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注　意　事　項 

1．試験問題は、60 問であり、解答時間は２時間である。 

2．解答方法は次のとおりである。 

〔１〕　各問題には五つの答えがあるので、そのうち質問に適した答えを一つだけ 

選び、次の例にならって答案用紙にマークすること。なお、１問につき二つ 

以上解答した場合には、そのうちの一つが正答であっても誤りとして取り扱 

われる。 

　また、問題によっては〔　　　〕及び　　　　　により別冊を見て解答をす 

るように指示する場合もあるので、注意すること。 

（例） 問61　日本国で獣医師国家試験事務を受け持っている省はどれか。 

1．厚生労働省　　　2．文部科学省　　　3．農林水産省 

4．外務省　　　　　5．国土交通省 

　正答は「３」であるから、答案用紙の 

61　　　　　　　　　　　　　　　　のうち　　　を横線で、 

61　　　　　　　　　　　　　　　　とマークすれば良い。 

〔２〕　答案の作成に当たっては、必ずＨＢの鉛筆を使用し、次の良い例のとお 

り、塗りつぶさずに線を引くこと。 

　良い例……　　　　悪い例…… 

〔３〕　答えを修正する場合は、必ずプラスチック製の消しゴムで完全に消し、消 

し跡が残らないようにすること。消し方が悪いと採点されないので注意する 

こと。 

〔４〕　答案用紙は、折り曲げたりメモやチェック等で汚したりしないよう特に注 

意すること。 
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問１ 乳房炎の牛から分離した 2 種類の菌を羊血液寒天培地で培養したところ、〔図

1 A，B〕のように、コロニーの周囲が透明になる溶血像（A 菌）と、半透明で

緑色を帯びる溶血像（B 菌）が観察された。これらの溶血像の名称の組合せと

して正しいのはどれか。

A 菌 B 菌

1．α溶血 β溶血

2．α溶血 γ溶血

3．β溶血 α溶血

4．β溶血 γ溶血

5．γ溶血 α溶血

問２ 〔図2 A〕は徐々に衰弱して死亡したフクロウを開胸腹した肉眼像、〔図2 B〕

は病変部の組織像（グロコット染色）である。本疾患の病原体はどれか。

1．Actinomyces sp.

2．Aspergillus sp.

3．Candida albicans

4．Cryptococcus neoformans

5．Mucor sp.

別冊 C

図1 A ，B

別冊 C

図2 A ，B
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問３ 犬が狂騒状態になり、麻痺に陥って死亡した。脳材料を神経芽細胞腫由来の

培養細胞に接種したところ、〔図3〕のような像がみられた。培養細胞を用いた

病原体分離の他に、本症例の診断法として適当なのはどれか。

a ELISA により血液中の抗体を検出

b 脳材料をマウスの脳内に接種し、蛍光抗体法により抗原を検出

c 海馬神経細胞の好酸性細胞質内封入体を検出

d 脳材料から DNA を抽出し、PCR 法により遺伝子を検出

e 免疫組織学的手法によりリンパ系組織中の抗原を検出

1．a，b 2．a，e 3．b，c 4．c，d 5．d，e

問４ 衰弱し、歩行困難となったニホンカモシカが捕獲された。口唇部、鼻孔を中

心に痂皮を伴う丘疹、結節が多発していた。〔図4 A〕は口唇部表皮の組織像

（ヘマトキシリン・エオジン（HE）染色）、〔図4 B〕は〔図4 A〕の矢印で示し

た細胞質内封入体の電子顕微鏡像である。原因ウイルスはどれか。

1．ペスチウイルス

2．パラポックスウイルス

3．オルビウイルス

4．モルビリウイルス

5．パピローマウイルス

別冊 C

図3

別冊 C

図4 A ，B
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問５ リケッチアおよびクラミジアの分離培養に最も適した発育鶏卵の接種部位は

〔図5〕中 a ～ e のどこか。

1．a

2．b

3．c

4．d

5．e

問６ 〔図6〕の器具を用いて計測した値から算出する項目はどれか。

a 感覚温度

b 気動

c 輻射

d 不快指数

1．a，c，d のみ 2．a，b のみ 3．b，c のみ

4．d のみ 5．a，b，c，d のすべて

別冊 C

図5

別冊 C

図6
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問７ 猫、雑種、雌、1 歳齢。食欲不振、嘔吐、下痢が続き、貧血、削痩して死亡

