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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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課題１　次の文を読み、問 1、問 2 に答えよ。

犬、マルチーズ、雌、5 歳齢。1 週間程前から元気消失し、可視粘膜が蒼白にな

ったとの主訴で来院。血液検査では RBC 2.69×10 / r、Hb 6.3 g/dr、Ht 21 ％、

MCV 78 fr、MCHC 30.0 g/dr、WBC 13,000/ r、血小板数 350,000/ rであっ

た。〔図1〕は本症例の血液塗抹像（ギムザ染色）である。

問１ 本症例で最も疑われる疾患はどれか。

1．鉄欠乏性貧血

2．免疫介在性溶血性貧血

3．再生不良性貧血

4．エバンス症候群

5．DIC

問２ 本疾患に関する記述として適当なのはどれか。

a 犬では赤血球自己凝集を認める例が多い。

b ワクチン接種に伴ってみられることがある。

c 犬に比較して猫に発生が多い。

d 治療にはグルココルチコイドが用いられる。

e 輸血は低酸素症改善のための最低必要量とする。

1．a，b，c 2．a，c，e 3．a，d，e

4．b，c，d 5．b，d，e

別冊 D

図1
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課題２　次の文を読み、問 3 、問 4 に答えよ。

犬、シー・ズー、雌、6 歳齢。半月前からの振戦と嘔吐を主訴に来院。身体検査

では著変はみられなかった。血液検査では、RBC 6.75×10 / r、Ht 47.1 ％、

WBC 7,100/ rであった。血液化学検査では、総タンパク 7.1 g/dr、アルブミン

3.2 g/dr、血糖値 104 mg/dr、BUN 20 mg/dr、クレアチニン 1.2 mg/dr、Na

141 mEq/r、K 3.6 mEq/r、Cl 118 mEq/r、Ca 20.2 mg/dr、P 2.5 mg/drであっ

た。AST、ALT、ALPに異常は認められなかった。頸部甲状腺部位の超音波検査を実

施したところ、右側に〔図2〕のような直径 2.7 mm の低エコー領域が認められた。

問３ 診断のため、次に測定すべき項目はどれか。

a PTH

b コルチゾル

c 甲状腺ホルモン

d TSH

e PTHrP

1．a，b 2．a，e 3．b，c 4．c，d 5．d，e

問４ 本症例への対症療法として誤っているのはどれか。

1．生理食塩水の投与

2．フロセミドの投与

3．グルココルチコイドの投与

4．ビタミン D の投与

5．カルシトニンの投与

別冊 D

図2
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課題３　次の文を読み、問 5 、問 6 に答えよ。

と畜検査で、豚の大腿部の筋肉に〔図3 A〕のような病変が認められた。〔図3 B〕

は病変部から摘出されたものである。

問５ 最も疑われる疾患はどれか。

1．エキノコックス症

2．無鉤ˆ虫症

3．有鉤ˆ虫症

4．トキソプラズマ症

5．豚回虫症

問６ と畜場法に規定されている本症の検出時期と措置の組合せとして正しいのは

どれか。

検出時期 措置

a 生体検査時 と殺禁止

b 解体後検査時 病変部のみ廃棄

c 解体時検査時 全部廃棄

d 解体前検査時 解体禁止

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 D

図3 A ，B
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課題４　次の文を読み、問 7 、問 8 に答えよ。

