまた上皮組織である。結合組
織は，まさに筋と骨をつなぐ腱のような，物体をつなぐ組
織である。結合組織は，組織の中で最も種類が多様であり，
骨・靭帯・軟骨・腱・脂肪組織などがある。
　神経組織と筋組織は，刺激に反応するように設計されて
いるため，興奮性組織とも呼ばれる。神経組織は高度に特

殊化されており，筋組織よりもはるかに広範囲の刺激に反
応する。基本的に神経組織とその細胞は，脳と身体の間の
伝達路を形成するためにさまざまな刺激に反応する。筋組
織が興奮すると，他の組織にはできないこと，つまり「収縮」
をする。筋収縮は，エネルギーを使い力学的な仕事をする。
言い換えると，筋収縮は物を動かすための力を生み出す。
　組織は「層」とも表現される。一般的な組織の層は，浅層
から深部に向かって，1）皮膚，2）皮下組織，3）筋層，4）
骨格層の順に並んでいる（図1.3）。一般的にこれらの層は
複数のタイプの組織を含んでいるが，その層の中で最も多
く含まれる組織が何かによって呼び方が決まる。

器官 Organ
器官は，単一の組織や細胞よりも複雑な機能を果たすさま
ざまな組織の集まりである。器官の例として心臓がある。
心臓の働きは，血液が血管を流れるための圧力をかけるこ
とである（図1.4）。一部は上皮組織であり，心臓をまとめ
る外殻を形成する。他の内部組織は，心腔の構造を形成す
る。その他の筋組織は，心腔内の血液を搾り出す。これら
の組織が共同で関与して血液に圧力をかけ，血液は血管を
流れてすべての細胞に供給される。

器官系 Organ system
器官系は，単一の器官よりもさらに複雑な役割を果たすた
めに連携して機能する器官の集まりである。たとえば，心
血管系は，血液・心臓・血管という3つの主要な器官の組
み合わせからなる（図1.5）。心血管系全体の基本的な働き
は，必要な物質を細胞に供給しつつ，排泄のために細胞か
ら老廃物を輸送することである。血液は，これらすべての

図1.1　典型的な細胞

細胞小器官
Organelle

核
Nucleus

細胞質
Cytoplasm

細胞膜
Cell membrane

図1.2　組織の種類

結合組織

筋組織 神経組織

上皮組織
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物質の輸送手段である。しかし，心臓が圧力をかけなけれ
ば，血液は全身に流れない。さらに，血液が細胞に直接物
質を送るためには血管が必要となる。したがって心血管系
の臓器は，より大きな機能を果たすために，いっしょになっ
て働き， 細胞・組織・器官・器官系の集合的な役割によ
り，最終的に膨大で驚くべき一連の能力を持つ生物（人）が
成り立つ。

 理解度のチェック

1. 「解剖学」または「生理学」という言葉は構造の学問として
定義されているか？

2. 次の用語を，最も複雑なものから最も単純なものへと正
しい順に並べ替えなさい。

 　組織　生物（個体）　細胞　器官　器官系
3. 生命の最小の基本単位は何か？
4. 4種類の組織とその基本的な機能は何か？

解剖学用語
解剖学を説明する用語の知識は必須である。議論と説明に
共通性をもたせるために，身体部位に標語または名前を付
ける必要がある。

体位
一般的な体位には，立位・坐

ざ い
位・臥

が い
位が含まれる。これら

の一般的な体位は容易に理解できるが，身体の各部位の相
対的な位置関係を示すものではない。解剖学的肢位はこの
ジレンマを解決する。
　解剖学的肢位は，体位の基準点となる（図1.6）。たとえ
ば，前面・後面・上面・底面・右側面・左側面と呼ばれる
ものを表現するには，基準点が必要である。ゴールドスタ
ンダードとして受け入れられている解剖学的肢位は，直立
して前を向き，手のひらが前を向くように前腕を回外させ
て体側に下垂させ，両足を揃えて脚をまっすぐに伸ばした
姿勢である。もう1つの立位は基本肢位と呼ばれるもので

あり，前腕を回内させて手のひらを体の側面に向けること
以外は，解剖学的肢位と同じである（図1.6）。基本肢位は
人の典型的かつ自然な姿勢であり，関節の動きを測定する
ときに使用される。
　背