した。病理解剖したところ、胃壁に〔図7〕のような腫瘤があり、数匹の寄生虫

が観察された。この寄生虫はどれか。

1．猫胃虫　Physaloptera praeputialis

2．猫糞線虫　Strongyloides planiceps

3．剛棘顎口虫　Gnathostoma hispidum

4．猫鉤虫　Ancylostoma tubaeforme

5．有棘顎口虫　Gnathostoma spinigerum

問８ 〔図8〕はウサギの頭部 X 線側方像である。図中 a ～ d の名称の組合せとして

正しいのはどれか。

a b c d

1．鼻骨 大切歯 小切歯 鼓室胞

2．前頭骨 小切歯 大切歯 後頭隆起

3．歯槽突起 大切歯 小切歯 鼓室胞

4．鼻骨 小切歯 犬歯 鼓室胞

5．前頭骨 犬歯 大切歯 後頭隆起

別冊 C

図7

別冊 C

図8
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問９ 〔図9〕は授乳中の雌豚の卵巣の超音波像である。本例に関する記述として正し

いのはどれか。

1．多数の発育卵胞が認められる。

2．多数の開花期黄体が認められる。

3．多数の小卵胞が認められる。

4．卵巣静止の状態である。

5．LH の拍動性分泌が亢進している。

問10 牛、ホルスタイン、雌、18 ヵ月齢。〔図10〕は脳軟化病巣の辺縁の組織像

（ヘマトキシリン・エオジン（HE）染色）である。矢印の細胞はどれか。

1．神経細胞

2．小膠細胞

3．希突起膠細胞

4．類上皮細胞

5．星状膠細胞

別冊 C

図9

別冊 C

図10
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問11 〔図11〕は、牛の第一胃における揮発性脂肪酸（VFA）および乳酸のモル比率

と pH の関係を示す。図中 a ～ d に該当する成分の組合せとして正しいのはど

れか。

a b c d

1．プロピオン酸 酢酸 乳酸 酪酸

2．酪酸 乳酸 酢酸 プロピオン酸

3．酪酸 プロピオン酸 酢酸 乳酸

4．酢酸 プロピオン酸 乳酸 酪酸

5．プロピオン酸 乳酸 酪酸 酢酸

問12 夏季にホタテ貝を食べた人に、フグ中毒に類似した食中毒が発生した。本食

中毒の検査に用いるホタテ貝の部位（〔図12〕の a ～ c）とその検査法の組合せ

として正しいのはどれか。

部位 検査法

1． a マウス接種法

2． a ELISA

3． b ゲル内沈降反応

4． b ラテックス凝集反応

5． c マウス接種法

別冊 C

図11

別冊 C

図12
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問13 猫、雑種、雄、1 歳齢。突然の後肢麻痺を主訴に来院。身体検査では、呼吸

速迫、左右股動脈拍動の消失が認められた。〔図13 A，B〕は胸部 X 線側方像お

よび腹背像、〔図13 C〕は心臓の超音波像（Mモード）である（拡張末期心室中

隔壁厚：6.4 mm、拡張末期左室後壁厚：11.1 mm、拡張末期左室内径：9.0 mm、

収縮末期左室内径：5.8 mm）。本症例に対してまず行うべき処置として誤って

いるのはどれか。

1．酸素吸入

2．ヘパリンの投与

3．ジルチアゼムの投与

4．ジゴキシンの投与

5．フロセミドの投与

問14 犬、ワイアー・フォックス・テリア、雌、6 歳齢。1 歳齢の頃から尿失禁が

認められ、発情前後や飲水後にひどくなる傾向にあった。この 2 年ほどで症状

が悪化した。来院時、元気、食欲に異常はなく、血液検査でも異常は認められ

なかった。〔図14 A，B〕は排泄性尿路造影による X 線像である。本症例の診断

として最も適当なのはどれか。

1．尿膜管遺残

2．慢性膀胱炎

3．尿道膣瘻

4．異所性尿管

5．尿道結石

別冊 C

図13 A ，B ，C

別冊 C

図14 A ，B
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問15 犬、ミニチュア・ダックスフンド、雌、8 歳齢。2～3 日前からの元気・食欲