犬、シー・ズー、雄、3 歳齢。眼の疼痛と急速に悪化した角膜の異常を主訴に来

院。〔図4〕は来院時の右眼の写真である。

問７ この病変に関する記述として適当なのはどれか。

a 表層性角膜炎である。

b 潰瘍中央部にデスメ膜が認められる。

c 角膜分離症（角膜壊死症）である。

d 縮瞳が認められる。

e 潰瘍周囲に角膜浮腫が認められる。

1．a，b，c 2．a，c，e 3．a，d，e

4．b，c，d 5．b，d，e

問８ 本疾患に対する適切な外科的処置はどれか。

a 表層角膜切除術

b 多線状角膜切開術

c 角膜輪部新生血管に対する凍結手術

d 眼瞼縫合術

e 結膜もしくは瞬膜フラップ術

1．a，b 2．a，e 3．b，c 4．c，d 5．d，e

別冊 D

図4
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課題５　次の文を読み、問 9、問 10に答えよ。

牛が発熱、元気消失し、数日後に神経症状を呈して起立不能となった。剖検では、

脳脊髄液が混濁、増量していた。〔図5 A〕は大脳の割面である。〔図5 B〕は脳の病

変部の組織像（ヘマトキシリン・エオジン（HE）染色）である。矢印は血栓を示す。

咽頭、消化管には出血性壊死が認められた。病巣部からは莢膜や鞭毛をもたないグ

ラム陰性桿菌が分離された。

問９ 本疾患の病原体に関する記述として正しいのはどれか。

a 偏性嫌気性菌である。

b 炭酸ガス要求性である。

c チョコレート寒天培地でよく発育する。

d 牛または羊血液寒天培地で黒色のコロニーを形成する。

e 4 ℃の低温で発育し、細胞内寄生性である。

1．a，b 2．a，e 3．b，c 4．c，d 5．d，e

問10 本疾患に関する記述として正しいのはどれか。

a 原因菌は健康牛の呼吸器や生殖器からも分離される。

b 輸送や気候の変動によるストレスは本疾患の誘因となる。

c 品質が劣化したサイレージは主要な感染源となる。

d 凝集反応を利用した血清診断が確定診断として用いられる。

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 D

図5 A ，B
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課題６　次の文を読み、問 11、問 12に答えよ。

犬、マルチーズ、雄、6 歳齢。嘔吐と振戦を主訴に来院。〔図6 A，B〕は胸部 X

線側方像および腹背像である。血液化学検査では BUN 107.7 mg/dr、クレアチニン

2.8 mg/dr、ALT 73 U/r、ALP 30 U/r、Na 119 mEq/r、K 7.7 mEq/r、Cl 86

mEq/rであった。ACTH 刺激試験では刺激前コルチゾル値は 0.1 g/dr、刺激試験

による分泌反応は認められなかった。

問11 本症例の高窒素血症の説明として最も適当なのはどれか。

1．消化管出血による腎前性高窒素血症

2．循環血液量低下による腎前性高窒素血症

3．腎尿細管障害による腎性高窒素血症

4．腎糸球体障害による腎性高窒素血症

5．尿路閉塞による腎後性高窒素血症

問12 本疾患に関する記述として適当なのはどれか。

a 症状に周期性が認められることが多い。

b 犬に比較して猫でよく認められる。

c 尿中カリウム排泄量は増加している。

d 治療にはグルココルチコイドを投与する。

e 輸液には生理的食塩水を用いる。

1．a，b，c 2．a，c，e 3．a，d，e

4．b，c，d 5．b，d，e

別冊 D

図6 A ，B
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課題７　次の文を読み、問 13、問 14 に答えよ。

〔図7〕は補体結合試験の結果である。6 検体の被検血清を 2 倍階段希釈し、A 列

～G 列それぞれ 2 行のウェルに入れた。H 列は抗原を添加しない血清対照とした。

問13 この段階で抗体陽性と判断できる血清はどれか。

1．①、④、⑤、⑥のみ

2．①、⑤のみ

3．②、③のみ

4．④、⑥のみ

5．①、②、③、⑤のみ

問14 補体結合試験（反応）に関する記述として正しいのはどれか。

a 補体の代替経路（alternative pathway）を利用した反応である。

b IgA、IgG、IgM の各抗体の検出に使用できる。

c 補体には通常モルモットの新鮮血清を使用する。

d 中和試験や赤血球凝集抑制試験（HI 試験）に比べ、血清学的特異性が低い。

e 中和試験や HI 試験に比べ、一般に抗体検出感度が高い。

1．a，b 2．a，e 3．b，c 4．c，d 5．d，e

別冊 D

図7
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課題８　次の文を読み、問 15、問 16 に答えよ。

