
4 目　次

CONTENTS

5目　次

執筆者一覧  2

はじめに 大原 國章 3

模式図の凡例  7

　センチネルリンパ節生検とは？ 清原 祥夫・山﨑 直也 10

　臨床経験からみたリンパ流 大原 國章 18

　左側頭部→左耳前部 安江 敬 30

　右側頭部→右耳後部 安江 敬 32

　左頭頂部→左耳後部 中村 泰大・藤沢 康弘・大塚 藤男 34

　右頭頂部→右頸部・右耳後部 池田 哲哉 36

　左頸部→左深頸・左顎下・頤下・右浅頸 浅越 健治 38

　右頸部→頤下 浅越 健治 40

　左耳介→左耳後部・左耳下腺部 浅越 健治 42

　左前額部→左耳前部 山﨑 直也 44

　左眉毛上部→左耳下・左浅頸 石原 剛 46

　眉間→両側耳下・両側後顎下 石原 剛 48

　左下眼瞼→左前頸部 安江 敬 50

　左鼻孔→右顎下・左顎下・左浅頸 浅越 健治 52

　下口唇→頤下 石原 剛 54

　左頰部→頤下・左顎下・左浅頸・左耳下腺下極部 石原 剛 56

　右頰部→右耳下 中村 泰大・藤沢 康弘・大塚 藤男 58

　右頰部→右耳下・右顎下 石原 剛 60

　右こめかみ→右耳前部 石原 剛 62

　右こめかみ→右耳前部・右浅頸 石原 剛 64

　左こめかみ→左顎下 大原 國章 66

　左拇指爪部→左腋窩 石原 剛 70

　左拇指爪部→左腋窩 山﨑 直也 72

　右拇指爪部→右腋窩 山﨑 直也 74

　右拇指（MP関節部）→右腋窩 金子 高英 76

　左示指→左肘・左腋窩 浅越 健治 78

　左示指爪部→左外側腋窩 石原 剛 80

　左示指爪部→左腋窩・左鎖骨上窩 宇原 久 82

　右示指爪部→右腋窩 中村 泰大・藤沢 康弘・大塚 藤男 84

　右中指→右腋窩・右鎖骨上窩 田口 理史 86

　右中指爪部→右肘窩・右腋窩 石原 剛 88

　右小指爪部→右肘窩・右腋窩 宇原 久 90

　左手掌→左深肘 石原 剛 92

　右前腕→右腋窩 清原 祥夫 94

　右上腕→右腋窩 中村 泰大・石川 雅士・大塚 藤男 96

　左胸部→左腋窩 藤沢 康弘・中村 泰大・大塚 藤男 100

　左前胸部→左腋窩・左鎖骨窩 清原 祥夫 102

　左前胸部→左腋窩 山﨑 直也 104

　胸部（正中）→左腋窩 中村 泰大・藤沢 康弘・大塚 藤男 106

　胸部（正中）→両側腋窩 大原 國章 108

　左下腹部（臍の横）→左腋窩 宇原 久 110

　右側腹→右腋窩・右鼠径 前川 武雄 112

　右側腹→腋窩の前下方 大原 國章 114

　下腹部（正中やや左寄り）→左鼠径 山﨑 直也 116

　右下腹部→右鼠径 清原 祥夫 118

　下腹部（正中）→両側鼠径 大原 國章 120

　右肩→右鎖骨窩 清原 祥夫 124

　背部（正中）→両側腋窩 清原 祥夫 126

　背部（正中）→右鼠径・左鼠径・左腋窩 岩田 浩明 128

　腰部（正中）→両側鼠径 八田 尚人 130

　左腰部→左腋窩 安江 敬 132

　左臀部→左鼠径 藤沢 康弘・中村 泰大・大塚 藤男 134

　左臀部→左鼠径 大原 國章 136

　右臀部→右鼠径 池田 哲哉 138

　下腹部（正中：陰茎直上）→両側鼠径 山﨑 直也 142

　恥骨部→両側鼠径 清原 祥夫 144

　恥骨部～陰囊→両側鼠径 八田 尚人 146

第1章　総 論 9

第2章　各論 1（頭頸部） 29

第3章　各論 2（上肢） 69

第4章　各論 3（胸腹部） 99

第5章　各論 4（背腰臀部） 123

第6章　各論 5（陰股部） 141



6 目　次 7目　次

　右大陰唇→右鼠径 神谷 秀喜 148

　右大陰唇～小陰唇→右鼠径 金子 高英 150

　陰核→両側鼠径 大原 國章 152

各論 6-1　Ｐ領域  156

　左踵→左膝窩・左鼠径 八田 尚人 156

　左踵→左膝窩・左鼠径 宇原 久 158

　左踵→左鼠径 石原 剛 160

　左踵→左膝窩 石原 剛 162

　左踵→左膝窩・左鼠径 師井 洋一 164

　左踵→左膝窩・左鼠径 師井 洋一 166

　左踵→左鼠径・外腸骨 師井 洋一 168

　右踵→右膝窩・右鼠径 八田 尚人 170

　右踵→右膝窩・右鼠径 竹之内 辰也 172

　右踵→右膝窩・右鼠径 石原 剛 174

　右踵→右膝窩・右鼠径 石原 剛 176

　右踵→右膝窩・右鼠径 金子 高英 178

　右踵→右鼠径 廣瀬 寮二 180

　左外踝→左膝窩・左鼠径 田口 理史 182

　右外踝→右鼠径 中村 泰大・石川 雅士・大塚 藤男 184

　左下腿（後面）→左鼠径 石原 剛 186

　左下腿（後面）→左鼠径 中村 泰大・石川 雅士・大塚 藤男 188

　右下腿（後面）→右鼠径 石原 剛 190

　右下腿（後面）→右鼠径 八田 尚人 192

各論 6-2　拇趾  194

　左拇趾爪部→左鼠径 中村 泰大・大塚 藤男 194

　左拇趾爪部→左鼠径 清原 祥夫 196

　右拇趾爪部→右鼠径 山﨑 直也 198

　右拇趾爪部→右鼠径 中村 泰大・大塚 藤男 200

　右拇趾→右鼠径 石原 剛 202

各論 6-3　拇趾以外の足趾  204

　左 4趾爪部→左鼠径 中村 泰大・藤沢 康弘・大塚 藤男 204

　右 4趾→右鼠径 山﨑 直也 206

　左 5趾→左鼠径 石原 剛 208

　左 5趾→左鼠径 石原 剛 210

各論 6-4　その他  212

　左大腿（後面）→左鼠径 池田 哲哉 212

　左大腿（外側）→左鼠径 山﨑 直也 214

　右大腿（内側）→左鼠径 清原 祥夫 216

　左足底→左鼠径 石原 剛 218

　左足底→左鼠径 藤沢 康弘・中村 泰大・大塚 藤男 220

　左足底→左鼠径 池田 哲哉 222

　左足底→左鼠径 石原 剛 224

　右足底→右鼠径 中村 泰大・石川 雅士・大塚 藤男 226

　右足底（土踏まず）→右鼠径 藤沢 康弘・中村 泰大・大塚 藤男 228

　右足底（内側）→右鼠径 石原 剛 230

索引  232

第7章　各論 6（下肢） 155

L R LR

【模式図の凡例】