消失を主訴に来院。初診時には多飲、多尿が認められた。外陰部からは、黄白

色の膿様の分泌物が持続的に認められた。血液検査では、RBC 4.12×10 / r、Hb

10.2 g/dr、WBC 51,400/ r、血小板数 112,000/ rであった。〔図15 A〕は

症例の腹部 X 線側方像、〔図15 B〕は膀胱やや頭側部位の超音波像である。本

疾患に関する記述として適当なのはどれか。

a 子宮内への細菌の侵入・増殖が発生の一次的要因である。

b 猫は交尾排卵動物であるため発生が少ない。

c 発情時期と発生には関係はない。

d 通常は子宮内膜過形成を伴っている。

e 多くの場合、治療は外科的に行われる。

1．a，b，c 2．a，c，e 3．a，d，e

4．b，c，d 5．b，d，e

問16 免疫抑制剤の投与を行ったマウスコロニーで、肺、肝臓、腎臓に灰白色結節

が認められ、その結節内部にはチーズ様滲出物が認められた。病変部の材料を

血液寒天培地で 37℃で 48 時間培養したところ、光沢のない乾いたコロニーを

形成した。〔図16 A〕は発症した個体の剖検像、〔図16 B〕は分離菌のグラム染

色像である。最も疑われる病原体はどれか。

1．Corynebacterium kutscheri

2．Mycoplasma pulmonis

3．Pseudomonas aeruginosa

4．Citrobacter rodentium（Escherichia coli O115a, c：K（B））

5．Pasteurella pneumotropica

別冊 C

図15 A ，B

別冊 C

図16 A ，B
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問17 〔図17］は、呼吸器症状を呈した鶏の肺から分離した病原体を平板寒天培地で

培養したコロニーである。この病原体の属名はどれか。

1．Proteus属

2．Mycoplasma属

3．Ehrlichia属

4．Chlamydia属

5．Orientia属

問18 〔図18〕のブドウ球菌の選択培地に関する記述として正しいのはどれか。

a ブドウ糖が添加してある。

b 高い食塩濃度（約 7.5 ％）でブドウ球菌を選択する。

c 卵黄液を加えて使用することがある。

d 培養時間は通常 12 時間程度である。

1．a，c，d のみ 2．a，b のみ 3．b，c のみ

4．d のみ 5．a，b，c，d のすべて

別冊 C

図17

別冊 C

図18
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問19 牛、ホルスタイン、雌、10 歳齢。腹腔内に径約 20 cmの腫瘤が認められた。

外科的に摘出された腫瘤は被膜に被われ、割面は分葉化し、黄色から乳白色の

大理石紋理様で一部光沢があった。〔図19〕は腫瘤の組織像（ヘマトキシリン・

エオジン（HE）染色）である。本症例の診断として最も適当なのはどれか。

1．真珠病

2．腸気泡症

3．顆粒膜細胞腫

4．脂肪壊死

5．脂肪腫

問20 〔図20〕の植物の毒性成分はどれか。

1．グラヤノトキシン

2．サポニン

3．アコニチン

4．ソラニン

5．サイカシン

別冊 C

図19

別冊 C

図20
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問21 サルモネラ食中毒を疑う患者の糞便を DHL 寒天培地に塗抹して培養したとこ

ろ、〔図21〕のようなコロニーが発育した。サルモネラ菌のコロニー色と色調変

化の原因の組合せとして正しいのはどれか。

コロニー色 色調変化の原因

1．赤色 乳糖の分解による酸産生

2．黒色 硫化水素の産生

3．赤色 インドールの産生

4．黒色 リシン脱炭酸反応

5．赤色 白糖からの酸産生

問22 犬、シェットランド・シープドッグ、避妊雌、13 歳齢。元気消失、食欲減退

を主訴に来院。体温 37.6 ℃、脈拍数 120 回/分、呼吸速迫であった。血液検査

では、RBC 4.01×10 / r、Ht 28.9 ％、WBC 11,000/ rであった。〔図22 A〕

は胸部X線側方像、〔図22 B〕は心臓の超音波像である。本症例の診断として最

も適当なのはどれか。

1．胸水貯留

2．心膜肥厚

3．左室拡大

4．心膜横隔膜へルニア

5．心タンポナーデ

別冊 C

図21

別冊 C

図22 A ，B
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問23 犬、シェットランド・シープドッグ、雄、8 歳齢。10 日前から頻回の嘔吐が