犬、マルチーズ、雄、8 歳齢。右精巣に径 2.5 cm の被膜を有する白色充実性の硬

い腫瘤が認められた。〔図8〕は本腫瘤の組織像（ヘマトキシリン・エオジン（HE）

染色）である。

問15 本症例の診断として最も適当なのはどれか。

1．奇形腫

2．精細胞腫（精上皮腫）

3．間細胞腫（ライディッヒ細胞腫）

4．可移植性性器肉腫

5．セルトリ細胞腫

問16 本疾患に伴ってしばしば認められる臨床的特徴はどれか。

a 高カルシウム血症

b 対称性脱毛

c 雌性化

d 前立腺肥大

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 D

図8
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課題９　次の文を読み、問 17、問 18 に答えよ。

〔図9〕は牛における発情同期化の一例の模式図である。

問17 図中 a ～ c に該当する語句の組合せとして正しいのはどれか。

a b c

1．PGF GnRH 排卵

2．GnRH PGF 排卵

3．PGF GnRH 人工授精

4．GnRH PGF 人工授精

5．PGF PGF 排卵

問18 発情同期化の目的として誤っているのはどれか。

1．胚移植の際の過剰排卵

2．発情発見率の向上

3．産子の計画生産

4．人工授精の作業の簡便化

5．乳の計画生産

別冊 D

図9
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課題10 次の文を読み、問 19、問 20 に答えよ。

〔図10〕は高泌乳牛における分娩後の正味エネルギー出納の変化を示したものであ

る。

問19 エネルギー出納と栄養管理に関する記述として適当なのはどれか。

a A の期間は粗脂肪含量が 10 ％程度となるよう、脂肪含量の高い飼料を給与する。

b B の期間は乾物摂取量が最大となり、エネルギーバランスは正に転じる。

c C の期間は粗飼料給与が主体であるが、正のエネルギーバランスは最大となる。

d D の期間は乾乳期（分娩前）であり、ボディコンディションスコアは 3 程度に

する。

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

問20 A の期間に関する記述として適当なのはどれか。

a 泌乳の亢進はケトーシス発生につながる。

b 肥満はケトーシス発生の原因となる。

c 脂肪肝が起こりやすい。

d 第四胃変位が起こりやすい。

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 D

図10
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課題11 次の文を読み、問 21、問 22に答えよ。

犬、キャバリア・キングチャールズ・スパニエル、雄、3 歳齢。2 ヵ月前に、左

前肢をかばう様子で急に動かなくなることがあった。その後、間欠的に四肢の跛行

が認められるとのことで来院。初診時、元気がなく、食欲も減退していた。体温

39.6 ℃、心拍数 120 回/分、呼吸数 24 回/分であった。〔図11 A，B］は、来院時

の足根関節及び膝関節の X 線像である。左膝の関節から滑液を採取したところ、粘

稠度がやや低下し、白濁していた。〔図11 C〕は滑液の塗抹像（ライト・ギムザ染色）

である。

問21 本症例で最も疑われる疾患はどれか。

1．変形性関節症

2．関節血症

3．細菌性関節炎

4．免疫介在性多発性関節炎

5．前十字靱帯断裂

問22 本症例に対する適切な治療はどれか。

1．関節固定術

2．関節切開術

3．広域スペクトルの抗生物質投与

4．コルチコステロイドの投与

5．靭帯再建術

別冊 D

図11 A ，B ，C
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課題12 次の文を読み、問 23、問 24 に答えよ。

泌乳牛が突然、高熱、呼吸速迫を示して起立不能となった。病原体を分離して電

子顕微鏡で観察したところ、〔図12〕のようなウイルス粒子が観察された。

問23 最も疑われる疾患はどれか。

1．イバラキ病

2．牛流行熱

3．牛 RS ウイルス病

4．牛伝染性鼻気管炎

5．牛アデノウイルス病

問24 本疾患の病原体を分離するために最も適当な材料はどれか。

1．鼻汁

2．咽頭ぬぐい液

3．糞便

4．乳汁

5．末梢血

別冊 D

図12
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課題13 次の文を読み、問 25、問 26 に答えよ。

