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第１２回解答 

9-51 （1）  ○ 

   （2）  ○ 

 （3）  × 

 （4）  × 

   （5）  ○ 

9-54 (1) c. コレステロール 

    (2) i. 胆道 

    (3) f. ビリルビン 

    (4) j. 胆のう 

    (5) h. 胆管 

    (6) g. 肝内 

       4-6順不同 

    (7) e. 中年 

    (8) b. 女 

    (9) d. 胆のう癌 

    (10) a. 5～7 

9-57 (1) i. 膵頭 

    (2) h. 膵体 

    (3) j. 膵尾 

    (4) g. 膵管 

    (5) c. 主乳頭 

    (6) f. 副乳頭 

       5,6順不同 

    (7) e. 胆汁 

    (8) d. 総胆管 

    (9) a. 外分泌 

    (10) b. 内分泌 

9-63 (1) b. アルブミン 

      (2) j.  低下 

      (3) d. ネフローゼ 

(4) a. Na 

(5) e. 急性・慢性糸球体腎炎 

(6) f. 急性・慢性腎不全 

    5,6順不同 

9-63  (7) i. 腎働脈狭窄 

(8) g. 腎血管性 

    (9) h.  腎実質性 

      (10) c.  減塩 

9-64 （1）  ○ 

 （2）   ○ 

    （3）   ○ 

    （4）   × 

 （5）   × 

9-65 （1） c. 循環器症状 

    （2）  ｂ. 消化器症状 

     (3)  e. 貧血症状 

(4)  d. 神経症状 

(5)  a. 呼吸器症状 

9-69 (1)  f. 加齢 

(2)  ａ.  50 

(3)  ｂ.  90 

(4)  j.  膀胱刺激期 

(5)  g. 残尿期 

(6)  i.  尿閉期 

(7)  e. 頻尿 

(8)  c. 残尿感 

(9)  h. 尿閉 

(10)  d. 内視鏡的 

9-71 （1）  × 

    （2）  × 

    （3）  ○ 

    （4）  ○ 

    （5）  ○ 

9-74 (1) a. 2 年 

    (2) g. 精子 

    (3) f. 精液路 

    (4) j. 卵管 

    (5) i. 無排卵 
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9-74 (6) e. 子宮内膜症 

   (7) d. 子宮内膜炎 

      5-7順不同 

   (8) c. 原発性不妊 

   (9) h. 続発性不妊 

   (10) b. 人工授精 

9-78 (1)  × 

    (2)  × 

    (3)  ○ 

    (4)  ○ 

    (5)  ○ 

9-90 (1)  ○ 

    (2)  × 

    (3)  ○ 

    (4)  ○ 

    (5)  × 

9-95 (1) Ａ  

(2)  Ｃ  

(3)  Ｂ  

(4)  Ａ  

(5)  Ａ  

(6)  Ｂ  

(7)  Ｃ  

(8)  Ａ  

(9)  Ｂ  

(10)  Ｃ 

9-96 (1)  Ａ  

(2)  Ｂ  

(3)  Ａ  

(4)  Ｃ  

(5)  Ｂ  

(6)  Ａ  

(7)  Ｃ  

(8)  Ｂ  

(9)  Ｃ  

9-96 (10)  Ａ 

10-1 （1） 卵抱刺激ホルモン 

 (2) 黄体形成ﾎﾙﾓﾝ 

    （3） 成熟卵胞 

    （4） 排卵 

    （5） 精子 

    （6） 子宮膣部 

    （7） 子宮腔 

    （8） 卵管 

    （9） 卵管膨大部 

    （10） 受精 

    （11） 着床 

10-5 (1) 娩出期 

    (2) 前駆期 

    (3) 後産期 

    (4) 開口期 

10-10 （1） 繊毛 

 （2）  膨大 

 （3） 嚢胞 

    （4） 全胞状奇胎 

    （5） 部分胞状奇胎 

    (6) 尿中ｈCG 値 

(7)  超音波断層法 

   6,7 順不同 

10-13 （1） 20 

 （2）  12 

 （3）  たんぱく尿 

 （4）  偶発合併症 

    （5）  浮腫 

10-20 （1） 羊膜 

 （2）  脱落膜 

 （3）  絨毛膜 

 （4）  羊水中 

 （5）  母体 

    （6）  胎児 

 



3 

 

10-22 (1) 二絨毛膜二羊膜 

    (2) 一絨毛膜二羊膜 

    (3) 一絨毛膜一羊膜 

10-37 (1)  胎児高血糖 

（2） 多胎妊娠 

   1,2 順不同 

(3) 胎児尿 

(4) 無脳児 

(5) 水頭症 

   4,5 順不同 

(6) 食道閉鎖 

(7) 十二指腸閉鎖 

   6,7 順不同 

10-45 (1) 部分的 

    (2) 全面的 

    (3) 常位胎盤早期剥離 

    (4) 妊娠高血圧症候群 

    (5) 胎盤機能不全 

    (6) 絨毛羊膜炎 

       4-6 順不同 

 

 


