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論  文 

 
〔原 著〕 
 
Mukaigasa K, Sakuma C, Okada T, Homma S, Shimada T, Nishiyama K, Sato N, Yaginuma H. Motor 
neurons with limb-innervating character in the cervical spinal cord are sculpted by apoptosis based on the Hox 
code in chick embryo. Development. 201712; 144(24):4645-4657. 
 
〔その他〕 
 
八木沼洋行, 松村讓兒, 藤山文乃, 中村桂一郎, 網塚憲生, 一條裕之, 瀬藤光利, 柴田昌宏, 渡辺雅彦. 若
手育成に関するアンケート調査の結果報告（2017年3月）. 解剖学雑誌. 201709; 92:2-8. 
 

著 書・訳 書 

 
八木沼洋行 訳. 第1章～第4章. In: Crossman AR, Neary D 著. 水野 昇, 野村 嶬 監訳. イラストレイテッ

ドカラーテキスト 神経解剖学 原著第5版. 東京: 三輪書店; 201711. p.1-53. 
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