犬、アメリカン・コッカー・スパニエル、雄、3 歳齢。1 年以上前から右耳をか

ゆがるようになった。抗生物質投与や局所洗浄などの治療を続けていたが、改善が

得られないとのことで来院。初診時、右耳介内側および外耳道は臭気の強い膿様の

液体で汚れ、肥厚しており、耳道の観察をすることはできなかった。〔図13〕は頭部

X 線 CT 像である。なお、CT 検査では腫瘍を疑う変化は認められなかった。

問25 本症例に対する適切な手術法はどれか。

1．外側耳道切除術のみ

2．垂直耳道切除術のみ

3．耳道全切除術のみ

4．鼓室胞骨切り術のみ

5．耳道全切除術と鼓室胞骨切り術

問26 問 25 の手術を行う際に考慮すべき術後合併症はどれか。

a 顔面神経麻痺

b 瘻管形成

c 前庭機能障害

d 術創感染

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 D

図13
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課題14 次の文を読み、問 27、問 28 に答えよ。

犬、ポメラニアン、雌、4 ヵ月齢、1.8 kg。昨日テーブルから飛び降りた直後より

前肢を挙上し、全く負重しないとのことで来院。触診で右肘関節周囲が腫脹してお

り、触ると痛がった。〔図14〕は症例の右肘関節付近の X 線前後像である。

問27 本症例の診断として最も適当なのはどれか。

1．肘関節脱臼

2．上腕骨骨幹部斜骨折

3．上腕骨外側顆骨折

4．上腕骨内側顆骨折

5．橈骨頭骨折

問28 本症例に対する最も適切な治療法はどれか。

1．ラグスクリューとキルシュナーワイヤーによる整復固定

2．創外固定

3．骨プレートによる固定

4．髄内ピンによる固定

5．非観血的脱臼整復後に外副子固定

別冊 D

図14
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課題15 次の文を読み、問 29、問 30 に答えよ。

ある農場の放牧牛に〔図15〕のような皮膚病変を呈する個体が複数みられた。発

症牛は同時に下痢と小球性低色素性貧血を呈しており、運動障害（歩様異常や転倒）

がみられる個体もいた。

問29 本症例で最も疑われる疾患はどれか。

1．亜鉛欠乏症

2．コバルト欠乏症

3．銅欠乏症

4．マグネシウム欠乏症

5．ヨウ素欠乏症

問30 本疾患に関する記述として適当なのはどれか。

a おもに壮齢の泌乳牛に認められる。

b 鉄の吸収・移動・利用の阻害が認められる。

c 好中球の殺菌作用の亢進が認められる。

d エラスチンやコラーゲン構造の異常が認められる。

e 心筋変性による急性心不全が認められる。

1．a，b，c 2．a，c，e 3．a，d，e

4．b，c，d 5．b，d，e

別冊 D

図15
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課題16 次の文を読み、問 31、問 32 に答えよ。

犬、ジャーマン・シェパード、雄、3 歳齢。元気消失、運動不耐性を主訴に来院。

身体検査で不整脈が認められたため、心電図検査を実施した〔図16〕。血液検査、胸

部 X 線検査および心エコー検査では異常は認められなかった。

問31 本症例の診断として最も適当なのはどれか。

1．心房（性）期外収縮

2．房室（性）期外収縮

3．心室（性）期外収縮

4．心房細動

5．心室細動

問32 本症例の治療薬として適当なのはどれか。

a アトロピン

b ジゴキシン

c ドパミン

d リドカイン

e キニジン

1．a，b 2．a，e 3．b，c 4．c，d 5．d，e

別冊 D

図16
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課題17 次の文を読み、問 33、問 34 に答えよ。

家族内で発熱、腹痛、下痢（粘血便）を主徴とする食中毒が発生した。患者の便

をバツラー培地で培養したところ、〔図17〕のような透明、露滴状のコロニーが発育

した。

問33 最も疑われる原因菌はどれか。

1．Campylobacter jejuni

2．Yersinia enterocolitica

3．Salmonella spp.

