
第７回解答 

6-48 (1) 甲状腺ホルモン 

(2)  代謝 

(3) クレチン症 

(4) 慢性甲状腺炎 

6-50 （1） × 

    （2）  ○ 

    （3）  ○ 

    （4）  × 

    （5）  × 

    （6）  ○ 

6-52 (1) 亢進 

(2) 破壊 

(3) 高値 

(4) バセドウ 

(5) 亜急性 

6-54 (1) TSHＨレセプター 

(2) 甲状腺腫大 

(3)  過剰産生 

(4)  女性 

6-56 （1）  ○ 

    （2）   × 

 （3）   ○ 

    （4）   × 

    （5）   ○ 

6-57 (1) 自己免疫 

(2)  低下 

(3)  女 

(4)  γ -グロブリン 

(5)  抗マイクロゾーム 

(6)  抗サイログロブリン 

(7)  頚部エコー 

(8)  甲状腺ホルモン製剤 

6-60 (1)  作用不足 

   (2) 遺伝素因 

6-60 (3) 肥満 

   (4) ストレス 

   (5) 感染 

   (6) 妊娠 

        3-6 順不同 

   (7) 膵ランゲルハンス島 

   (8) 低下 

   (9) 欠如 

   (10) 抵抗性 

6-62 （1） インスリン依存型 

 （2） インスリン非依存型 

 （3） 少ない 

 （4） 40～60％が糖尿病 

 （5） 0～25歳 

 （6） 40 歳以降が多い。最近は若年層 

も増加。 

 （7） やせ型 

 （8） 肥満型 

 （9） 急激 

 （10） 慢性も急性発症もある。 

 （11） ＋＋＋ 

 （12） －～± 

6-64 （1） 126 

 （2） 200 

    （3）  75 

    （4）  1 

 （5）  5.8 

    （6）  6.5 

6-66 （1） 細小血管障害 

   （2）  視力低下 

   （3）  視野欠損 

(4)  光凝固療法 

(5)  硝子体切除術 

         4,5順不同 

 



6-66 （6） 腎糸球体 

 （7） タンパク尿 

 (8)  腎機能 

 （9）  尿毒症 

 （10） 透析療法 

 （11） 末梢神経障害 

 (12) 疼痛 

(13) しびれ感 

12,13順不同 

(14) 知覚鈍麻 

(15) 起立性低血圧 

(16) 下痢 

(17) 便秘 

(18) インポテンツ 

     15-18順不同 

(19) 足先 

6-76 (1)  × 

    (2)  ○ 

    (3)  ○ 

    (4)  × 

    (5)  × 

    (6)  ○ 

6-77 (1)  × 

    (2)  ○ 

    (3)  × 

    (4)  ○ 

    (5)  ○ 

6-78 (1)  過剰分泌 

(2)  性器 

(3)  副腎皮質ホルモン 

合成酸素欠損 

(4)  副腎腫瘍 

(5)  男性化 

(6)  半陰陽 

 

6-78  (7)  性早熟 

(8)  17－KS 

6-79 （1）  ○ 

    （2）  × 

    （3）  × 

 （4）  × 

    （5）  × 

 （6）  ○ 

6-80 （1）  × 

    （2）  × 

    （3）  ○ 

 （4）  × 

 （5）  × 

 （6）  × 

6-82 (1)  × 

    (2)  × 

    (3)  ○ 

    (4)  × 

    (5)  × 

    (6)  ○ 

    (7)  ○ 

    (8)  ○ 

    (9)  × 

    (10)  ○ 

    (11)  ○ 

    (12)  ○ 

    (13)  × 

8-86 （1）  ○ 

    （2）  ○ 

 （3）  × 

    （4）  × 

    （5）  ○ 

 （6）  ○ 

    （7）  ○ 

 



6-93 (1) e. 体液 

(2) d. 細胞内 

(3) c. 細胞外 

(4) b. 高張性脱水 

(5) f. 低張性脱水 

(6) a. 口渇 

(7) g. 尿量減少 

        6,7順不同 

6-97 （1）H＋ 

   (2) OH－ 

（3） 酸性 

（4） 中性 

（5）アルカリ性 

（6）炭酸 

（7）重炭酸 

（8）分圧 

（9）肺 

(10）腎 

(11）7.35 

(12）7.45 

(13）アシドーシス 

(14）アルカローシス 

 

 