は い が い
臥位と腹

ふ く が い
臥位は，横になる体位を示すために使用され

る一般的な用語である（図1.7）。背臥位とは，背中を接地
させて横になった状態を指す。腹臥位は反対に，体の前面
を接地させて横になった状態を指す。

方向を示す用語
身体部位の位置を表す用語がいくつかある（図1.8）。表1.1
は，これらの用語の定義をまとめたものである。方向を示
す用語のいくつかは，動物の研究に由来している。何年も
前，科学者たちは，種間の一般的な類似性を理解するため

図1.7　背臥位（左）と腹臥位（右）

図1.6　解剖学的肢位（左）と基本肢位（右）
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Section 2

骨とそのランドマーク
第 5 章 体軸骨格の骨   40

第 6 章 上肢の骨   47

第 7 章 下肢の骨   53



この章を読み終えると，以下のことができるようになる。

1.  頭蓋の骨の名前と位置をいえる。
2.  頭蓋の主な骨指標をいえる。
3.  脊柱の骨の名前と位置をいえる。
4.  脊柱の主な骨指標をいえる。
5.  胸郭の骨の名前と位置をいえる。
6.  胸郭の主な骨指標をいえる。

本章の目的

CHAPTER 5

体軸骨格の骨
The Bones of the Axial Skeleton

5
© BraunS/E＋/Getty images.

運動学を学ぶ学生にとって，この章と後続の6，7章で説
明する，骨と骨指標の理解は欠かすことができない知識で
ある。これらの知識は，関節や筋の起始・停止，そしてセ
クション3～5で説明される運動について理解するための

準備となる。ただし，取り上げる骨とその骨指標はアナト
ミカル・キネシオロジー（解剖学的運動学）の学習に重要な
内容に限られる。たとえば耳小骨は，運動学に直接的な役
割はないため，骨格の骨として列挙するにとどめる。

図5.1　頭蓋の骨
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頭蓋の骨
頭蓋には22個の骨があり（図5.1），これらの骨は顔面骨と
頭蓋骨に分類される。顔面骨には14個の骨がある。これ
には下顎骨1つ，上顎骨2つ，口蓋骨2つ，頬骨2つ，涙骨2つ，
鼻骨2つ，鋤骨1つ，下鼻甲介2つが含まれる。
　頭蓋骨には8個の骨がある。これらには前頭骨1つ，頭
頂骨2つ，後頭骨1つ，側頭骨2つ，蝶形骨1つ，篩骨1つが
含まれる。側頭骨と後頭骨には本書の学習に必要な骨指標
がある。側頭骨の乳様突起は耳の後方にある（図5.2）。後
頭骨の骨指標とその説明は図5.3に示されている。

 理解度のチェック

以下の例を含めて，頭蓋のすべての骨とその骨指標を見直
しなさい。
1. 頭蓋の骨で額にあたるのは何か？
2. 頭蓋の骨で上顎/下顎にあたるのは何か？
3. 後頭部で頭蓋の正中線の下端にある隆起は？
理解度のチェックの方法としては，これらを自分がわかる
よう図示し，名前を書き入れるのもよいだろう（うまく書く
必要はない）。

脊柱の骨
脊柱は5つの部位に分けられる。脊柱は頚部における頚椎，
胸郭における胸椎，腰部の腰椎，仙骨の仙椎，尾椎（尾骨）
からなる（図5.4）。椎骨は一般的に，頚椎は「C」，胸椎は
「T」，腰椎は「L」，仙椎は「S」，尾椎は「Co」と省略され，
上から下の順に番号が振られる。たとえば，頚椎の最上位
の椎骨は「C1」と呼ばれる。
　頚椎には比較的小さい7つの椎骨があり，頭蓋の底から
前弯を呈している。第1頚椎は環椎とも呼ばれ，頭部を支
えている。環椎は後頭骨と関節をなしている。また環椎は
他の椎骨と異なり，椎体をもたない。第2頚椎は軸椎と呼
ばれる。胸椎には12個の椎骨があり，後弯を呈している。
胸椎の椎骨は胸郭のすべての肋骨との関節も有している。
腰椎は5つあり，前弯を呈している。これらの椎体は最も
大きく，上半身のすべての重量を支えるとともに，大きな
筋群の強固な付着部となっている。椎体間には衝撃を吸収
する椎間板がある。各椎間板の外縁は硬い線維軟骨であ