4．Bacillus cereus

5．Clostridium perfringens

問34 本菌に最も適した培養条件はどれか。

1．25 ℃で微好気培養

2．42 ℃で微好気培養

3．42 ℃で嫌気培養

4．25 ℃で好気培養

5．37 ℃で好気培養

別冊 D

図17
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課題18 次の文を読み、問 35、問 36 に答えよ。

牛の分娩が始まり、外陰部に足胞〔図18〕が出てきた。

問35 この分娩の経過時期に関する記述として正しいのはどれか。

1．開口期（第 1 期）である。

2．後産期（第 3 期）である。

3．胎子は通常側胎向から下胎向に回転する。

4．尿膜絨毛膜は破裂している。

5．既に第 2 破水は終わっている。

問36 直腸検査により胎子失位（肩甲屈折）が認められた。整復を行なう際に用い

る薬剤はどれか。

1．リトドリン

2．オキシトシン

3．PGF

4．キシラジン

5．プロジェステロン

別冊 D

図18
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課題19 次の文を読み、問 37、問 38 に答えよ。

〔図19〕はある消毒剤の石炭酸係数（フェノール係数）を求めるために行った試験

の結果である。

問37 被検消毒剤の石炭酸係数として最も適当なのはどれか。

1．0.1

2．13

3．16

4．1

5．1.6

問38 石炭酸係数に関する記述として正しいのはどれか。

a 消毒剤の反復使用時の有効濃度を推定する。

b 消毒剤の実際の使用濃度を判定する。

c 最小発育阻止濃度に比べてその数値の意義は低い。

d 消毒剤の殺菌力評価値として広く普及している。

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 D

図19
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課題20 次の文を読み、問 39、問 40 に答えよ。

猫、アメリカン・ショートヘアー、雌、9 歳齢。嘔吐を主訴に来院。嘔吐は 3 ヵ

月前から毎日、食後数時間のうちにみられた。血液検査では著変は認められなかっ

た。腹部超音波検査を実施したところ、幽門洞から幽門部にかけた領域で〔図20 A〕

のような像が描出された。また、その部位の針吸引生検標本では〔図20 B〕のよう

な細胞が観察された。

問39 本症例で最も疑われる疾患はどれか。

1．胃のリンパ腫

2．慢性胃炎

3．洞幽門肥厚症候群

4．胃の腺癌

5．胃の平滑筋肉腫

問40 本症例に対する最も適切な療法はどれか。

1．H 受容体拮抗薬投与

2．スクラルファート投与

3．抗癌剤投与

4．プロトンポンプ阻害薬投与

5．メトクロプラミド投与

別冊 D

図20 A ，B
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課題21 次の文を読み、問 41、問 42 に答えよ。

犬、雑種、雌、10 ヵ月齢。嘔吐を主訴に来院。〔図21〕は試験開腹時の小腸であ

る。

問41 小腸に認められる最も顕著な所見はどれか。

1．腸重積

2．重度な小腸癒着

3．腸捻転

4．腸のアコーディオン状ヒダ形成

5．広範な腸壊死

問42 このような状態を引き起こす最も一般的原因はどれか。

1．ひも状異物

2．鋭利な異物

3．腫瘍

4．ウイルス性腸疾患

5．寄生虫

別冊 D

図21
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課題22 次の文を読み、問 43、問 44 に答えよ。

犬、パグ、雌、5 歳齢。数週間前から排尿回数が増え、ときどき赤色尿を呈する

との主訴で来院。血液検査ではとくに異常は認められなかった。〔図22 A〕は腹部 X

線側方像である。尿沈渣には、〔図22 B〕のような結晶が多数みられるとともに、白

血球、赤血球、移行上皮および細菌が認められた。

問43 この結晶成分は何か。

1．リン酸アンモニウムマグネシウム

2．シュウ酸カルシウム

3．シスチン

4．尿酸塩

5．キサンチン

問44 本疾患に関する記述として適当なのはどれか。

a この結晶は尿が酸性であると形成される。

b この結晶は重篤な肝疾患にともなって認められる。

c この結石の形成には尿路の細菌感染が誘発因子とされる。

d 治療には尿量を増加させる目的で利尿剤が投与される。

e この結石は食餌療法では溶解できない。

1．a，b 2．a，e 3．b，c 4．c，d 5．d，e

別冊 D

図22 A ，B
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課題23 次の文を読み、問 45、問 46 に答えよ。