みられるようになったとのことで来院。心拍数、体温は正常で、呼吸も異常は

なかった。超音波検査では、腹水が認められ、胆ˆは一部不整な形をしていた

〔図23 A，B〕。開腹して調べたところ、胆ˆが一部破れ、ゼリー状の内容物が腹

腔内に脱出していた。腫瘍性の変化は認められず、総胆管の十二指腸への開通

にも大きな問題はなかった。本症例で推奨される手術法はどれか。

1．胆ˆ十二指腸吻合術

2．胆ˆドレイン留置術

3．胆ˆ切開術

4．胆ˆ摘出術

5．総胆管切開術

問24 牛、ホルスタイン、雌、17 ヵ月齢。発熱、角膜の白濁および下痢を呈した。

発症 2 週間後に起立不能となり、その 2 日後に死亡した。剖検では消化管全域

にびらんおよび潰瘍が生じていた。〔図24〕は腎臓の組織像（ヘマトキシリン・

エオジン（HE）染色）で、同質の病変が脳、髄膜、眼、脾臓、肝臓に形成され

ていた。本症例の診断として最も適当なのはどれか。

1．牛疫

2．口蹄疫

3．サルモネラ症

4．壊死桿菌症

5．悪性カタル熱

別冊 C

図23 A ，B

別冊 C

図24



―　　―13

問25 育成豚が灰黄色軟便の後、悪臭のある粘血下痢便を呈した。元気、食欲は次

第に減少し、体重も減少した。同一豚房内には同様の症状を呈する個体が増加

した。その多くは 5～10 日で回復したが、脱水と衰弱により死亡するものもあ

った。〔図25 A〕は死亡豚の大腸粘膜に認められた病変である。〔図25 B〕は糞

の直接塗抹標本像（フクシン染色）である。本症例の診断として最も適当なの

はどれか。

1．豚丹毒

2．大腸菌症

3．炭疽

4．豚赤痢

5．トキソプラズマ症

問26 海水中の大腸菌群数を MPN 法により測定するため、試料 10 mr、1 mr、0.1

mr、0.01 mr、0.001 mrをそれぞれ 5 本の乳糖ブイヨンに接種したところ、

陽性数は各培地中それぞれ 5 本、5 本、1 本、0 本、0 本であった。培地の陽

性判定基準と〔図26〕を基にした海水 100 mr中の大腸菌群数として適当なの

はどれか。

陽性判定基準 大腸菌群数

1．培地の黄変 240

2．ガス産生 350

3．ガス産生 330

4．培地の混濁 200

5．培地の黄変 2

別冊 C

図25 A ，B

別冊 C

図26
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問27 犬、パグ、雄、9 ヵ月齢、9.2 kg。心雑音を主訴に来院。運動不耐性等の明ら

かな臨床症状は認められなかった。聴診により左側心基部を最強点とする収縮

期駆出性雑音（Levine 5/6）が聴取された。心電図検査では左室拡大所見がみ

られたが、胸部 X 線検査では著変は認められなかった。〔図27 A〕および〔図

27 B：収縮期のカラードプラ像〕は傍胸骨左室長軸の心超音波像である。本症

例の診断として最も適当なのはどれか。

1．肺動脈狭窄症

2．僧帽弁閉鎖不全症

3．心房中隔欠損症

4．大動脈弁下部狭窄症

5．心室中隔欠損症

問28 糖尿病と診断した猫から血液を採取した（Ht 28 ％）。〔図28〕は、ニューメ

チレンブルー染色した血液塗抹標本像である。赤血球膜上の青く染色された粒

子状のもの（矢印）は何か。

1．ハウエルジョリー小体

2．Mycoplasma haemofelis（Haemobartonella felis）

3．ハインツ小体

4．網状赤血球の RNA

5．好塩基性斑点

別冊 C

図27 A ，B

別冊 C

図28
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問29 犬、ジャーマン・シェパード、雄、4 歳齢、35 kg。3 ヵ月前から尾をあまり

