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第１０回解答 

8-1 （1）d. 心筋梗塞 

  （2）e. 狭心症 

       1,2順不同 

  （3）l. 心筋症 

  （4）f. 心筋炎 

       3,4順不同 

  （5）a. 各種不整脈 

  （6）h. 心房中隔欠損 

  （7）k. 心室中隔欠損 

       6,7順不同 

  （8）m. 動脈瘤 

  （9）b. 大動脈解離 

       8,9順不同 

  （10）c. 動脈硬化 

  （11）i. 血管閉塞 

       10,11 順不同 

  （12）g. 静脈血栓 

  （13）j. 静脈瘤 

8-5 (1) b. 右心系 

  (2) g. 左心系 

       1,2順不同 

  (3) h. 心拍出量 

  (4) e. 血液ガス 

  (5) a. 右室 

  (6) f. 左室 

       5,6順不同 

  (7) c. 冠動脈造影 

  (8) i. 閉塞 

  (9) d. 狭窄 

  (10) j. 攣縮 

8-6 (1) d. 形態 

  (2) b. 機能 

      1,2順不同 

  (3) e. 血液動態     

8-6  (4) f. 心腔内のシャント  

   (5) g. 壁の厚さ 

   (6) h. 弁の性状 

   (7) a. 壁運動 

   (8) i. 弁狭窄 

   (9) c. 逆流の有無 

      4-9順不同 

8-8 (1) e. 先天性心疾患 

  (2) d. 心弁膜症 

      1,2順不同 

  (3) c. 収縮期雑音 

  (4) a. 拡張期雑音 

  (5) f. 連続性雑音 

  (6) b. 機能性雑音 

8-13 (1) a. MVR 

  (2) c. PTMC 

  (3) d. OMC 

8-16 (1) b. リウマチ熱 

  (2) f. 僧帽弁逸脱症候群 

  (3) g. 弁破壊 

  (4) e. 穿孔 

     3,4順不同 

  (5) d. 心筋梗塞 

  (6) c. 左心不全 

  (7) b. 右心不全 

     6,7順不同 

8-18 (1) c. 心房中核欠損症 

   (2) b. 心室中核欠損症 

   (3) e. 動脈管開存症 

      1-3順不同 

   (4) a. ファロー四徴症 

   (5) f. 肺動脈弁狭窄症 

   (6) d. 大動脈弁狭窄症 

      5,6順不同 
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8-26 (1) a. 狭窄病変 

   (2) e. 酸素 

   (3) c. 胸痛 

   (4) d. 胸部圧迫感 

      3,4順不同 

   (5) b. 狭心症 

   (6) f. 心筋梗塞 

8-29 （1）b. 栄養指導 

 （2）g. 生活習慣の改善 

 （3）d. ニトログリセリン製剤 

 （4）f. 硝酸薬 

 （5）c. β遮断薬 

 （6）a. Ca桔抗薬 

 （7）b. PTCA・PCI 

 （8）h. 大動脈冠動脈バイパス術 

          （CABG） 

8-33 (1) f. 心内膜 

   (2) j. 弁膜 

   (3) h. 難治性 

   (4) d. 基礎心疾患 

   (5) g. 糖尿病  

   (6) c. 悪性腫瘍 

   (7) b. ステロイド治療 

      5-7順不同 

   (8) e. 起因菌 

   (9) i. 敗血症 

   (10) a. DIC 

8-36 (1)  × 

   (2)  ○ 

   (3)  × 

   (4)  ○ 

   (5)  ○ 

   (6)  ○ 

   (7)  ○ 

 

8-37 （1）  ○ 

    （2）  ○ 

    （3）  × 

    （4）  ○ 

    （5）  ○ 

8-39 (1) f. 呼吸困難 

   (2) d. 起坐呼吸 

   (3) b. 咳漱 

   (4) e. 血痰 

   (5) a. 易疲労感 

      1-5順不同 

   (6) j. 浮腫 

   (7) h. 体重増加 

   (8) i. 尿量減尐 

   (9) c. 肝腫大 

   (10) g. 食欲不振 

      6-10順不同 

8-42 (1) d. 被殻出血 

   (2) b. 視床出血 

   (3) a. 橋出血 

   (4) c. 小脳出血 

8-43 (1) d. 破壊 

   (2) b. 脳塞栓 

   (3) a. アテローム血栓性 

        脳梗塞 

   (4) c. ラクナ梗塞 

      3,4順不同 

8-44 (1) b. 硬膜 

   (2) a. クモ膜 

     1,2順不同 

   (3) e. 頭部外傷 

   (4) c. 数か月 

   (5) d. 静脈 
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8-45 (1) a. CT 

   (2) f. 脳浮腫 

   (3) e. 促進 

   (4) c. 血圧低下 

   (5) j. 被殻出血 

   (6) h. 皮質下出血 

   (7) d. 小脳出血 

      5-7順不同 

   (8) b. 血圧コントロール 

   (9) g. 脳浮腫コントロール 

      8,9順不同 

8-48 (1) j. 片麻痺 

   (2) h. 半身感覚障害 

   (3) i. 半盲 

   (4) d. 失語 

      1-4順不同 

   (5) e. 失行 

   (6) f. 失認 

   (7) a. ホルネル症候群 

   (8) c. 眼瞼下垂 

   (9) g. 縮瞳 

   (10) b. 眼球陥凹 

      8-10順不同 

8-49 (1) c. 脳卒中 

   (2) b. 脳血管造影 

   (3) a. ウィリス動脈輪 

 

 

 


