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第１３回解答 

10-56 (1) ｇ. 先天異常 

(2) b. 羊水過多 

(3) k. 双胎 

(4) e. 児頭骨盤不均衡 

     3,4順不同 

(5) i. 収縮阻害 

(6) d. 機能不全 

(7) f. 巨大児 

(8) a. 水頭症 

(9) j. 軟産道強靭 

(10) l. 狭骨盤 

(11) h. 骨盤内腫瘍 

(12) c. 胎位・胎勢 

10-59 （1） 初産婦 

    （2） 経産婦 

 （3） 胎児仮死 

 （4） 微弱陣痛 

    （5） 軟産道強靭 

 （6） 回旋異常 

10-63 （1）第 4度会陰裂傷 

 （2）第 1度会陰裂傷 

 （3）第 3度会陰裂傷 

 （4）第 2度会陰裂傷 

10-69 （1） 新生児仮死 

 （2） 啼泣 

 （3） 自発呼吸 

 （4） 低酸素血 

    （5） 循環 

 （6）アプガー・スコア 

    （7） 6～7 

10-71 （1） 肺サーファクタン卜 

    （2） 呻吟 

    （3） チアノーゼ 

10-71 （4） 陥没 

    （5） 多 

       4,5順不同 

 （6） 人工換気 

    （7） 循環障害 

    （8） 肺サーファクタン卜補充 

10-73 （1） 血液型不適合 

 （2） 新生児溶血 

    （3） Rh式血液型不適合 

    (4) 水腫 

    (5) 黄疸 

    (6) 貧血 

      4-6順不同 

    (7) 光線 

    (8) 交換輸血 

10-83 (1) × 

    (2)  ○ 

    (3)  ○ 

    (4)  × 

    (5)  ○ 

11-4 (1)  ○ 

    (2)  × 

    (3)  ○ 

    (4)  × 

    (5)  ○ 

11-6 （1） 朝のこわばり 

 （2） 近位指節 

 （3） 中手指骨 

 （4） 大 

    （5） 遠位指節 

    (6) ボタン穴 

    (7) スワンネック 

     6,7順不同 
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11-6 (8) 外反母趾 

    (9) 槌趾 

    (10) 頸椎環軸関節脱臼 

      8-10順不同 

11-11 （1）  × 

    （2）   ○ 

 （3）   × 

    （4）   ○ 

11-13 (1) 単関節 

(2)  母趾中足趾（MTP） 

(3)  重症化 

(4)  尿酸 

(5)  滑膜 

(6)  アキレス腱 

(7)  関節周囲 

(8)  耳介 

5-8順不同 

(9)  皮下結節 

(10)  破壊 

(11)  コルヒチン 

11-18 (1)  急性熱性 

(2)  血管炎 

(3)  皮膚 

(4)  粘膜 

(5)  リンパ節 

3-5順不同 

     (6) 粘膜皮膚リンパ節 

(7)  乳幼児 

(8)  冠動脈瘤 

(9)  狭窄 

(10) 血栓形成 

(11) 突然死 

11-21 （1）○ 

 （2）× 

 

11-21（3） ○ 

  （4） ○ 

11-26 (1) 慢性炎症性筋 

(2) 近位筋群 

(3) 低下 

(4) 全身性結合組織 

(5) 皮屑筋炎 

(6) 微生物 

(7) 女 

(8) 悪性腫瘍 

11-32 (1) a. 小腸病変 

(2) c. 口腔病変 

(3) ｄ. 大腸病変 

(4) ｂ. 食道病変 

11-36 （1） アフタ性潰瘍 

    （2） 結節性紅斑 

    （3） ぶどう膜炎 

    （4） 外陰部潰瘍 

    （5） 急性 

    （6） 遷延的 

    （7） 20～40 

    （8） HLA-B51 

11-38 （1） 亢進 

    （2）  陽性 

    （3）  増多 

    （4）  ＨＬＡ抗原 

    （5）  無菌性小嚢胞 

    （6）  副腎皮質ステロイド 

    （7）  免疫抑制 

    （8）  コルチヒン 

11-39 （1）  関節炎 

（2） 易穿孔 

     （3） 腸管 

     （4） 血管 

     （5） 神経 
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11-42 （1） 特発性側湾 

 （2）  乳幼児 

    （3）  若年性 

    （4）  思春期 

11-45 （1）  ○ 

    （2）  ○ 

 （3）  ○ 

    （4）  × 

    （5）  × 

11-47 （1） 仙椎 

    （2）  形成不全 

    （3）  思春期 

 （4）  大腿後面 

    （5）  後弯 

    （6）  腰椎前弯 

 

 