振らなくなり、後肢を引きずるようになったとの主訴で来院。神経学的検査で

は踏み直り反応の減弱を認めた。〔図29〕は腰仙椎部分の X 線側方像である。こ

の画像所見として適当なのはどれか。

1．骨増生像があり、腫瘍性変化が疑われる。

2．骨吸収像と骨増生像があり、腰 仙椎の椎間板脊椎炎が疑われる。

3．パンチアウト像があり、多発性骨髄腫が疑われる。

4．骨棘があり、腰 仙椎間の不安定性が疑われる。

5．仙椎骨折が疑われる。

問30 犬、ビーグル、雄、10 歳齢。左側頸部の腫瘤を主訴に来院。この腫瘤は病理

組織学検査で甲状腺濾胞癌と診断された。〔図30〕は、腫瘤部分の X 線 CT 像

（造影剤投与後）である。この CT 像から得られる腫瘤の説明として適当なのは

どれか。

a 総頸動脈への明らかな浸潤はない。

b 外頸静脈への明らかな浸潤はない。

c 気管への明らかな浸潤はない。

d 食道への明らかな浸潤はない。

1．a，c，d のみ 2．a，b のみ 3．b，c のみ

4．d のみ 5．a，b，c，d のすべて

別冊 C

図29

別冊 C

図30
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問31 〔図31〕は牛の排卵から着床までを表した模式図である。図中 a の時期に関す

る記述として正しいのはどれか。

1．胚の栄養膜からインターフェロン・タウ（INF τ）が分泌される。

2．子宮内膜からインターフェロン・タウ（INF τ）が分泌される。

3．胚の栄養膜から PGF が分泌される。

4．子宮内膜から PGF が分泌される。

5．子宮内膜からプロジェステロンが分泌される。

問32 〔図32 A〕はミツバチの巣房である。白色化し、ミイラ状態となった死亡サナ

ギが多数認められ、巣箱の巣門付近にも散在していた〔図32 B〕。死亡サナギは

後に暗緑色～黒色に変色した。最も疑われる疾患はどれか。

1．アメリカ腐蛆病

2．ヨーロッパ腐蛆病

3．ノゼマ病

4．チョーク病

5．バロア病

別冊 C

図31

別冊 C

図32 A ，B
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問33 猫、ペルシャ、雌、7 歳齢。食欲不振と体重減少を主訴に来院。触診で左右

腎臓の腫大を認めた。血液検査では軽度の貧血を認め、血液化学検査では BUN

68 mg/dr、クレアチニン 4.0 mg/drであった。〔図33 A，B〕は左右腎臓の超

音波長軸像である。本症例で最も疑われる疾患はどれか。

1．多発性ˆ胞腎

2．水腎症

3．腎盂腎炎

4．腎膿瘍

5．腎臓腫瘍

問34 〔図34〕はアルビノ近交系マウスの毛色遺伝子型を確認するために行われる後

代検定の例である。図中 a と b に該当する毛色の組合せとして正しいのはどれ

か。

a b

1．野生色 黒色

2．黒色 野生色

3．チョコレート色 シナモン色

4．黒色 イエローグレイ色

5．野生色 チョコレート色

別冊 C

図33 A ，B

別冊 C

図34
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問35 〔図35〕は肋間開胸術を行う際に分離・切開する筋肉である。図中 a ～ c の筋

肉の名称として正しいのはどれか。

a b c

1．広背筋 斜角筋 腹鋸筋

2．広背筋 斜角筋 外腹斜筋

3．腹鋸筋 僧帽筋 斜角筋

4．僧帽筋 広背筋 外腹斜筋

5．僧帽筋 深胸筋 腹鋸筋

問36 犬、ポメラニアン、雄、6 歳齢。約 1 年前に橈尺骨を骨折し、治療を受けた

ものの跛行が続くとの主訴で来院。〔図36〕は、患肢の橈尺骨部分の X 線側方像

および前後像である。本症例の橈骨に関する記述として適当なのはどれか。

1．変形癒合している。

2．癒合しておらず、骨折端は非活動性と考えられる。

3．矯正骨切り術が勧められる。

4．強固な固定を加えるだけで癒合が期待できる。

5．海綿骨移植などの骨形成術を行わないと、十分な癒合が期待できない。

別冊 C

図35

別冊 C

図36
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問37 猫、アメリカン・ショートヘア、雌、13 歳齢。2 ヵ月前より発咳を認めると