屋外で飼育されていた 4 歳の雑種犬の糞便に、白色のものが付着していた〔図23

A〕。各々の長径は約 7 mm、緩やかな伸縮運動が見られ、内部には虫卵が認められ

た〔図23 B〕。

問45 糞便に付着していたものとして最も疑われるのはどれか。

1．壷形吸虫（Pharyngostomum cordatum）の成虫

2．横川吸虫（Metagonimus yokogawai）の成虫

3．土壌線虫（soil nematodes）の成虫

4．瓜実条虫（Dipylidium caninum）の受胎片節

5．マンソン裂頭条虫（Spirometra erineceieuropaei = S.erinacei）の受胎片節

問46 犬は何を摂取して感染したと考えられるか。

1．カエルやヘビ

2．ネズミ

3．豚の生肉

4．アユやモツゴ

5．ノミ

別冊 D

図23 A ，B
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課題24 次の文を読み、問 47、問 48 に答えよ。

ニジマスの養殖場で、腹部膨満と貧血を呈する疾患が発生した。剖検では心臓、

肝臓、脾臓、腎臓などの表面に白点または結節が認められた〔図24 A〕。腎臓の圧扁

標本を作製して顕微鏡下で観察すると多核球状体が観察された〔図24 B〕。

問47 最も疑われる疾患はどれか。

1．細菌性腎臓病

2．類結節症

3．イクチオホヌス症

4．ノカルディア症

5．ミコバクテリウム症

問48 本疾患に関する記述として正しいのはどれか。

a 水中に排泄された多核球状体が、経口的に他の魚に摂取され感染する。

b 原因菌は Renibacterium salmoninarum である。

c 無胃魚には発生しない。

d 淡水魚にのみ発生する。

e 原因菌の発育適温は 20 ℃以下である。

1．a，b，c 2．a，c，e 3．a，d，e

4．b，c，d 5．b，d，e

別冊 D

図24 A ，B
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課題25 次の文を読み、問 49、問 50 に答えよ。

〔図25〕は 4 種の動物の妊娠期の血中プロジェステロン濃度（破線）とエストロジ

ェン濃度（実線）の推移を表した模式図である。

問49 図中 A ～ D の動物種の組合せとして正しいのはどれか。

A B C D

1．牛 馬 羊 犬

2．犬 牛 馬 羊

3．羊 犬 牛 馬

4．犬 馬 牛 羊

5．馬 羊 犬 牛

問50 図中の動物の妊娠維持に関する記述として正しいのはどれか。

a A では妊娠 7 ヵ月以降に黄体を除去しても流産はほとんど認められない。

b B では妊娠中期のエストロジェン産生は主に母胎盤による。

c B では妊娠 70 日以降に黄体を除去しても流産はほとんど認められない。

d C では妊娠 50 日以降に黄体を除去しても流産はほとんど認められない。

e D では胎盤でエストロジェンは産生されない。

1．a，b，c 2．a，c，e 3．a，d，e

4．b，c，d 5．b，d，e

別冊 D

図25
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課題26 次の文を読み、問 51、問 52 に答えよ。

〔図26〕は、2005 年のわが国におけるある食中毒の月別発生数を示す。

問51 この食中毒はどれか。

1．ブドウ球菌食中毒

2．サルモネラ食中毒

3．カンピロバクター食中毒

4．腸炎ビブリオ食中毒

5．ノロウイルス食中毒

問52 本食中毒に関する記述として正しいのはどれか。

a 潜伏期は通常 1～2 日である。

b 患者の吐物や便中に排泄された病原体から二次感染が起こる。

c マウスに接種して病原性を調べる。

d 患者の便や原因食品から病原体を分離して診断する。

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 D

図26
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課題27 次の文を読み、問 53、問 54 に答えよ。

馬、サラブレッド。競走に出走後、左前肢に軽度の跛行を認めた。左前肢の下肢

部は〔図27 A〕のように腫脹していた。〔図27 B〕は腫脹部の超音波水平横断像であ

る。

問53 超音波画像に認められる低エコー像から考えられる所見はどれか。

a 皮下の浮腫

b 浅指屈腱の内部の炎症

c 深指屈腱の内部の炎症

d 深指屈腱支持靱帯の肥大

e 繋靱帯の萎縮

1．a，b 2．a，e 3．b，c 4．c，d 5．d，e

問54 本疾患に対する最も適切な治療法はどれか。

1．ギプス包帯による患肢の固定

2．再腱術による球節沈下の予防

3．抗生剤投与による感染予防

4．冷水や氷による患部のアイシング

5．3 ヶ月間以上の馬房内での運動制限

別冊 D

図27 A ，B
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課題28 次の文を読み、問 55、問 56 に答えよ。