図5.2　側頭骨とその骨指標

乳様突起
Mastoid process

骨指標 解説

乳様突起 耳の後方にある比較的大きな“隆起”

図5.3　後頭骨とその骨指標
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外後頭隆起 後方の骨の正中線の下端にある隆起

上項線 外後頭隆起の下方にある水平状の縁

下項線 上項線の下方にある触知できない水平の縁
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骨でもある。これは，仙骨が上面で第5腰椎（L5）と関節を
なし，かつ，外側で骨盤の2つの骨とも関節をなしている

からである。仙骨の重要な骨指標とその説明は図5.6に示
されている。

図5.5　典型的な椎骨とその骨指標
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Spinous process

椎弓板
Lamina

椎弓板
Lamina

椎弓根
Pedicle

骨指標 解説

椎体 体重を支持し，他の椎体と連なる主な部分

椎弓 椎孔を形成し，椎体の後方から伸びる弯曲した部分

椎孔 脊髄の通過孔

棘突起 椎弓の後面からの突起

横突起 椎弓の側面から外側に伸びる2つの突起

上関節突起 椎弓の上方から隣接する椎骨へ伸びる2つの突起

下関節突起 椎弓の下方から隣接する椎骨へ伸びる2つの突起

上関節面 上関節突起の関節面

下関節面 下関節突起の関節面

上椎切痕 椎弓の上面にある凹面

下椎切痕 椎弓の下面にある凹面

椎間孔 2つの隣接している椎骨の椎切痕により形成され，脊柱からの神経の出口となる通過孔
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Section 5

上　肢
第15章 肩関節   138

第16章 肘関節   153

第17章 手関節   161

第18章 手   169



この章を学ぶことで，以下のことができるようになる。

1.  肩関節についての知識を整理することができる。
2.  肩関節の運動を理解できる。
3.  肩関節の筋群の名前と位置を特定できる。
4.  肩関節の筋群の起始・停止・神経支配を思い出すことができる。
5.  肩関節の筋群の作用によって生じる運動を実践できる。

本章の目的

CHAPTER 15

肩関節
The Shoulder

15
© BraunS/E＋/Getty images.

肩は上腕と体幹が交わる部位である（図15.1）。肩関節は
球関節に分類され，人体の関節では最大の関節可動域をも
つ。肩関節の運動は骨と筋の構造から8方向に分けられる。

肩の関節
肩の主要な関節は肩甲上腕関節 Glenohumeral joint（GH
関節）である（図15.2）。肩甲上腕関節は14章で説明した肩
甲帯と分離して動く。他の肩関節として，肩甲胸郭関節（関
節構造ではない），肩鎖関節 Acromioclavicular joint（AC
関節），胸鎖関節 Sternoclavicular joint（SC関節）がある。
この3関節については14章（p.127）で解説している。
　肩甲上腕関節は上腕骨と肩甲骨の間の関節である（図
15.2）。この名称は肩甲骨関節窩（ソケット）と上腕骨頭
（ボール）の関係に由来している。股関節と同様に，関節唇
という線維軟骨が関節窩と上腕骨頭の適合性を高めてい
る。
　関節包が肩甲上腕関節を安定させている。関節の後方は
後方関節包によって安定しており，関節の前方は4つの異
なる靱帯（関節包靱帯）に分かれている（図15.3）。最上部
は肩甲骨の烏口突起と上腕骨頭をつなぐ烏口上腕靱帯であ
る。その下部には上関節上腕靱帯 Superior glenohumeral 図15.1　肩関節の全体像
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ligament（SGHL），中関節上腕靱帯 Middle glenohumeral 
ligament（MGHL）， 下関節上腕靱帯 Inferior glenohumeral 
ligament（IGHL）がある。これらの関節包靱帯は，肩甲骨
の関節窩と上腕骨頭をつなぐことで肩関節を安定させてい
る。もう1つ注意すべき靱帯に上腕横靱帯がある。この靱
帯は関節をまたぐのではなく，結節間溝の両脇に付着して
いる。上腕横靱帯の役割は，上腕二頭筋長頭腱を結節間溝
内に安定させることである。

