
例題2 A-1-(3)-4) 医師が患者に最も適した医療を勧めなければならない理由を説明できる。

正答 例題1：E 例題2：A

例題1 A-1-(2)-3) 患者が自己決定できない場合の対処法を説明できる。



例題4 A-2-(2)-5) 基本的予防策（ダブルチェック、チェックリスト法、薬品名称の改善、

フェイルセイフ･フールプルーフの考え方等）について概説し、実践できる。

正答 例題3：E 例題4：E

例題3 A-2-(1)-4) 医療の安全性に関する情報（薬害や医療過誤の事例、やってはいけない

こと、模範事例等）を共有し、事後に役立てるための分析の重要性を説明できる。



例題6 A-3-(2)-1) 患者と家族の精神的・身体的苦痛に十分配慮できる。

正答 例題5：B 例題6：C

例題5 A-2-(3)-1) 医療従事者の健康管理の重要性を説明できる。



例題8 B-1-(2)-①-1) 上皮組織と腺の構造と機能を説明できる。

正答 例題7：E 例題8：B

例題7 B-1-(1)-②-1) 細胞骨格を構成するタンパク質とその機能を概説できる。



例題10 B-1-(4)-9) 神経管の分化と脳、脊髄、視覚器、平衡聴覚器と自律神経系の形成過程

を概説できる。

正答 例題9：D 例題10：E

例題9 B-1-(3)-①-b-1) 活動電位の発生機構と伝導を説明できる。



正答 例題11：C 例題12：C

例題11 B-1-(5)-1) 酵素の機能と調節について説明できる。

例題12 B-1-(6)-1) 遺伝子と染色体の構造を説明できる。



例題14 B-2-(2)-①-2) 免疫反応に関わる組織と細胞を説明できる。

正答 例題13：C 例題14：C

例題13 B-2-(1)-⑤-2) 寄生虫の生活史、感染経路と感染疫学的意義を説明できる。



例題16 B-2-(4)-①-1) 薬物・毒物の濃度反応曲線を描き、その決定因子を説明できる。

正答 例題15：A 例題16：A

例題15 B-2-(3)-①-2) 放射線の人体への急性効果と晩発効果を説明できる。



例題18 B-3-(2)-2) 細胞傷害・変性と細胞死の細胞と組織の形態的変化の特徴を説明できる。

正答 例題17：C 例題18：B

例題17 B-3-(1)-2) メンデル遺伝の３つの様式を説明し、代表的な遺伝性疾患を列挙できる。



例題20 C-1-(4)-②-1) 急性白血病の病態、症候、診断、治療と予後を説明できる。

正答 例題19：D 例題20：D

例題19 B-3-(5)-2) 炎症の分類、組織形態学的変化と経時的変化を説明できる。



例題22 C-2-(1)-③-2) 脳神経の名称、核の局在、走行・分布と機能を概説できる。

正答 例題21：B 例題22：E

例題21 C-2-(1)-③-2) 脳神経の名称、核の局在、走行・分布と機能を概説できる。



例題24 C-4-(4)-5) 関節炎の病因と治療を説明できる。

正答 例題23：E 例題24：A

例題23 C-3-(2)-1) 皮膚検査法（硝子圧法、皮膚描記法、ニコルスキー現象、ツアンク試験、

皮膚温測定法、発汗検査法、皮脂測定法、光線テスト）を概説できる。



例題26 C-6-(4)-⑥-1) 原発性肺癌の分類、症候、診断と治療を説明できる。

例題25 C-5-(4)-②-1) 安定狭心症（労作性、冠攣縮性）の病態生理、症候と診断を説明し、

治療を概説できる。

正答 例題25：D 例題26：B



例題28 C-7-(4)-②-1) 胃癌の疫学、病理、症候、肉眼分類と進行度分類を説明できる。

正答 例題27：A 例題28：B

例題27 C-7-(1)-1) 各消化器官の位置、形態と血管分布を図示できる。



例題30 C-8-(1)-3) 腎の機能の全体像やネフロン各部の構造と機能を概説できる。

正答 例題29：D 例題30：D

例題29 C-7-(4)-②-2) 胃癌の診断法を列挙し、所見とその意義を説明できる。



例題32 C-10-(3)-4) 正常分娩の経過を説明できる。

正答 例題31：E 例題32：E

例題31 C-9-(4)-①-2) 前立腺肥大症の診断と治療を説明できる。



例題34 C-12-(4)-②-3) 甲状腺機能低下症の症候、診断と治療を説明できる。

正答 例題33：A 例題34：C

例題33 C-11-(4)-2) 乳癌の危険因子、症候、診断、治療と予後を説明できる。



例題36 D-1-(4)-①-2) 麻疹の症候と診断を説明できる。

正答 例題35：E 例題36：B

例題35 C-15-(3)-4) アルコール依存症の病態、診断と合併症を説明できる。



例題38 D-2-(1)-1) 腫瘍の定義を説明できる。

正答 例題37：E 例題38：E

例題37 D-1-(4)-②-3) 結核の病因、症候、診断、治療と予防を説明できる。



