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2年麹砺外科学摸擬:錐（マーク；鋤吻拝も訓城19年11月24個

識識灘鱗撫繍雛…
3，関節包よりﾗ罰＃部分で､刊睡は成長する>：

4，骨の中心に栄蕊を村鵜する血管をｴg-Lkmann管というt-fwa念噌

2）次のうち正しいのはどれ加

，,関節の線維性閥節包'認職雛は坐型､.X今毒‘’

噂騰瀧擢塞職嶋
、撫鰯慧熟"た卿…『霞榊

2，Havers樵とvolkmann管はそｵ1鐘蝉独

3，．s“onはVolk型且_里_旦蟹を取り囲んでいる

4,古い｡sしe｡nI遡迩胞二で吸収されるメヲ総量師

s狩がある

融緯

4）次のうち正しいのはどれ力も

蝉:鰐雲鶏繍箪鯨蝋鰯亀寝ﾝ…
3，海綿儲の栄認蝋迦壷盤に入る栄縫血管による号謡棚婿緬

尭倒皮質I響/31錯膜の血管により､響'/3'錯灘から"流欝塞喜

鱗潔総繍鮒鴨鑑識鰯
，,上塵小俸ホル雫ﾝI劇…"錘を譜,嬢嘩墓巷§
4，上皮小体ﾎﾙﾓﾝの分滋或血中α'里鐙幽こより調節されるCa増穂

ブ



I
）

6）険のうち正しいのはどれ力＄

1，カルシトランは血中カルシウムを上異さぜる-Ft樗

雷聯篭麓鋪灘繊細
7）次のうち正しいのはどれ力も

1，成長ホルモンは脳下垂#謹蕊よ
しいのはどれ力､・調を質玲薩7錠

Z:職篭難蕊蕊塞』錘なる※
ﾝ欠乏症でI刻闘下垂’1咽列､人症となり、’畔と手足のヱンバランスな

八iう員ｽ函とq喉．

ﾝ欠乏症患者の脅端線の隠鎖は鯉､る

職雲識熟:蝋撚漆ぃ珊艇
雛"にI聯と拶‘”前謝埋璽警鐘剛こ;鑑は鋤…
4，腿と筋の接合部に存在す-るGolgiI達器智は､筋の収縮迩嘩さ性る燕〔卿

11）淡のうち正しいのは鰯'1,ｶ＄

q



ご鵜鵜§駕亨鰯鱒，曹雰蝦
4，終阪における興燕の伝達には空唾_l竺土』_望が主役である>?~了弛等噛り＞

燕雲霧繍謹灘鱒"柳
4，Brocaの中枢とは､盤堂誕塑腫である逼塞潅諮

⑬舞鰯撚翫腿魯”鐙“し“""棚げる鮒豊一
2，ﾋｱﾙ画ﾝ酸睡紐胞によって分泌される×廃鰹胸

酋鵜駕包鰯鰯駕し聯繋溌雛繍亨“



3，脳性小児麻輝

4，大腿骨頚部'間･折仮関節

17）関節液捜査で正しいのばどれ力も

，，外観→炎疲があると談黄色透明になる×正営(瀧展嘩影動

輪銅“ヨ灘謹驚蝋::で建前脇
次のうち誤っているのI
olden－hourと畷 る渓

開放骨折で細菌感染の恐れのあるとき創は開織りのままにする

創傷の処置でデプリトメントは重要な処薩である

疲労骨折でi鋪折線と同時に反応性’1，硬化総力観れる
４
１

３
４

.､胃鞭費像か鋤、
である．

19）淡のうち正しいのはどｵ肋も・

1，急性(け卿婿髄炎では初発時に1

2，割燭馴#性骨髄炎の合#碇では1割釘酬#性骨髄炎の諦碇では化膿性関節炎､骨の成長陳議変形は生じるか通

l､児刷肌の骨髄炎の再発である

り返すことは土s室kjK毒し’函，慢1蛸髄炎では再発を繰

20）次のうち誤っているのはどれ力も

1，0Aの特徽として関節の辺縁､靭帯付瀞部に骨韓が形成される

懲騨鶴綴竪竪i蕊ご;孟駕感脚
代P主p趣．

21）次のうち誤っているのはどれ加

1‘単純閥没関節炎はペルテス､､股関節結綾との捌溺ﾘが必要である
2，龍輔蝿･軟骨炎は関節軟櫛と軟閥｡下?郷餅W･の一部が変性壊死に陥り関節面より剥