のことで来院。〔図37 A〕は胸部 X 線腹背像で、X 線 CT 検査で認められた腫瘤

は孤立性で、肺門部周囲リンパ節の腫大は認めなかった。〔図37 B〕は開胸手術

中の腫瘤（矢印）、〔図37 C〕は摘出した腫瘤の病理組織像（ヘマトキシリン・

エオジン（HE）染色）である。本症例は、3 年後に老衰で死亡するまで、新た

な腫瘤の発生は認められなかった。本症例の診断として最も疑われるのはどれ

か。

1．他臓器腺癌の転移

2．肺原発性腺癌

3．リンパ肉腫

4．線維肉腫

5．脂肪腫

問38 牛、雄、6 歳齢。2 年前より種雄牛として供用されていたが、受胎率が低下

したとのことで、精液の性状検査を行った。得られた結果〔図38〕に関する次

の文の a ～ c に該当する語句の組合せとして正しいのはどれか。

この精液性状から、本症例で認められる受胎率の低下は〔 a 〕または

〔 b 〕によるものではなく、〔 c 〕によるものと考えられる。

a b c

1．精巣上体管の閉塞 精子数の減少 奇形精子数の増加

2．精子の活力減少 精子数の減少 精巣上体管の閉塞

3．精管の閉塞 精子数の減少 精子活力の減少

4．精巣の活力減少 奇形精子数の増加 精子数の減少

5．精子の活力減少 奇形精子数の増加 精管の閉塞

別冊 C

図37 A ，B ，C

別冊 C

図38
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問39 放牧中の肥育牛が急死した。剖検したところ、脾臓の腫大が認められた。〔図

39〕はその一部から作製した塗抹標本である。本症例の診断として最も疑われ

る疾患はどれか。

1．サルモネラ症

2．破傷風

3．牛肺疫

4．リステリア症

5．炭疽

問40 犬、雑種、雄、8 歳齢。昨日からの突然の赤色尿と元気消失を主訴に来院。

血液検査では RBC 3.6×10 / r、Ht 16％、MCV 65.8 fr、MCHC 32.0 g/dr

であった。血漿は赤色透明で、赤血球の凝集は認められず、直接クームス試験

は陰性であった。〔図40 A，B〕は胸部 X 線側方像および腹背像である。本症例

の診断として最も適当なのはどれか。

1．大静脈症候群

2．糸球体腎炎

3．肺動脈弁狭窄

4．バベシア症

5．免疫介在性溶血性貧血

別冊 C

図39

別冊 C

図40 A ，B
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問41 〔図41〕は、犬の胸腔内に貯留した液を針穿刺により採取して作製した塗抹標

本像（ギムザ染色）である。本症例の診断として最も疑われるのはどれか。

1．膿胸

2．血胸

3．中皮腫

4．乳び胸

5．心タンポナーデ

問42 〔図42〕は、犬の動脈管開存症の症例において、左第 4 肋間からアプローチし

ている術中写真である。図中 a ～ d の名称の組合せとして正しいのはどれか。

a b c d

1．大動脈弓 肺動脈 横隔神経 迷走神経

2．肺動脈 肺静脈 胸管 迷走神経

3．大動脈弓 肺静脈 迷走神経 横隔神経

4．肺動脈 肺静脈 横隔神経 胸管

5．大動脈弓 肺動脈 迷走神経 横隔神経

別冊 C

図41

別冊 C

図42
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問43 犬、雑種、雄、9 歳齢、14.5 kg。全身麻酔下で、大腿骨骨折の整復・固定術

を行っている。〔図43〕は、麻酔モニターの数値を示している。正常範囲から逸

脱していると考えられる項目はどれか。

a Spo

b PEtco

c 動脈圧

d 心拍数

e CRT

1．a，b ２．a，e ３．b，c ４．c，d ５．d，e

問44 牛、ホルスタイン、雌、6 歳齢、3 産目。分娩後 50 日を過ぎても発情が認

められず、繁殖障害（鈍性発情）と診断した。〔図44〕はその卵巣である。本症

例の卵巣および鈍性発情に関する記述として正しいのはどれか。

1．卵巣の中央の突出部は成熟卵胞である。

2．卵巣の突出部中央の凹みは排卵の跡である。

3．卵巣の突出部からはエストロジェンが分泌される。

4．鈍性発情では卵胞の発育、成熟、排卵過程に異常が認められる。

5．鈍性発情の牛では発情周期が延長する。

別冊 C

図43

別冊 C

図44
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問45 犬、ジャック・ラッセル・テリア、雌、4 歳齢。1 ヵ月前からの腹部膨満を

