
第 4回解答 

4-2 （1）原虫 

 （2）真菌類 

 （3）ウイルス 

 （4）スピロヘータ 

 （5）クラミジア、リケッチア 

 （6）マイコプラズマ 

 （7）細菌 

4-3 (1) 経口感染 

 (2) 経皮、接触感染 

 (3) 空気感染（飛沫核による感染） 

 (4) 飛沫感染 

4-6 （1）病因微生物 

 （2）塗抹標本 

  (3) グラム 

  (4) チール・ネールセン 

       3,4順不同 

 （5）蛍光 

 （6）培養 

 （7）培地 

4-8 (1）染色法 

 （2）塗沫標本 

 （3）ワッセルマン反応 

 （4）抗体 

 （5）ウィダール反応 

 （6）補体結合反応 

4-12 (1) 腸チフス 

  (2) パラチフス菌 

       1,2順不同 

  (3) 家畜 

  (4) カメ 

  (5) ネズミ 

       4.5順不同 

  (6) 食中毒 

 

4-15 (1) 伝染 

   (2) 全身 

       1,2順不同 

   (3) 肺 

   (4) 腸 

   (5) 抗酸 

   (6) 空気 

   (7) 肺外 

4-16 （1）予防接種 

  （2）ポリオ 

  （3）麻疹 

  （4）風疹 

  （5）日本脳炎 

      2-5順不同 

   (6) ジフテリア 

   (7) 破傷風 

      6,7順不同 

  （8）百日咳 

  （9）ＢＣＧ 

  （10）インフルエンザ 

  （11)おたふく風邪 

    （流行性耳下腺炎） 

         10，11順不同 

  （12）水痘 

  （13）Ｂ型肝炎 

4-19 (1) 感染 

   (2) 毒素 

   (3) 腸炎ビブリオ 

   (4) サルモネラ 

        3,4順不同 

   (5) ボツリヌス菌 

   (6) 黄色ブドウ球菌 

        5,6順不同 

 

 



4-19 (7) 腹痛 

   (8) 下痢 

   (9) 嘔吐 

      7-9順不同 

   (10) ニューキノロン 

   (11) カナマイシン 

   (12) アンピシリン 

      10-12順不同 

4-36 (1) 溶血性連鎖球 

   (2) 飛沫 

   (3) 発熱 

   (4) 扁桃 

   (5) いちご状舌 

   (6) 腎炎 

   (7) リウマチ熱 

        6と 7順不同 

   (8) ディック 

   (9) 陽 

   (10) ASO 

4-45 （1）桿 

  （2）好 

  （3）嫌 

  （4）球 

  （5）腸内細菌 

  （6）コレラ菌 

 （7）緑膿菌 

  （8）レジオネラ・ニューモフィラ 

  （9）淋菌 

4-46 (1) a． A群溶血性連鎖球 

(2) f.  髄膜炎 

(3) d. 菌 

(4)  b.  ウイルス 

(5)  d.  菌 

(6)  e.  シゲラ 

 

4-46 (7) c.エントアメーバ・ヒストリ

ティカ 

(8)   b. ウィルス 

(9)  ｄ. 面 

(10)  b. ウイルス 

4-62 （1）無菌性 

   （2）軽症 

   （3）意識障害 

   （4）頭痛 

   （5）耳下腺炎 

4-66 (1) 皮膚 

   (2) 粘膜 

      1,2順不同 

   (3) 小水疱疹 

   (4) 角膜 

   (5) 角結膜 

      4,5順不同 

   (6) 口唇 

   (7) 垂直 

   (8) 脳炎 

4-68 (1)  帯状へルペス 

(2) 水痘 

(3) 悪性腫瘍 

(4) 免疫抑制剤 

(5) 再燃 

(6) 神経 

(7) 小水庖 

(8) 神経痛 

(9) アシクロビル 

 

 



  



4-70 （1）はしか 

 （2）ウイルス 

 （3）空気 

 （4）小児 

 （5）高熱 

（6）カタル 

（7）コプリック斑 

（8）赤褐 

（9）色素沈着 

(10）肺炎 

(11）脳炎 

4-72 (1) A 

   (2) B 

   (3) C 

   (4) D 

   (5) E 

   (6) EB 

   (7) サイトメガロ 

   (8) ヘルペス 

       7,8順不同 

   (9) 経口 

   (10) 血液 

4-75 （1）ＲＮＡ 

   （2）血液 

   （3）非Ａ非Ｂ 

   （4）輸血 

   （5）医療 

   （6）刺青 

   （7）鍼 

   （8）軽 

 （9）慢性 

   （10）肝硬変 

4-78 （1）CD4 

   （2）免疫 

   （3）日和見 

   （4）悪性腫瘍 

4-78 （5）後天性免疫不全症候群 

 （6）aquired immunodeficjency 

 syndrome 

 （7）10 

 （8）持続 

 （9）増加 

4-83 (1)  EBウィルス 

(2) 青春 

(3) リンパ節 

   (4)  肝牌 

(5) ポール・バンネル 

(6) リンパ 

4-85 （1）カンジダ・アルビカンス 

   （2）口腔 

   （3）瞳 

   （4）免疫能 

   （5）ステロイド 

   （6）食道 

    (7) 肺 

   (8) 髄膜 

        7,8順不同 

4-95 (1) 宿主 

   (2) サバ 

   (3) アジ 

       2,3順不同 

   (4) イカ 

   (5) 生食 

   (6) 胃 

   (7) 腹痛 

   (8) 穿孔 

   (9) 白い糸 

4-96 (1) 3類 

   (2) 5類 

   (3) 2類 

   (4) 4類 

   (5) 1類 



 


