


　この「臨床医学ワークブック」は、臨床医学のワークブックである「運動解剖生理学ワークブック」
の姉妹編として作成した。臨床医学の知識は、範囲も広大で内容も深いため、理解に困難なことが多い。
そのため、本書は理学療法士に最低必要な知識を理解するためのワークブックとして作成した。特に、
国家試験の出題基準に準拠して作成してあるので、国家試験受験の学習には大いに役立つものと考え
られる。
　本書の特徴は、図表でイメージをつかみ、穴埋め問題、○×問題でより詳細に理解できるように工
夫している。また、自己学習ができるように、できるだけ分野別に問題を整理した。○×問題は、主
に過去に出題された国家試験問題を整理したものである。
　本書は、理学療法士のために必要な臨床医学の最低限の知識である。これを踏まえて、更なる学習
をされることを期待する。

	 平成 19年 7月吉日
 　理学療法科学学会　監修

はじめに

第2版　発行にあたって

　平成 15年 3月に第 1版第 1刷が発行され、その後平成 25年までに第 5刷を発行したが、制度や
法律で改正されたもの、また疾患名やその呼称が変更されたものもあるので、この度第 2版を発行
させていただいた。
　同時に、問題と解答がより読みやすいように編集した。
　理学療法士の国家試験問題のうち、専門基礎問題の理解と記憶を深めるための一助になるもので
ある。

	 平成 28年 2月吉日
 　理学療法科学学会
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第 3章　臨床医学大要（概論）

Ａ）内科学
a. 感染

■ ○×問題

問題 1　感染疾患に関して正しいものに○、誤りに × をつけなさい。

□□ 1. AIDS（後天性免疫不全症候群）はウイルスによって生じる。

□□ 2. B型肝炎はウイルスによって生じる。

□□ 3. オウム病はウイルスによって生じる。

□□ 4. ツツガムシ病はウイルスによって生じる。

□□ 5. 百日咳はウイルスによって生じる。

□□ 6. 医療従事者の手指を介してMRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）
は感染する。

□□ 7. 医療従事者の手指を介して緑膿菌は感染する。

□□ 8. 医療従事者の手指を介して梅毒スピロヘータは感染する。

□□ 9. 医療従事者の手指を介して B型肝炎ウイルスは感染する。

□□ 10. 医療従事者の手指を介して HIV（ヒト免疫不全ウイルス）は感染する。

□□ 11. 風疹はウイルス性疾患である。

□□ 12. 狂犬病はウイルス性疾患である。

□□ 13. マラリアはウイルス性疾患である。

□□ 14. 流行性耳下腺炎はウイルス性疾患である。

□□ 15. B型肝炎はウイルス性疾患である。

問題 1

  1．○
  2．○
  3．×
  4．×
  5．×
  6．○
  7．○
  8．×
  9．×
10．×
11．○
12．○
13．×
14．○
15．○
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b. 膠原病

■ 図表問題

表　膠原病の臨床像（まとめ）

SLE 強皮症
多発性筋炎 
皮膚筋炎

結節性 
多発動脈炎

発症の特徴 男：女 1：9～ 10 1：3～ 4 1：2 1：1
発症年齢 20～ 40歳 20～ 40歳 40～ 60歳 50～ 60歳
初発症状 （1　　　） （2　　　） 筋力低下 感冒症候群

（3　　　）紅斑 関節痛 筋痛 筋痛
レイノー現象 皮膚の腫脹感 関節痛 末梢神経炎

発熱 発熱 （4　　　）疹 気管支喘息
体重減少 浮腫（顔・手足） 眼瞼浮腫 紅斑・発熱
蛋白尿 高血圧

全身症状 +++ + + +++
臓器症状 皮膚 （5　　　） （6　　　） （7　　　）疹 （8　　　）炎

（+++） （9　　　） （+） （++）
レイノー現象 ++ +++ + （10　　　）
筋肉 + + （11　　　） +
関節 （12　　　） ++ + +
腎臓 ++ + - ++
消化管 + （13　　　） + +
肺 + +++ + +
漿膜 + + + +
神経 + - - ++
リンパ節 ++ + + ++
血液 （14　　　） + + ++

