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第９回解答 

7-45 (1) c. 頭蓋内髄液腔 

   (2)  b. 髄液腔 

   (3) a. 交通性水頭症 

   (4) d. 非交通性水頭症 

7-46 (1) i. 脳室内 

   (2) a. クモ膜下腔 

        1,2 順不同 

   (3) d. 産生過剰 

   (4) f. 吸収障害 

        3,4 順不同 

   (5) b. クモ膜下出血 

   (6) h. 乳児髄膜炎 

        5,6 順不同 

   (7) g. 第四脳室出口部 

   (8) c. 髄液 

   (9) e. 腫瘍 

7-49 (1) d. 急性化膿性炎症 

   (2) b. 黄色ブドウ球菌 

   (3) f. 外麦粒腫 

   (4) i. 内麦粒腫 

   (5) e. 限局的膨張 

   (6) g. 自発病 

   (7) a. 圧痛 

       6.7順不同 

   (8) c. 抗菌薬 

   (9) j. 軟膏塗布 

   (10) h. 点眼薬 

        9,10 順不同 

7-50 (1) f. 眼瞼 

    (2) c. 眼球 

            1,2順不同 

    (3) g. 眼瞼結膜 

    (4) d. 眼球結膜 

    (5) a. 円蓋部結膜         

7-50 (6) e. 炎症 

    (7) h. 充血 

    (8) b. 眼脂 

         7,8順不同 

7-53 (1) d. ダニ 

    (2) j. ハウスダスト 

    (3) a. イヌやネコの毛 

    (4) k. カビ 

         1-4順不同 

    (5) f. 眼瞼腫脹 

    (6) b. 結膜の浮腫 

    (7) i. 充血 

    (8) g. 流涙 

         5-8順不同 

    (9) e. 掻痒感 

    (10) h. 抗アレルギー薬 

    (11) c. ステロイド薬 

7-55 (1)  d. 非裂孔原性 

   (2) g. 裂孔原性 

        1,2順不同 

  （3） e. 脈絡膜 

  （4） ｆ. 網膜腫瘍 

  （5） ｈ. 滲出液 

  （6） ｂ. 神経網膜下 

  （7） ｃ. 糖尿病網膜症 

  （8） a.  硝子体内 

7-58 (1) a. レーザー 

    (2) e. 高周波電流 

    (3) b. 凍結凝固 

        1-3順不同 

    (4) d. 貯留網膜下液 

    (5) c. 除去 

7-60 (1) e. 隅角奥 

    (2) b. シュルム管周辺組織 
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7-60 (3) a. 5～10 年 

    (4) f. 高眼圧 

    (5) i. 緑内障性視神経委

縮 

    (6) c. 眼精疲労 

    (7) h. 頭重 

         6,7 順不同 

    (8) g. 視野 

    (9) d. 狭く 

7-62 (1) g. 老化現象 

    (2) d. 弾力 

    (3) e. 膨化 

    (4) a. 眼圧 

    (5) c. 上昇 

    (6) f. 慢性 

    (7) b. 急性 

         6,7 順不同 

7-64 (1) f. 隅角 

    (2) b. 緩徐 

    (3) c. 眼精疲労 

    (4) h. 頭重 

    (5) g. 視野狭窄 

      3-5順不同 

    (6) j. 突然上昇 

    (7) e. 強い眼痛 

    (8) i. 頭痛 

    (9) a. 悪心 

    (10) k. 嘔吐 

       7-10順不同 

    (11) d. 急性緑内障発作 

7-68  (1)  a. 液化 

     (2) c. 収縮 

     (3) e. 網膜 

     (4) b. 前方 

     (5) ｄ. 飛蚊症 

7-70 (1) h. 神経節細胞 

    (2) i. 乳頭 

    (3) j. 篩状板 

    (4) d. 視交差 

    (5) b. 外側膝状体 

    (6) a. ニューロン 

    (7) c. 視覚中枢 

    (8) f. 視神経 

    (9) e. 視索 

    (10) g. 視放線 

7-73 (1) b. 視神経炎 

    (2) c. 寛解 

    (3) a. 再発 

       2,3順不同 

    (4) d. 神経 

    (5) e. 脱髄 

7-74  (1) d. 視軸 

    (2) c. 固有点 

    (3) a. 眼位 

    (4) e. 麻痺性斜視 

    (5) b. 共同斜視 

7-81 (1) d. 耳管 

    (2) ｈ. 上気道感染 

    (3) ｆ.  穿孔 

    (4) ｃ.、 冬季 

    (5) ａ.、 幼小児 

    (6) e.  肺炎球菌 

    (7) g. インフルエンザ菌 

         6,7順不同 

    (8) b. ペニシリン耐性肺炎球菌 
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7-88 (1) j. 破壊 

    (2) h. 増大 

    (3) e. 合併症 

    (4) d. 後天性一次性 

  (5) c. 鼓膜弛緩部 

  (6) b. 鼓膜後部 

     5,6順不同 

  (7) g. 組織奇形 

  (8) k. 慢性炎症 

     7.8順不同 

  (9) i. のう胞 

  (10) f. 真性 

  (11) a. 偽性 

7-90 (1) e. 外耳 

    (2) g. 中耳 

        1,2順不同 

    (3) d. ツチ骨 

    (4) b. キヌタ骨 

    (5) a. アブミ骨 

        3-5順不同 

    (6) c. 中枢 

    (7) h. 内耳 

       6,7順不同 

    (8) f. 受聴明瞭度 

7-92 (1) b. 前庭 

    (2) f. 卵形嚢 

    (3) a. 球形嚢 

       2,3順不同 

    (4) c. 前庭機能 

    (5) e. 内耳前庭部 

    (6) d. 中枢神経障害 

 

     

 

7-93 (1) f. 完治 

    (2) d. 難聴 

    (3) b. 回転性発作性 

    (4) a. 低音域 

    (5) e. 中音域全体 

    (6) c. 高度難聴 

7-94 (1) c. 鎮静剤 

    (2) d. 抗めまい剤 

    (3) a. 7%重曹水 

       1-3順不同 

    (4) e. 高浸透圧利尿剤 

    (5) b. ステロイド剤 

    (6) h. 迷路破壊術 

    (7) g. 内リンパ嚢開放術 

    (8) f. 前庭神経裁断術 

        6-8順不同 

 


