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第８回解答 

7-1 (1) a. 中枢神経 

(2)  e. 末梢神経 

(3)  b. 脳 

(4)  f. 脳幹 

(5)  d. 脳神経 

(6)  c. 脊髄神経 

7-2 (1)  f. 末梢神経 

(2)  c. 体性神経 

(3)  a. 運動神経 

(4)  d. 知覚神経 

(5)  b. 交感神経 

(6)  e. 副交感神経 

7-3 (1) d. 体性神経 

(2)  a. 間脳 

(3)  c. 視床下部 

(4)  b. 交感神経 

(5) e. 副交感神経 

7-4 (1) c. 硬膜 

(2) a. クモ膜 

(3) h. 軟膜 

(4) g. 大脳鎌 

(5) e. 小脳テント 

(6) d. 硬膜下腔 

(7) b. クモ膜下腔 

(8) f. 髄液 

7-6 (1) a. 痙性麻痺 

  (2) e. 深部腱反射亢進 

  (3) c. 病的反射 

      1-3順不同 

  (4) d. 不随意運動 

  (5) b. 随意運動 

7-8 (1) a.  3-3-9 度 

  (2) d. しないでも覚醒している 

  (3) c. すると覚醒する 

7-8  (4) b. しても覚醒しない 

7-9 (1) b. 振戦 

  (2) c. 舞踏運動 

       1,2順不同 

  (3) a. 構音障害 

  (4) d. 失語症 

7-11 (1) f. 頭痛 

   (2) b. 悪寒 

   (3) g. 発熱 

      1-3順不同 

   (4) d. 項部硬直 

   (5) a. ケルニッヒ徴候 

   (6) e. 髄膜刺激 

   (7) c. 抗生物質 

7-12 (1) i. 貯留 

   (2) g. 側頭葉 

   (3) d. 小脳 

   (4) f. 前頭葉 

      2-4順不同 

   (5) m. 連鎖球菌 

   (6) a. 黄色ブドウ球菌 

      5,6順不同 

   (7) h. 中耳 

   (8) k. 副鼻腔 

      7,8順不同 

   (9) j. 臍 

   (10) e. 上気道 

   (11) l. 腹部 

   (12) c. 骨盤内臓器 

      9-12順不同 

   (13) b. 開放性脳損傷 

7-15 (1)  b. 上位下位 

(2) d.  早く 

(3) c. 神経難病 
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7-15 (4) a. 呼吸不全 

   (5) f. 肺炎 

   (6) e. 窒息 

        4-6 順不同 

7-19 (1) g. 神経細胞脱落 

(2) j. 老人班 

(3)  c.  アルツハイマー神経 

原線維変化 

  1-3順不同 

(4) f. 若年性アルツハイマー病 

(5) d. アルツハイマー病 

(6) b.アルツハイマー型老年痴呆 

(7) e. 健忘 

(8) h. 精神活動 

(9) i. 対症的薬物 

(10) a. アセチルコリンエステ

ラーゼ阻害剤 

7-20 (1) b. 炎症性脱髄疾患 

(2) e. 散在 

(3) d. 再発 

(4) c. 寛解 

(5) g. 中枢神経 

(6) f. 自己免疫説 

(7) a. ウィルス感染説 

     6､7順不同 

7-22 (1) d. 痙性麻痺 

   (2) i. 腱反射亢進 

        1,2 順不同 

   (3) g. 複視 

   (4) c. 球後視神経炎 

        3,4 順不同 

   (5) a. しびれ感 

   (6) e. 振動覚障害 

        5,6 順不同 

   (7) b. 運動失調 

7-22 (8) h. 構音障害 

        7,8順不同 

   (9) j. 膀胱直腸障害 

   (10) f. 知能障害 

        9,10順不同 

7-23 (1) e. 大脳皮質神経細胞 

   (2) i. 反復性 

   (3) g. 部分性 

   (4) d. 全般性 

        3,4順不同 

   (5) f. 特発性 

   (6) a. 症候性 

        5,6順不同 

   (7) h. 特発性部分 

   (8) c. 症候性部分 

   (9) j. 特発性全般 

   (10) b. 症候性全般 

        7-10順不同 

7-24 (1) f. 単純部分発作 

  （2） a. 複雑部分発作 

  （3） d. 両側半球障害 

  （4） b. 両側性 

  （5） e. 欠神発作 

  （6） c. 強直間代性発作 

7-25 (1) c. 延長 

    （2） k. 頻発 

     (3)  j. 小発作 

(4) l. 部分発作 

    3,4順不同 

  （5） h. 早急 

  （6） f. 治療 

  （7） e. 気道確保 

  （8） a. ジアゼバム 

  （9） g. フェノパルビタール 

  （10） i. 怠薬 
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7-25 (11) d. 大量飲酒 

   (12) b. 疲労 

        11,12 順不同 

7-26 (1) c. 眼神経 

   (2) f. 上顎神経 

   (3) b. 下顎神経 

       1-3順不同 

  （4） a. 1枝 

  （5） k. 疼痛発作 

  （6） h. 脳幹 

  （7） j. 老化 

  （8） d. 硬く 

  （9） g. 蛇行 

  （10）i. 拍動 

  （11）e. 神経 

7-28 (1) d. 末梢性顔面神経麻痺 

   (2) c. 妊婦 

   (3) a. 高血圧 

   (4) b. 糖尿病 

        2-4 順不同 

7-31 (1) c. 手根管 

   (2) a. 正中神経 

   (3) f. 末梢部 

   (4) e. 反復 

   (5) b. マッサージ 

   (6) d. コンピュータープロ

グラマー 

7-34 (1) c. 胃腸炎感染 

(2) a. 1～3 週間 

(3) b. 運動 

(4) d. 多発性末梢神経炎症 

7-36 (1) a. 易疲労性 

   (2) e. 脱力 

   (3) b. 寛解 

   (4) d. 増悪 

7-36   3,4順不同 

   (5) f. 神経筋接合部 

   (6) c. 自己抗体 

7-39 (1) c. 骨格筋 

   (2) g. 心筋 

      1,2順不同 

   (3) b. 伴性劣性 

   (4) e. 常染色体優性 

   (5) h. 常染色体劣性 

      3-5順不同 

   (6) a. デュシェンヌ型 

   (7) d. 肢体型 

   (8) f. 顔面肩甲上腕型 

      6-8順不同 

7-42 (1) c. 損傷 

   (2) e. 姿勢 

   (3) a. 運動  

      2,3順不同 

   (4) d. 半永久的 

   (5) b. 非進行性 

7-43 (1) g. 脳の発達異常 

   (2) i. 母体の外傷・重症疾患 

   (3) f. 妊娠早期のウィル 

ス感染 

        1-3順不同 

   (4) c. 出生時仮死 

   (5) e. 頭蓋内出血 

   (6) a. 核黄疸 

        4-6順不同 

   (7) h. 脳炎 

   (8) d. 髄膜炎 

   (9) b. 重症脳症 

      7-9順不同 

 