主訴に来院。元気、食欲に異常はなく、慢性の下痢や嘔吐も認められなかった

が、削痩が著しかった。血液検査では異常は認められなかった。血液化学検査

では、総タンパク 3.6 g/dr、アルブミン 1.3 g/dr、総コレステロール 168

mg/dr、AST 32 U/r、ALT 38 U/r、ALP 132 U/r、胆汁酸 3.6 mor/rで

あった。腹部超音波検査では腹水の貯留が認められた。〔図45 A，B〕は肝臓お

よび小腸の超音波像である。また、腹水は漏出性で、細胞成分はほとんど認め

られなかった。本症例の診断として最も疑われるのはどれか。

1．うっ血肝

2．肝硬変

3．胆管閉塞

4．腸重積

5．腸リンパ管拡張症

問46 犬、雑種、雄、13 歳齢、15 kg。腰部の強い痛みと排尿困難を主訴に来院。

〔図46 A，B〕は、腹部 X 線側方像および腹背像である（尿道～膀胱にカテーテ

ルが挿入されている）。また、〔図46 C〕は前立腺の位置でカテーテルから採取

した液体の沈渣の顕微鏡像である。本症例の診断として最も疑われるのはどれ

か。

1．前立腺過形成

2．難治性膀胱炎

3．膀胱癌

4．前立腺膿瘍

5．前立腺癌

別冊 C

図45 A ，B

別冊 C

図46 A ，B ，C
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問47 犬、雑種、雄、12 歳齢、22 kg。呼吸速迫、前肢の強直性完全麻痺、後肢の

不全麻痺および膝蓋腱反射の亢進が認められた。〔図47 A，B〕は脊髄の造影 X

線側方像および腹背像である。この画像所見として適当なのはどれか。

1．頸髄に硬膜外病変が認められる。

2．腰髄に硬膜外病変が認められる。

3．頸髄に硬膜内髄外病変が認められる。

4．腰髄に硬膜内髄外病変が認められる。

5．頸髄に髄内病変が認められる。

問48 犬、雑種、5 歳齢。飼い主が被毛に虫卵らしきもの〔図48 A〕を多数認め来

院。〔図48 B〕は採集した虫体のプレパラート標本像である。この寄生虫は何か。

1．イヌノミ（Ctenocephalides canis）成虫

2．イヌツメダニ（Cheyletiella yasguri）成虫

3．イヌジラミ（Linognathus setosus）成虫

4．イヌハジラミ（Trichodectes canis）成虫

5．イヌヒゼンダニ（Sarcoptes scabiei var. canis）成虫

別冊 C

図47 A ，B

別冊 C

図48 A ，B
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問49 〔図49 A〕は掻痒を認めた牛の尾根部である。〔図49 B〕は患部の皮膚掻爬標

本像（10 ％ KOH 処理）である。本症例の診断として適当なのはどれか。

1．毛包虫症

2．疥癬症

3．ワヒ病

4．シラミ皮膚炎

5．ツメダニ症

問50 犬、ラブラドール・レトリーバー、雄、3 歳齢、38 kg。1 週間前から後肢を

跛行するとの主訴で来院。膝に痛みを認めたため X 線検査を行った。〔図50 A，

B〕は左右膝関節の X 線側方像である。これらの画像所見として最も適当なの

はどれか。

1．左右膝関節ともに膝蓋骨の脱臼が認められる。

2．右膝関節に腫瘍を疑う骨吸収像が認められる。

3．右膝関節に脛骨の頭側変位と滑液の増量が認められる。

4．左膝関節に変形性関節症を疑う骨棘が認められる。

5．左膝関節の種子骨に骨折が認められる。

別冊 C

図49 A ，B

別冊 C

図50 A ，B
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問51 猫、雑種、雌、1 歳齢。1 ヵ月前から 1 日 3～4 回、未消化物や茶色の液状

物を吐くようになった。消炎剤、抗生物質の投与や輸液を行ったところ、症状

は軽減したが完治はせず、間欠的に同様の症状が継続している。〔図51 A，B〕

はバリウム造影 X 線側方像および腹背像である（少量のバリウムを誤嚥してい

る）。本症例の診断として最も適当なのはどれか。

1．裂孔ヘルニア

2．横隔膜ヘルニア

3．血管輪異常

4．食道憩室

5．巨大食道症

問52 牛、10 ヵ月齢。肛門下に尿の排泄口を有し、外見上は雌様であるが、直腸検

査で子宮や卵巣は触診できない。〔図52〕は病理解剖して得られた本例の生殖器

で、子宮や卵巣は認められなかった。本疾患に関する記述として適当なのはど

れか。

1．フリーマーチンである。

2．雌性仮性半陰陽である。

3．馬、豚に比較して牛で発生が多い。

4．山羊においては単一の劣性遺伝子によって生じる。

5．性染色体キメラにより生じる代表的な間性である。

別冊 C

図51 A ，B

別冊 C

図52
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問53 〔図53〕は犬の皮膚に生じた腫瘤の組織像である。本標本の染色法はどれか。