ー

るものである

は肘､膝に多く､膝の賜合は麺麺鎧鯛煙多'荊曝陶穎
とは､縁り返しの悶節内出血により起こる関節症をいう



P

鱗競灘鵜霊蕊灘蕊繍卿…｡"“
よって1礎農される

3，神経病性関節症は関節のI畑畏､関節液の間溜､関節の励橘性､藩しい関節逓雛体
ない

に装具捌碓であり、観Ihl的治療は要せずとも予後は良
‐しLゥ

騨耀識繍蕊灘繍脇撫“
炎の特殊型に石灰性滑波嫉があるが

亜h斜烏聡燕魁､熱需
股関節に蜘醗

孟雛
4，骨端症骨端症は発認卿の長管腎･の骨端に発生し、 短骨に発生することはな11

24）吹のうち誤っているのはどれ力も

関節穿術僻の穿刺を行う際は無蔚的操作が必須である

では後頭1噸凹が刺入点である

エビのように体を丸めて腰椎前恋を減少させる

は鼠径靭帯と大腿動脈の交叉点に劃頚-る穂襟L7満．

25）次のうち正しいのはどれ力も

,,澗溺“掘韮z&が綴“ｳ治療の対象となる評'乞人存二上tT二年‘1，
2，骨折の回旋転位は自家矯正力;趣塾亙ン蓉壷唇い、

織画ふ．

ての関節の固定は必j凄閏膜位 、 x芝j､:煽至とl説'ﾐ11．
の不完全な整復は再脱臼をまねく

x迄Fz萄節
26）次のうち正しいのはどれ力も

1，骨折の固定は短い方がいいので､固定関節は1関節とする

2，下肢の間定でよく発生するのは､』塑幽幽鯉であ;職制
3，有撫ギブｽ包幣と無榔ギプｽでは、偶折にたいして固定力

憩;繍撫通て…〈と擬‘"“撫剛の原因となる



27）汝のうち正しいのはどれ力も

;I’麗臓誌驚篭態縦悪蕊零謹蓬翰瀧外膜
③繍鶏麓鍛＃繍惑鰯諜蕊鰯蕊鰯征

釧経の欠損が大きくても､隷経を引っ張りながら総合すれば可能である坪可飛．
神経移行術の一つに､上腕側･内頴の後方から前方ｼ、尺骨補経を移す方法がある

28）次のうち膜っているのはどれ”

、1，骨破壊の強い関節織亥には関節固定術を用いるo

2，関節授醐術ま関節の可励性を再建する方法である

。鰯撫職謹製繍篭総為
29）次のうち誤っているのはどれ力も，

,室虫，人工股関節は二次性変形性股関節銅こ用いられる

斬撚鶴
み

＆ ることが多い一

証人工膝関節ば慢性関節リウマチや変ｿ倒劉鵜関節にi跡芯がある

4‘人.蒲･頭は測齢者の大腿骨頚部内側骨折などに用いる》

蝋的に葦融

③蝋繍職f零騒"ﾃﾄー訓塾畿誕"鯉…
2，脳生小児癖では､遮越』がもっとも多いが大脳迩励野の錐体路系ﾘ繕が主体で

あるが､知覚障害と運動陳害の程度は比例する
3，脳性小ﾘ鋤韓は胎生期から出産直後までのあいだに生じた脳の非進行性脈害によ

､永続麻鍾を残す

小児I飼箪の ､その壁錘竺
剖合である

－－－－

31）淡のうち誤っているのはど#”も

甲■

今■口

前脊髄励脈の梗塞により前2／3の脊髄が|徹書されている
るが後索が残ると側綱鮒蜘1覚陣答を示す

心椿の拡大がみら

白質が強く犯され
フ

噌



2，絞泥燭#軽障害は末梢神経の超罰中、＃鰭l学的I駐路で鱈旦を受け発生する蒋肖神
経障害である

3，絞泥性神経症の主なものは、手娘簿症臓蝋肘部哲症候群､尺側手娘管症候騨風ヮ

灘欝撫騨繍繍遭……に順鞠"蝋

灘羅遷難鰯撫葦…'“
:'“縫筋ジｽﾄﾛﾌ報-'刻榊に発癌し､20歳ごろまでに死亡することが多
3，進行性筋ジストロフィ一例血潜CPK値の著明な増加がみられ、クレアチンは噌
加する