肩関節の運動
肩甲上腕関節には8方向の運動があり，人体の中で最も可
動性が高い（図15.4）。この8方向の運動は伸展・屈曲（挙
上）・外転・内転・水平外転・水平内転・外旋・内旋であ
る。伸展と屈曲（挙上）は矢状面上の運動であり，前額軸で
生じる。外転と内転は前額面上の運動であり，矢状軸で生
じる。水平外転と水平内転は外転，内転と同じ意味をもつ
が，水平面上の運動であり，縦軸で生じる。内旋と外旋は
水平外転および内転と同じ平面と軸で生じる。
　肩甲上腕関節の平均可動域を表15.1にまとめた。伸展–

図15.2　肩甲上腕関節

上腕骨
Humerus

上腕骨頭
Humeral

head

鎖骨
Clavicle

肩甲骨
Scapula

関節窩
Glenoid fossa

図15.3　肩甲上腕関節周辺の靱帯

烏口上腕靱帯
Coracohumeral

 ligament
上関節上腕靱帯

Superior GH
 ligament

中関節上腕靱帯
Middle GH

 ligament
下関節上腕靱帯

Inferior GH
 ligament

図15.4　肩関節の運動
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　肩関節の筋群は8方向の運動に対応して，屈筋群・伸筋
群・外転筋群・内転筋群・水平内転筋群・水平外転筋群・
外旋筋群・内旋筋群の8つに分けられる。

肩関節屈筋群
肩関節の屈曲（挙上）には主に三角筋前部線維・大胸筋鎖骨
部・烏口腕筋・上腕二頭筋（短頭）の4つが作用する（図
15.9，表15.2）。
　三角筋前部線維は肩関節の前面を覆っており，鎖骨遠位
1/3から起こり上腕骨の三角筋粗面に停止する（図15.10）。
　大胸筋鎖骨部は胸郭上外側の胸部の表面に位置する（図
15.11）。鎖骨の近位1/3から斜めに走行し，上腕骨の結節
間溝の外側縁（上腕骨大結節稜）に停止する。
　烏口腕筋は上腕骨の内側を通る比較的細長い筋である
（図15.12）。烏口腕筋は肩甲骨の烏口突起から起始し上腕
骨骨幹部の内側に停止する。
　上腕二頭筋は肩関節の表面を横切り上腕骨前面を通り，
肘関節をまたぐ二関節筋である（図15.13）。上腕二頭筋は
2つの線維（二頭）があり，このうち短頭だけが屈曲に作用
する。烏口突起から起こり，長頭と合流したのち，橈骨前
面の橈骨粗面に停止する。

図15.10　三角筋前部線維

起始

鎖骨遠位1/3

停止

三角筋粗面

その他の運動

肩関節の水平内転

神経支配

腋窩神経

図15.9　肩関節屈筋群

大胸筋鎖骨部
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烏口腕筋
Coracobrachialis
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三角筋前部線維
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 理解度のチェック

表15.2に肩関節屈筋群のまとめを示す。また，理解を深め
るための確認事項を以下に挙げる。
1. 肩関節屈筋群を構成している筋を挙げなさい。
2. これらの筋群が伸張性（遠心性）に作用するとどのような
運動が起こるか？

3. これらの筋群はどこに位置するか？

肩関節伸筋群
肩関節の伸展には主に三角筋後部線維と上腕三頭筋が作用
する（図15.14，表15.3）。
　三角筋後部線維は肩関節の後面を覆っており，肩甲骨の
肩甲棘から起こり，三角筋粗面に停止する（図15.15）。

表15.2　肩関節屈筋群

筋 起始 停止 神経支配

三角筋前部線維 鎖骨遠位1/3 三角筋粗面 腋窩神経

大胸筋鎖骨部 鎖骨近位1/3 結節間溝の外側縁（上腕骨大結節稜） 胸筋神経

烏口腕筋 烏口突起 上腕骨骨幹部内側
筋皮神経

上腕二頭筋（短頭） 烏口突起 橈骨粗面

図15.14　肩関節伸筋群

上腕三頭筋長頭
Long head

of the
triceps
brachii

三角筋後部線維
Posterior
deltoid

図15.15　三角筋後部線維
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氏名  　No.  　日付  

図で示された項目に対応した解剖学的用語を語群から選んで空欄に記入しなさい。

1.　足関節

● 遠位脛腓関節　　　　● 距腿関節　　　　● 距骨下関節

A. B. C. 

足関節
The Ankle

2.　足関節の動き

● 底屈　　　　● 背屈　　　　● 内反　　　　● 外反

A. B. 

C. D. 

A

B

C

A

C D

B
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3.　足関節の筋群

● 前脛骨筋　　● 長母趾伸筋　　● 長趾伸筋　　● 短腓骨筋　　● 長腓骨筋
● 第3腓骨筋　　● 腓腹筋　　● ヒラメ筋　　● 足底筋　　● 後脛骨筋

A. B. C. 

D. E. F. 

G. H. I. 

J. 