検査部位 X線検査 各臓器 肺（線維症） カルシノーシス+ 胸部
食道・小腸 選択的腹腔動脈
大腸 撮影（動脈瘤）

カルシノーシス+
生検 皮膚・腎臓 皮膚・腎臓 筋肉 筋肉・腎臓

皮下結節
検査所見 CRP －～± － or＋ ＋ +++

白血球数 ↓ ～ ～・↑ ↑
血小板数 ↓ ～ ～ ↑
溶血性貧血 ＋ － － －

注）症状の出現頻度　＋：10～ 30％　++：40～ 60％　　+++：70％以上

膠原病の臨床像

 1. 関節炎
 2. レイノー現象
 3. 蝶形
 4. ヘリオトロープ
 5. 蝶形紅斑
 6. 皮膚硬化
 7. ヘリオトロープ
 8. 中～小動脈
 9. （+++）
 10. －
 11. +++
 12. +++
 13. +++
 14. +++
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■ （　）問題

□□ 膠原病には、（1　　　　）、（2　　　　）、（3　　　　）、（4　　　　）、結節
性動脈炎、リウマチ熱などがある。

□□ 関節リウマチは（5　　　　）性に多く発症する。関節症状は（6　　　　）、 
（7　　　　）、（8　　　　）があり、小関節が侵されるが、手指の（9　　　　）
関節は侵されない。手指の変形では、母指の（10　　　　）変形、手指の 
（11　　　　）変形、（12　　　　）変形が生じる。足指では、（13　　　　）変形、
（14　　　　）が生じる。

□□ RAの血液検査では、赤沈は（15　　　　）、CRPは（16　　　　）、γグロブ
リンは（17　　　　）する。

□□ 全身性エリテマトーデスは、ほとんどが（18　　　　）性に発症する。 
皮膚症状は、（19　　　　）紅斑、レイノー現象、皮膚の潰瘍がみられる。
関節症状は朝のこわばり、（20　　　　）の関節痛、腫脹などがみられるが、
（21　　　　）を伴うことはまれである。

□□ 多発性筋炎に（22　　　　）症状を合併した場合を（23　　　　）という。
症状は眼の周りの（24　　　　）皮疹が特徴である。血液検査では、白血
球は（25　　　　）、γグロブリンは（26　　　　）、CPKは（27　　　　）、
LDHは（28　　　　）する。

□□ 強皮症は、（29　　　　）性に多く発症し、手指等には（30　　　　）現
象がみられる。発熱、倦怠感、関節痛など多彩な症状があり、肺には 
（31　　　　）を合併する。

□□ 結節性多発動脈炎は小動脈の（32　　　　）性血管炎であり、（33　　　　）性
に多く発症する。筋力は（34　　　　）、血圧は（35　　　　）、皮下（36　　　　）
などがみられる。

□□ リウマチ熱は（37　　　　）菌の感染と関連がある。初発症状は、（38　　　　）様
症状に、高熱、（39　　　　）痛で発病する。多くの大関節を侵す多関
節炎であるが、（40　　　　）などの後遺症はない。心臓障害として、 
（41　　　　）炎により、弁膜症、特に（42　　　　）の合併が多い。ま
た、運動障害として（43　　　　）、皮膚症状として（44　　　　）紅斑、 
（45　　　　）がみられる。

□□ シェーグレン症候群は、自己免疫性の機序により（46　　　　）、特に 
（47　　　　）と（48　　　　）に慢性の炎症性病変が生じ、（49　　　　）性
に多い。症状は、（50　　　　）、乾燥性（51　　　　）を起こす。

□□ ベーチェット病の主徴候は、口腔粘膜の（52　　　　）、眼の（53　　　　）、
外陰部潰瘍、結節性（54　　　　）であり、（55　　　　）性に症状が重篤な
病型が多い。