4，進行性筋ジストロフィ－の筋生検では筋原性萎繍新見(散在性筋線維陸調雛､筋
撫隆大小不同など）を示す

34)次のうち膿っているのは鐘”も
1，糊撫症は先天性と後天性に分類され､先天性で脚維斜頚､.後天性では大腿四専

雛謹鶴壷韓鱗繍鍵噸堂
41力識K$側索硬化症の1紬は四肢筋の誌縮､運剛麻癖､腿反射は初期は充進、筋

；嘘が-ｳーｳーめぱ低下､＃縦繭”f霧、知諭臓害はない⑨
35）次のうち正しいのはど煎約も。‘・

零謹鱗鱗鵜蕊欝謹噸蕊
4，飲骨無形成症憾j涛槍の椎弓根側繊I；は末梢ほど広くなる、

うち誤っているのはどれ力も

不全症の骨は侭波質が薄く、骨力荊く、御梁も薄いのは側膜の造骨細胞の
よる



不全症

不全症

不全症
謡裟森羅鱒峯繍耀蕊:謹航
の遅発性でば背色ﾂ剣蔦や鋪隙を合'fーるものもある

①A撤鵜誌繍違〈幽蝿…跡'赫
，2，Marfan鐙境群は側湾､後湾､漏斗隣やt職血管系の障害を見ることがある

ゐ霊欝禰駕篭繍謡繍鰯…
ざ蝋赫馳謹蕊鰯,肉腫に鋼…の"…

③繍繍言'瀞灘榊…参蕊睦鴬…‐綱N達
4．多伺性に間異形成症が生じたものに多胤‘性嚇維性'脚･異形成症がある

39）次のうち正しいのはど)'しれ

,,破脳風の発生はグﾗﾑ陽性､壁錘“の感染によるx嫌畠I皇一

難薬灘灘霧雲繍駕織瀞聴
40）次のうち誤っているのはどれ力も

1，変形性関節症(OA）の好発部倣は中年女性で|測驚に多く、肥満した女性に多い《’
一

が

次性または続発性に分けられる

あり、さらに全身症迩婆墜辿

4，脊椎のOAでは可勤性の大きい部位に好発し､樹剛板の変性も伴う

うち誤っているのはどれ力；
I罰I燕葎も汚寂農施伸ができなくなることばない雪患埼卿酔プ輔
の母指に蕊生する弾発指もみられ､屈筋健鍵鞘の先天性の狭窄もある

は中年を過ぎた女性に多い
ばステロイドと局麻剤幽#にて軽快するが、砿症でI刻遡鞘切開も行う



42）次のうち誤っているのはどれ独

‐(きﾐ4，1．
､櫛吸収像､'胃端の変形などである

4，Scheuermann病、Calve扇蒋|劇ま思調’1や幼児期に発生す亨る疾患
である

43）次のうち正しいのはどれ力％

舗織篭鶴襟蕊騨瀞雛
‘蕊'"~ﾗ惑繍僅蕊2ｹーﾗー癖鰯識総設

襲潔;灘撫重鴛……
：｡…yf…癖は零掌蝿鍾，露'鋤"こよる毒､蓉部の絢縮であ
4，Dupuytren拘縮は高齢者ほど頻度が向く、しばしは聴尿病患者に合併す

45）正しいのはどれ力も

瀧灘溌灘講篭
f6蝋譲趨躍蝋噺どまり､鋼上磯豊炎疲と雑羅瞬庸感(R※
aynaud現象）皮j筒痕伏､悪性糎癖を伴う場合がある

協鱗盗癖驚豊窒嘩自峨蟻,&グﾛプﾘ諺?…
“!“銅墜娠雛塵憾繍蕊色…勢"侭で榊嬢とく'雛毒羅



剛

I

縦躍制…繕………
47）次のうち正しいのはどれ力も、

1，劉劉り溌挫胤髄炎では初識寺には骨破壊像よりも骨膜反応が著明である

2，急性｛剛側性骨§鱗の合併症では化膿性関節炎､骨の成長ﾘ霧､変形は生じるが病
な い ‘、

縁謎炎は釣'1促期の骨髄炎の再発である

では再発を繰り返すことI塾型j零 吟B

ち正しいのはどれ力％

には直違牽引と介逮牽引の2種類がある

引は固定力があるので、10KE～l5
Delvictrac1ionは臓雑

gの重りを使う