A B C D E

F G H I J



用語解説

© BraunS/E＋/Getty images.

あ
アナトミカル・キネシオロジー
［英］Anatomical kinesiology　健康と“ウェルネス”に関連
する人の解剖と身体の動きを扱う学問
鞍関節（あんかんせつ）
［英］Saddle joint　骨の端の曲率が鋭く，鞍（くら）に似てい
る関節

安定筋（あんていきん）
［英］Stabilizer　多面上での運動中，身体やその一部分を安
定させる筋

い
一般的な組織の層（いっぱんてきなそしきのそう）
［英］General layers of tissue　体内の組織に存在する，皮
膚・皮下組織・筋・骨格の4つの層

う
烏口肩峰靱帯（うこうけんぽうじんたい）
［英］Coracoacromial ligament　烏口突起と肩峰に広がる，
強い三角形状の靱帯

烏口鎖骨靱帯（うこうさこつじんたい）
［英］Coracoclavicular ligament　鎖骨と肩甲骨の烏口突起
をつなぐ靱帯
烏口上腕靱帯（うこうじょうわんじんたい）
［英］Coracohumeral ligament　肩関節包上部を補強する
広い靱帯
烏口腕筋（うこうわんきん）
［英］Coracobrachialis　肩関節にある細長い筋
羽状筋（うじょうきん）
［英］Bipennate　斜めに配置された線維が，その両端で中
心腱に収束している筋

運動（うんどう）
［英］Motion　組織・関節・四肢などの身体の部位が動くこ
と
運動器（うんどうき）
［英］Motor　身体運動に影響または変化を引き起こす可能
性がある組織。すべての筋と皮膚が含まれる。
運動単位（うんどうたんい）
［英］Motor unit　運動ニューロンと骨格筋線維からなる単

位
運動ニューロン（うんどうにゅーろん）
［英］Motor neuron　脊髄と脳内にある，運動に特化した部
位

運動領域（うんどうりょういき）
［英］Motor division　神経システム周辺の部位（本書では
Motor divisionを運動神経としている）。

え
遠位（えんい）
［英］Distal　四肢や骨のように，体の中心または付着点から
離れた場所

遠位脛腓関節（えんいけいひかんせつ）
［英］Distal tibiofibular joint　腓骨の遠位端内側の粗い凸
面と，脛骨外側の粗い凹面から形成される関節

遠位後脛腓靱帯（えんいこうけいひじんたい）
［英］Distal posterior tibiofibular ligament　足関節の後
方に位置し，脛骨と腓骨を固定している靱帯

遠位指節間関節（えんいしせつかんかんせつ）
［英］Distal interphalangeal（DIP）joint　指骨の2番目（中
間）と3番目（遠位）の間にある関節

遠位尺側（内側）手根側副靱帯（えんいしゃくそく（ないそく）
しゅこんそくふくじんたい）
［英］Distal ulnar collateral ligament　尺骨茎状突起と複
数の手根骨に付着し，手くびの内側を安定させる靱帯

遠位前脛腓靱帯（えんいぜんけいひじんたい）
［英］Distal anterior tibiofibular ligament　足関節の前方
にあり，脛骨と腓骨を安定させる靱帯

遠位橈側（外側）手根側副靱帯（えんいとうそく（がいそく）しゅ
こんそくふくじんたい）
［英］Distal radial collateral ligament　手くびの外側にあ
り，橈骨と舟状骨を安定させる靱帯

円回内筋（えんかいないきん）
［英］Pronator teres　前腕の回内を担う，前腕の近位にあ
る狭い筋

遠心性ニューロン（えんしんせいにゅーろん）
［英］Efferent neuron　中枢神経系から運動器（筋や皮膚）へ
効果的な情報（信号）を伝えるニューロン。下行性ニューロン
とも呼ばれる。

延髄（えんずい）
［英］Medulla oblongata　脳の後部にあり，自律機能をコ