問題

 1. 関節リウマチ
 2. 全身性エリテマトーデス
 3. 皮膚筋炎または 
多発性筋炎

 4. 全身性硬化症または
  強皮症
 5. 女
 6. 疼痛
 7. 腫脹
 8. 発赤
 9. DIP
 10. Z
 11. スワンネック
 12. ボタン穴
 13. 外反母指
 14. 槌指またはハンマー指
 15. 亢進
 16. 陽性
 17. 上昇
 18. 女
 19. 蝶形
 20. 移動性
 21. 変形
 22. 皮膚
 23. 皮膚筋炎
 24. ヘリオトロープ
 25. 上昇
 26. 上昇
 27. 上昇
 28. 上昇
 29. 女
 30. レイノー
 31. 肺線維症
 32. 壊死
 33. 男
 34. 低下
 35. 上昇
 36. 結節
 37. 溶血性レンサ球
 38. 感冒
 39. 関節
 40. 変形
 41. リウマチ性心内膜
 42. 僧帽弁狭窄症
 43. 小舞踏病
 44. 輪状
 45. 皮下結節
 46. 外分泌線
 47. 涙腺
 48. 唾液腺
 49. 女
 50. 口内乾燥症
 51. 角膜炎または結膜炎
 52. アフタ性潰瘍
 53. ブドウ膜炎
 54. 紅斑
 55. 男
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■ ○×問題

問題 1　膠原病について正しいものに○、誤りに × をつけなさい。

□□ 1. 関節リウマチでは手のこわばりは夕方に増悪する。

□□ 2. 関節リウマチでは関節の腫脹は、ほぼ左右対称性である。

□□ 3. 関節リウマチでは皮下結節が生じる。

□□ 4. 関節リウマチではリウマトイド因子が陽性となる。

□□ 5. 関節リウマチでは X線写真で手指関節の破壊像がみられる。

□□ 6. 全身性エリテマトーデスは女性が男性より数倍多く発症する。

□□ 7. 全身性エリテマトーデスの関節炎は手指に変形を残すことが多い。

□□ 8. 全身性エリテマトーデスは腎障害が多く、蛋白尿や血尿がある。

□□ 9. 全身性エリテマトーデスは副腎皮質ホルモンの大量投与で骨の無腐性
壊死がみられることがある。

□□ 10. 全身性エリテマトーデスの皮疹は日光に当たると悪化する。

□□ 11. 全身性エリテマトーデスは蝶形紅斑がみられる。

□□ 12. 全身性エリテマトーデスは嚥下障害がみられる。

□□ 13. 全身性エリテマトーデスは膝関節拘縮がみられる。

□□ 14. 全身性エリテマトーデスは発熱がある。

□□ 15. 全身性エリテマトーデスは膀胱結石がみられる。

□□ 16. 全身性エリテマトーデスはレイノー現象がみられる。

□□ 17. 全身性エリテマトーデスは日光過敏症がみられる。

□□ 18. 全身性エリテマトーデスは皮膚硬化がみられる。

□□ 19. 全身性エリテマトーデスは顔面紅斑がみられる。

□□ 20. 皮膚筋炎はヘリオトロープ疹がみられる。

□□ 21. 皮膚筋炎は女性に多く発症する。

□□ 22. 皮膚筋炎は四肢近位筋の筋力が低下する。

□□ 23. 皮膚筋炎は赤沈が亢進する。

□□ 24. 皮膚筋炎は血中 CK値が低下する。

□□ 25. 皮膚筋炎は悪性腫瘍を高率に合併するタイプがある。

□□ 26. 皮膚筋炎は間質性肺炎が合併する。

□□ 27. 皮膚筋炎はレイノー現象がみられる。

□□ 28. 皮膚筋炎は、GOT、LDHが上昇する。

□□ 29. 強皮症はレイノー現象がみられる。

□□ 30. 強皮症は舌小帯の短縮がみられる。

□□ 31. 強皮症の硬化は下肢の末梢から生じる。

□□ 32. 強皮症は肺線維症を合併する。

□□ 33. 強皮症は心筋の障害が生じる。

□□ 34. 強皮症は日光過敏症がみられる。

問題 1

  1．×
  2．○
  3．○
  4．○
  5．○
  6．○
  7．×
  8．○
  9．○
10．○
11．○
12．×
13．×
14．○
15．×
16．○
17．○
18．×
19．○
20．○
21．○
22．○
23．○
24．×
25．○
26．○
27．○
28．○
29．○
30．○
31．×
32．○
33．○
34．×
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□□ 35. リウマチ熱は 5～ 15歳に好発する。

