
クリニカルキネシオロジー　正誤表　(2021年8月4日付) 株式会社ガイアブックス

頁 段／行／図／表 誤 正

6 右段／下から1行目 足根関節 足関節

8 左段／下から3行目 手根関節 手関節

8 左段／下から2行目 足根関節 足関節

8 左段／下から2行目 手根関節 手関節

8 左段／下から1行目 足根関節 足関節

8 右段／図1-10 E 手根関節の橈側外転 手関節の撓屈

8 右段／図1-10 F 手根関節の尺側外転 手関節の尺屈

11 左段／上から14-15行目 回旋 運動

22 左段／下から7行目 椎間円盤 椎間円板

22 右段／上から2行目 髄液 滑液

23
表3-2 左から4段目／上か
ら5行目

母指CMC 母指CM

24 右段／上から4行目 中手指節（MCPまたはMP）関節 中手指節MP関節

24 右段／上から7行目 手根中手（CMCまたはCM）関節 手根中手CM関節

33
左段／図4-1　キャプショ
ン

指のMCP関節 指のMP関節

33
左段／図4-2　キャプショ
ン

母指のCMP関節 母指のCM関節

33 右段／上から1行目 （CMP）関節 （CM）関節

38 右段／下から2行目 母指手根中手（CMC）関節 母指手根中手CM関節

44 右段／上から12-13行目 中手指節（MCPまたは、MC）関節 中手指節MP関節

47 左段／上から4行目 進展 伸展

47 左段／下から8行目 (gravityeliminated) (gravity-eliminated)

49 右段／上から3行目 屈曲 伸展

51 左段／上から７行目 橈側偏位 橈屈

51 左段／上から8行目 尺側偏位 尺屈

55 左段／図6-4 後角 後根

55 左段／図6-4 後根 後角

59
右段／図6-12　キャプショ
ン

脊堆を保護する骨 脊髄を保護する骨

65 左段／図6-22 筋皮神経 腋窩神経

65 左段／図6-22 腋窩神経 筋皮神経

66 左段／図6-23 三角筋 小円筋

66 左段／図6-23 小円筋 三角筋

70 左段／図6-32 後頸骨筋 後脛骨筋

70 左段／図6-32 外側足底神経 内側足底神経

70 左段／図6-32 内側足底神経 外側足底神経

104 右段／図8-25 B 力　軸 力　軸　（※文字切れ）

118 左段／図9-7 烏口肩峰靱帯 烏口鎖骨靱帯

118 右段／図9-8 肩鎖関節 肩鎖靱帯

133 左段／図10-3 棘上窩 棘下窩



頁 段／行／図／表 誤 正

133 左段／図10-3 棘下窩 棘上窩

138
右段／下から11行目（表 :
棘下筋）

肩甲骨の棘上筋 肩甲骨の棘下筋

166
左段／下から11行目（表 :
長橈側手根伸筋）

第中手骨2底 第2中手骨底

167 右段／図12-14 尺側手根屈筋 長掌筋

167 右段／図12-14 長掌筋 尺側手根屈筋

192 左段／上から4行目 屈曲 伸展

206 図14-20 顎二腹筋(前腹)と 顎二腹筋(前腹)と　（※文字切れ）

207 右段／図14-23 内側翼突筋 内側翼突筋　（※文字カスレ）

214 左段／図15-4 棘突起 棘突起　（※文字切れ）

216 図15-10　頸椎 側面 頚椎 下関節突起

254 図17-23 A 恥骨結合 中間位

254 図17-23 A 中間位 恥骨結合

272 左段／上から4行目 大殿筋 中殿筋

283 右段／下から3行目 持たないため 持つため

288 右段／図19-14 後十字靱帯 外側半月

288 右段／図19-14 外側半月 脛骨の関節面

288 右段／図19-14 脛骨の関節面 後十字靱帯

291 右段／図19-19 半膜様筋 半腱様筋

291 右段／図19-19 半腱様筋 半膜様筋

305 右段／図20-8 腓骨 距骨

305 右段／図20-8 距骨 腓骨

308 左段／下から5行目 （後距腓靱帯） （後脛距靱帯）

308 右段／図20-14 後距腓靱帯 後脛距靱帯

308 右段／図20-14 前距腓靱帯 前脛距靱帯

309 左段／上から2行目 我々は、第1および第5中足骨の 我々は、踵骨の基部から第1および第5中足骨の

314 右段／下から1行目 内返し/外返しの役割はない。 外返しには補助的な役割のみを担う。

340 右段／上から1行目 歩調 ケイデンス

342 右段／上から6行目 過伸展 伸展

361
左段／下から7行目　（1章
12）

外転 外旋

374
右段／下から16行目　（20
章4）

後距腓靱帯 後脛距靱帯

374
右段／下から3行目　（20
章10）

後頸骨筋 後脛骨筋