例題40 D-2-(5)-7) 腫瘍における緩和療法を概説できる。

正答 例題39：B 例題40：C

例題39 D-2-(2)-1) 腫瘍発生に関わる遺伝的要因と外的因子を概説できる。



例題42 D-4-(3)-③-1) 熱傷面積（９の法則）と深（達）度から熱傷の重傷度を説明できる。

正答 例題41：A 例題42：C

例題41 D-3-(3)-③-3) 皮膚筋炎・多発性筋炎の症候、診断と治療を説明できる。



例題44 D-7-5) 植物状態と脳死の違いを説明できる。

正答 例題43：A 例題44：A

例題43 D-6-3) 高齢者における病態・症候・治療の特異性を説明できる。



例題46 E-2-(1)-8) 利尿薬の薬理作用を説明できる。

正答 例題45：A 例題46：B

例題45 D-8-1) 突然死と事故死を説明できる。



例題48 E-2-(3)-②-3) 主な術後合併症を列挙し、その予防の基本を説明できる。

正答 例題47：E 例題48：E

例題47 E-2-(2)-6) 生化学的検査項目を列挙し目的、適応と異常所見を説明し、結果を解釈

できる。



例題50 E-2-(10)-3) 血液製剤の種類と適応を説明できる。

正答 例題49：A 例題50：B

例題49 E-2-(5)-2) 補液・経静脈栄養と経腸栄養の適応、方法と合併症を説明できる。



例題52 E-2-(13)-2) 癌性疼痛コントロールの適応と問題点を説明できる。

正答 例題51：E 例題52：A

例題51 E-2-(11)-1) リハビリテーションの概念と適応を説明できる。



例題54 F-1-3) 環境と健康・疾病との関係（環境と適応、主体環境系、病因と保健行動、環境

基準と環境影響評価、公害と環境保全）を概説できる。

正答 例題53：C 例題54：B

例題53 E-3-(5)-③-1) 胸部診察で確認すべき項目を列挙し、視診、触診、打診と聴診ができ

る。



例題56 F-3-4) 疫学の概念と疫学の諸指標について説明できる。

正答 例題55：D 例題56：A

例題55 F-2-2) へき地および離島における地域医療の現状と課題について説明できる。



例題58 F-5-2) 医療保険と公費医療や介護保険を説明できる。

正答 例題57：B 例題58：B

例題57 F-4-6) 喫煙と疾病の関係と禁煙指導を説明できる。



正答 例題59：C

例題59 F-6-1) 情報管理の原則（情報公開、プライバシー保護、取り扱い倫理、セキュリ

ティー）を説明できる。



病態EMI（多選択肢連問形式） 例題60-2

正答 例題60‐1：D 例題60‐2：H

病態EMI（多選択肢連問形式） 例題60-1



病態EMI（多選択肢連問形式） 例題61-2

正答 例題61‐1：B 例題61‐2：F

病態EMI（多選択肢連問形式） 例題61-1



病態EMI（多選択肢連問形式） 例題62-2

正答 例題62‐1：G 例題62‐2：A

病態EMI（多選択肢連問形式） 例題62-1



病態EMI（多選択肢連問形式） 例題63-2

正答 例題63‐1：B 例題63‐2：F

病態EMI（多選択肢連問形式） 例題63-1



症候EMI（多選択肢連問形式） 例題64-2

正答 例題64‐1：F 例題64‐2：L

症候EMI（多選択肢連問形式） 例題64-1



症候EMI（多選択肢連問形式） 例題65-2

正答 例題65‐1：F 例題65‐2：D

症候EMI（多選択肢連問形式） 例題65-1



症候EMI（多選択肢連問形式） 例題66-2

正答 例題66‐1：H 例題66‐2：I

症候EMI（多選択肢連問形式） 例題66-1



症候EMI（多選択肢連問形式） 例題67-2

正答 例題67‐1：I 例題67‐2：M

症候EMI（多選択肢連問形式） 例題67-1



順次解答4連問形式 例題68-2

正答 例題68‐1：E 例題68‐2：B

順次解答4連問形式 例題68-1



順次解答4連問形式 例題68-4

正答 例題68‐3：B 例題68‐4：A

順次解答4連問形式 例題68-3



順次解答4連問形式 例題69-2

正答 例題69‐1：B 例題69‐2：C

順次解答4連問形式 例題69-1



順次解答4連問形式 例題69-4

正答 例題69‐3：E 例題69‐4：A

順次解答4連問形式 例題69-3



順次解答4連問形式 例題70-2

正答 例題70‐1：D 例題70‐2：B

順次解答4連問形式 例題70-1



順次解答4連問形式 例題70-4

正答 例題70‐3：D 例題70‐4：D

順次解答4連問形式 例題70-3
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