□□ 36. リウマチ熱は A群連鎖球菌の感染が原因である。

□□ 37. リウマチ熱は心臓に後遺症を残す。

□□ 38. リウマチ熱の関節炎は変形を残して治癒する。

□□ 39. リウマチ熱はペニシリンが投与される。

□□ 40. リウマチ熱は皮下結節がみられる。

□□ 41. リウマチ熱は輪状紅斑がみられる。

□□ 42. リウマチ熱は小舞踏病がみられる。

□□ 43. リウマチ熱は小関節を侵す。

□□ 44. シェーグレン症候群は、角膜乾燥がみられる。

□□ 45. ベーチェット病は口腔粘膜のアフタ性潰瘍がみられる。

□□ 46. ベーチェット病は眼のブドウ膜炎がみられる。

□□ 47. ベーチェット病はレイノー現象がみられる。

□□ 48. ベーチェット病では失明することがある。

□□ 49. ベーチェット病の重症例は女性に多い。

□□ 50. ヘルパー Tリンパ球は免疫反応の抑制に働く。

□□ 51. キラー Tリンパ球は他の免疫細胞を破壊する。

□□ 52. マクロファージは貧食機能を持つ。

□□ 53. Bリンパ球はヒスタミンを産生する。

□□ 54. 好中球はサイトカインを産生する。

□□ 55. クロイツフェルト・ヤコブ病は自己免疫の関与が推測される。

□□ 56. ピック病は自己免疫の関与が推測される。

□□ 57. ギラン・バレー症候群は自己免疫の関与が推測される。

□□ 58. パーキンソン病は自己免疫の関与が推測される。

□□ 59. アルツハイマー病は自己免疫の関与が推測される。

□□ 60. 感染しても発症することなく終わることを不顕性感染という。

□□ 61. 2種類以上の病原体に同時に感染することを混合感染という。

□□ 62. 母親から乳児への授乳による感染を水平感染という。

□□ 63. 血中に病原菌が入り込み、重篤な全身症状を引き起こすことを敗血症
という。

□□ 64. 弱毒菌で容易に感染症を起こすことを日和見感染という。

35．○
36．○
37．○
38．×
39．○
40．○
41．○
42．○
43．×
44．○
45．○
46．○
47．×
48．○
49．×
50．×
51．×
52．○
53．×
54．○
55．×
56．×
57．○
58．×
59．×
60．○
61．○
62．×
63．○
64．○
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c. 呼吸器疾患

■ 図表問題

肺音の分類

 1. ラ音
 2. 湿性
 3. 乾性
 4. 水泡音
 5. 笛声音
 6. パチパチ、バリバリ
 7. グーグー、ボーボー
 8. 拘束性
 9. 閉塞性

図　肺音の分類

肺　音

呼吸音

副雑音

 肺胞（呼吸）音
（正常）
 気管支（呼吸）音　　   気管（呼吸）音

（異常）− 減弱・消失、呼吸延長、気管支呼吸音化など

4. 　　　   ［粗］ ブツブツ 肺うっ血、痰
 （吸気時）

 捻髪音［細］ （6.　　　　） 間質性肺炎

5.　　　  ［高音性］ ピーピー 気管支喘息
 （呼気時）

 いびき音［低音性］ （7.　　　　） 気道異物、痰

（8.　　　　）障害

（9.　　　　）障害 連続（性ラ）音

 （3.　  　）ラ音

1.

−胸膜摩擦音
  Hamman s signなど,

　その他

断続（性ラ）音

（2.　　 ）ラ音