1．トルイジン青染色

2．アザン染色

3．過ヨウ素酸シッフ（PAS）染色

4．ベルリン青染色

5．ルクソール・ファスト青（LFB）染色

問54 〔図54〕は、重篤な呼吸器症状を呈した鶏の気道滲出物を 10 日目の発育鶏卵

の漿尿膜に接種し、接種 2 日後にその漿尿膜を取り出し、接種部を観察したも

のである。この変化をなんというか。

1．プラック

2．フォーカス

3．シンシチウム

4．ポック

5．トランスフォーメーション

別冊 C

図53

別冊 C

図54
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問55 〔図55〕は動物種、胎盤構造および移行抗体の関係を示したものである。図中

a ～ c に該当する動物種の組合せとして正しいのはどれか。

a b c

1．牛・山羊・羊 犬・猫 馬・豚

2．馬・豚 牛・山羊・羊 犬・猫

3．馬・豚 牛・山羊・羊 モルモット・ウサギ

4．犬・猫 馬・豚 牛・山羊・羊

5．牛・山羊・羊 マウス・ラット 馬・豚

問56 と畜場において、牛の第一胃壁に〔図56〕のような寄生虫が多数認められた。

この寄生虫は何か。

1．牛捻転胃虫　Mecistocirrus digitatus

2．双口吸虫　paramphistomes

3．クーペリア　Cooperia spp.

4．牛腸結節虫　Oesophagostomum radiatum

5．牛ˆ虫（無鉤ˆ虫）Cysticercus bovis

別冊 C

図55

別冊 C

図56
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問57 犬、ゴールデン・レトリーバー、雌、10 歳齢。2 ヵ月前から間欠的な片側性

の鼻出血と鼻汁が認められるとの主訴で来院。〔図57 A〕は頭部の X 線背腹像、

〔図57 B〕は鼻腔部分の X 線 CT 像である。最も疑われるのはどれか。

1．異物

2．感染

3．腫瘍

4．止血異常

5．外傷

問58 犬、ヨークシャー・テリア、雄、6 歳齢。昨晩からの排尿困難で来院。1 ヵ

月前より肛門右側が腫脹し、排便に時間を要するようになった。この腫脹は排

便時に顕著で、飼い主がこれを押すと排便しやすくなり、また排便時以外に押

すと、比較的容易に骨盤腔内に押し戻されるとのことであった。初診時にはや

や元気がなく、肛門右側が硬く腫脹していた。尿道カテーテルを挿入すると、

35 mrの尿が抜け、肛門右側の腫脹はやや小さくなり、軟らかくなった。〔図58〕

は排尿後の腹部 X 線側方像である。本症例に関する記述として正しいのはどれ

か。

a．骨盤隔膜の脆弱化や分離が起こっている。

b．膀胱がヘルニアˆに包まれている。

c．腸管がヘルニアˆに包まれている。

d．早急な外科的処置が推奨される。

1．a，c，d のみ 2．a，b のみ 3．b，c のみ

4．d のみ 5．a，b，c，d のすべて

別冊 C

図57 A ，B

別冊 C

図58



―　　―30

問59 〔図59 A〕を用いて馬から得られた標本〔図59 B〕による診断はどれか。

1．子宮蓄膿症

2．発情初期

3．子宮内膜炎

4．種付け適期

5．妊娠陽性

問60 ドジョウを生で食べた人の皮膚に移動性の爬行疹が認められた〔図60〕。原因

となった寄生虫として最も疑われるのはどれか。

1．剛棘顎口虫　Gnathostoma hispidum

2．アニサキス類　Anisakis spp.

3．日本住血吸虫　Schistosoma japonicum

4．大複殖門条虫　Diplogonoporus grandis

5．横川吸虫　Metagonimus yokogawai

別冊 C

図59 A ，B

別冊 C

図60


