
在胎39週0日、体重2750gで出生した日齢1の女児。腋窩、乳頭、大陰
唇に色素沈着を認め、陰核肥大がある。バイタルは特に異常なく、活
気は良好である。この児に対して、まず、行うべき処置として適切な
のはどれか。

A 絶食として観察する。
B ただちに染色体検査を行う。
C ただちに新生児マススクリーニング検査を提出する。
D ただちに血液検査で電解質を確認する。
E ただちに頭部超音波検査を行う。

38.7%



21-水酸化酵素欠損症

臨床症状
副腎不全症状: 哺乳力低下、体重増加不良、嘔気・嘔吐、脱水、意識障害、ショックなど。
男性化徴候:女児における陰核肥大、陰唇癒合、共通泌尿生殖洞。女性における多毛。

男子における伸展陰茎長の増大。男性における無精子症。
皮膚色素沈着:口腔粘膜、口唇、乳輪、臍、外陰部に強い色素沈着。
低身長:早期身長発育を促すが，早期骨端線閉鎖により最終的には低身長をきたす。

検査所見
血清17-OHPの高値 新生児マススクリーニング

急性期治療
グルココルチコイド及びミネラルコルチコイド欠乏，脱水，酸血症の矯正，低血糖に対

して行われる。補液はグルコース（5～10％，Na＋CI‐1各々90～130mEq/l）を主成分と
し，K＋を含まない液を用いる。コルチゾールを急速静注し，以後点滴静注する。

維持療法
塩喪失型ではコルチゾール，フロリネフ
生後2～3歳頃までに外性器形成術



心・大血管系異常の合併が最もすくないのはどれか。

A Turner症候群
B Williams症候群
C CHARGE症候群
D Prader-Willi症候群
E 22q11.2欠失症候群

61.3%



遺伝性疾患に付随する心疾患

Down症候群 VSD, ECD, ASD, PDA

ネコ無き症候群 VSD, PDA, ASD

Turner症候群 CoA, AS, PDA
DiGeorge症候群

22q11.2欠失症候群

大動脈離断,総動脈管,TOF, TGA

Marfan症候群 MVP,MR,AR、大動脈基部拡大

Noonan症候群 PS, VSD

Williams症候群 AS

CHARGE症候群 C-網膜の部分欠損（コロボーマ）、H-心奇形、A-
後鼻孔閉鎖、R-成長障害・発達遅滞、G-外陰部
低形成、E-耳奇形・難聴



各疾患の主要な症候でないのはどれか。

A ガラクトース血症―白内障
Bメチルマロン酸血症―代謝性アシドーシス
C メープルシロップ尿症―精神運動発達遅滞
D オルニチントランスカルバミラーゼ欠損症―低血糖
E 極長鎖アシルCoAデヒドロゲナーゼ欠損症―横紋筋融解症