halopelvictraCtionI型準…星よく用いる3，halopeivict

4，睡蓮牽引でf銭的なものに、

g｣-L＝型勢濯
49）次のうち正しいのはどれ尚ら

嘘罷塗'三索長;行う
一致した縦の方向重重じZ肝u

ため、十分な張力を左ける

剛-呼《，
噂ぃ吋葱！，力、(デrZ昨いI十

50）次のうち誤っているのは鐘1めも

1，ガス壊痘では生命の煽蝿§あるときは患肢の切断を行う

2，骨関節結核で13輯(僧カリエスが雄も多く、股関節､膝関節がこれに次ぐ

'の結核を風純とよぶ

ﾘｴｽの臓脇ま冷膿鰯であり炎症症状錘LL弱!I



42）次のうち誤っているのはどれ力も

、、‘卿端症の発生は微小な外侮の繰り返しによる

一昨』,I、
竹吸収像、苛側州症のX線所見は､患部の不規則な硬{“､櫛吸収像､1ｻ端の麹移などである

4，Scheuermann病、Calve扇亙再膿は鮭隠脇や幼児期に発生する疾患
である

43）次のうち正しいのはどれ加

熱瀞憲瀧＃
4'”ｹーﾗ霧嘗蹴芳性､，

j延塾貞鉄､その多く憾手をよく使う職議である識人零維
(“側端症)}遡f塗』2i幽雌塾､思瀞恥皐斗
rg病は､第2中足脚の'脚頭の付端鹿である＝ｱ･‐

癒震譲挫簾2ｹーﾗー編騨壷篭乳
っているのはどれ力＄

は関節包またI湖巡鞘の一部に形成される蕊璽で､治療には手術的に

蝋給溌‘,違い鈴の"に…
ren拘縮は手掌腿膜のM翻闘劉巴厚による手指､梨lf部の拘縮であ

2，ガングリオンの好；酷唯は手､膝､足背の周辺にみられる

3，DUpuytren拘縮は手掌脳3摸の癖掴劉巴厚による手指､梨lf部の拘縮であ
る

4，Dupuy上ren拘縮は商齢者ほど頻度が商<、しばしば紘尿病患者に合併す
る

45）正しいのはどれ斑

1，人工''3頭憧換術は洞関節のように、運動腕囲の大きな関節に有勤
一

工穏頭憧換術ﾐ人工関節腿摸術でI 適応

工膝関節の適応に、関節リウマチ、 変)溺生関前碇がある

で

は

蜘婚諺のある疾AIfでも、 関節破壊の大なるものI華んで行う7軍忌I

i‘蝋薩鮭麗蝋懲維り調“極と変催､羅廊旋状(R※
aynaud褒象>皮隣症状、悪性腫傷を伴う場合がある

ﾙド勢謡織欝誉豊窒準白血蝿鶏胸ご．プﾘ護･…
a神縄錘行継臓識塵は'燦色俸嘩謝鎚侭で､癖櫛耀とく1隻総急



1

47）次のうち正しいのはどれ力、

,,鋤生化鵬挫骨髄炎でI鋤発時に'鋪錘鋤よりも骨膜反応が著明である
2，急性{I娯性骨髄炎の合併症では化膿性関節炎､骨の成長綜霧､蕊は生じるが癖は起らない

の慢陸骨髄炎は幼小児期の付随炎の再発である

澗髄炎では砺遥を繰り返？-ことI湿二＆_空幽 完v1

､繍職鱗,畷擬…‘
3，halopelvictractionI型麹畠麺こよく用い

‘'…'で代菱鋤なものに､星｣-L雲旦旦営綴窪毒

ぅ2二裂開一
動偵|暫矯正

三歩0

9I

49）次のうち正しいのは獣吻％

嘘蕊隻'雪牽冠’でてう
一致した縦の方向ご垂じ~Z肝u

ため､十分な張力を逆位皇

巾;:《′
I学い(‐↑な《I･77wtぐて(字い(す

50）次のうち譲っているのはどｵ1”も

1，ガス壊痕では生命の庖険があるときは患肢の切断を行う

2，御関節結核では脊椎カリエスが股も多く、股関節､膝関節がこれに次ぐ

笛灘震霊灘篭鰯でぁ…縦拠些珊,