犬、ミニチュア・ダックスフンド、雄、7 歳齢。約半年前から血便がみられ、そ

の後次第に頻度が増し、粘血便もみられるようになった。直腸検査を行うと肛門付

近で直腸は狭窄しており、痛みがあり容易に出血した。全身麻酔下で内視鏡検査を

行ったところ、肛門から約 4 cm の部位から約 3 cm にわたる〔図28 A〕のような病

変が認められた。内視鏡をさらに挿入したところ、回盲部までには肉眼的異常は認

められなかった。〔図28 B〕は、内視鏡下で採取した病変部生検材料の病理組織像

（ヘマトキシリン・エオジン（HE）染色）である。

問55 本症例の診断として最も適当なのはどれか。

1．平滑筋腫

2．リンパ肉腫

3．線維肉腫

4．腸腺癌

5．扁平上皮癌

問56 本症例に対して外科手術を行う場合、最も適切な術式はどれか。

1．直腸引き抜き術

2．開腹による直腸切除術

3．内視鏡下での腫瘤摘出術

4．結腸亜全摘術

5．結腸造瘻術（人工肛門）

別冊 D

図28 A ，B
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課題29 次の文を読み、問 57、問 58 に答えよ。

犬、パピヨン、雄、10 週齢。鼻汁が多く、ミルクを与えると一部鼻孔から漏れ出

てくるとのことで来院。なお同腹犬 2 頭のうち 1 頭は死産、もう １ 頭は出生翌日

に死亡している。初診時、元気はあるが痩せていた。胸腹部 X 線検査では、明らか

な異常は認められなかった。〔図29〕は、麻酔下で観察した口腔内である。

問57 本疾患に関する記述として適当なのはどれか。

a 主に出産時の機械的損傷により生じる。

b 口唇の異常を伴うことがある。

c 成長が終了した時点で手術を行うことが望ましい。

d 吸引性肺炎が生じやすいので、手術まではチューブフィーディングを行う。

e 遺伝性疾患と考えられている。

1．a，b，c 2．a，c，e 3．a，d，e

4．b，c，d 5．b，d，e

問58 本疾患に対する手術法に関する記述として適当なのはどれか。

a 硬口蓋は硬口蓋粘膜骨膜フラップ法で閉鎖する。

b 上顎骨欠損部への骨移植が必須である。

c 硬口蓋を閉鎖すれば軟口蓋は処置しなくて良い。

d 出血が多いので、電気メスを多用して十分止血する。

e 縫合部位は術後 2～4 日目頃が最も裂開しやすい。

1．a，b 2．a，e 3．b，c 4．c，d 5．d，e

別冊 D

図29
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課題30 次の文を読み、問 59、問 60 に答えよ。

犬、ゴールデン・レトリーバー、雄、10 歳齢。上顎吻側歯肉の腫瘤を主訴に来院。

〔図30〕はその肉眼所見である。

問59 本症例に対する診断と治療法の選択を行う上で、有用性が高いと考えられる

検査法はどれか。

a 腫瘤の組織生検

b 腫瘤周辺の超音波検査

c 腫瘤周辺の X 線検査あるいは CT 検査

d 特異的血液腫瘍マーカーの検査

e 所属リンパ節の細胞診と胸部 X 線検査

1．a，b，c 2．a，c，e 3．a，d，e

4．b，c，d 5．b，d，e

問60 本症例は、棘細胞腫性エナメル上皮腫と診断された。治療法として適切なの

はどれか。

a 腫瘍と周囲歯肉のみの摘出術

b 顎骨を含めた腫瘍切除術

c 放射線治療

d 凍結外科手術による腫瘍の摘出

e 全身性の化学療法

1．a，b 2．a，e 3．b，c 4．c，d 5．d，e

別冊 D

図30