45.0%



アミノ酸代謝異常
フェニルケトン尿症
メープルシロップ尿症
ホモシスチン尿症
シトルリン血症Ｉ型

アルギノコハク酸血症
シトリン欠損症
高チロシン血症Ｉ型
アルギニン血症

有機酸代謝異常
メチルマロン酸血症
プロピオン酸血症
イソ吉草酸血症
グルタル酸血症Ｉ型

β―ケトチオラーゼ欠損症
メチルクロトニルグリシン尿症
ヒドロキシメチルグルタル酸血症
複合カルボキシラーゼ欠損症

脂肪酸代謝異常
MCAD欠損症
VLCAD欠損症
三頭酵素欠損症
CPT1欠損症
CPT2欠損症

トランスロカーゼ欠損症
全身性カルニチン欠乏症
グルタル酸血症2型
SCHAD欠損症

タンデムマス法による拡大スクリーニング

従来の方法によるスクリーニング

内分泌疾患
先天性甲状腺機能低下症
先天性副腎過形成

糖質代謝異常症
ガラクトース血症

従来のマススクリーニング

アミノ酸代謝異常
フェニルケトン尿症
メープルシロップ尿症
ホモシスチン尿症
シトルリン血症Ｉ型

内分泌疾患
先天性甲状腺機能低下症
先天性副腎過形成

糖質代謝異常症
ガラクトース血症



新生児マススクリーニング対象疾患

フェニルケトン尿症 精神発達遅滞、赤毛、色白など
のメラニン色素欠乏症状

フェニルアラニン
除去ミルク

ホモシスチン尿症 知的障害、精神症状、Marfan症
候群様骨格異常、水晶体亜脱臼、
血栓症

低メチオニン高
シスチン食、ベタ
イン、ビタミンB6、
葉酸

メープルシロップ尿症 ケトアシドーシス、意識障害、痙
攣

分岐鎖アミノ酸
制限、ビタミンB1

ガラクトース血症 白内障、精神発達遅延、黄疸、
肝脾腫、肝機能障害

大豆乳、乳糖除
去ミルク、

先天性甲状腺機能低下
症

精神運動発達障害、不活発、哺
乳不良、便秘、嗄声、皮膚乾燥、
低体温、巨舌、臍ヘルニア、遷延
性黄疸、粗剛な毛髪、体重増加
不良、小泉門閉鎖遅延、骨年齢
遅延

甲状腺ホルモン



生後2か月男児。1週間前から鼻汁と咳嗽が出現した。夜間の咳嗽が
徐々に目立つようになってきたことから母親が心配になり日中に小児
科を受診した。診察時には機嫌よく遊んでおり、咳も目立たず、哺乳
も普段どおり出来ていた。母親によると、夜間は顔を真っ赤にしてせ
き込むような発作があるとのことだった。
母親への説明として適切なものはどれか。

A 出生時の産道感染が疑われます。
B 呼吸状態・機嫌も良好なのでお家で様子をみてください
C 定期の予防接種を受けておけばかからなかったでしょう。
D 夜間に息が止まってしまう危険があるので入院しましょう。
E 大人にうつる心配はないので家族の方への感染予防対策は不要です。

93.7%



百日咳

潜伏期 7～10日間程度
カタル期（約2週間持続）
痙咳期（約2～3週間持続） スタッカート レプリーゼ 笛声：whoop

非発作時は無症状、夜間の発作が多い。
乳児期早期では特徴的な咳がなく、無呼吸発作

回復期（2, 3週～）

診断 リンパ球の異常増多、赤沈やCRPは軽度上昇程度
ボルデ・ジャング（Bordet-Gengou）培地、百日咳菌LAMP法
抗百日咳毒素抗体（抗PT IgG）

治療 マクロライド系抗菌薬、特にカタル期では有効。

予防接種 百日せきワクチンの免疫効果は4～12年で減

感染症法 適切な検査診断で百日咳と診断された症例は全数把握疾患

学校保健安全法 特有の咳が消失するまで又は
5日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで出席停止



消化器疾患のために完全静脈栄養が行われている10か月女児。写真
に示すような難治性の皮膚症状を認めた。欠乏が疑われるのはどれ
か。

A 銅
B 亜鉛
Cセレン
DビタミンD
EビタミンB2

100%



微量元素欠乏症

亜鉛 口周囲、四肢末端、陰部の皮疹、糜爛、脱毛、味覚障害、貧血

銅 貧血、白血球減少、骨粗鬆症、くる病、色素減少、筋緊張低下

セレン 筋肉痛、不整脈、心不全、心筋症

カルニチン 不整脈、低血糖、筋力低下、

ビオチン 脱毛、顔面と外陰部の皮疹、筋肉痛、食欲不振、味覚障害



10歳、女児。低身長、肥満を主訴に受診した。血液検査にて低カ
ルシウム血症を認め、単純X線検査にて図に示すような骨変形を認
めた。この症例にみられる検査所見として、正しいのはどれか。

A 血清P低値
B 血清PTH低値
C 血清ALP高値
D 尿中P排泄低下
E 血清25-ヒドロキシビタミンD低値

21.6%



偽性副甲状腺機能低下症

PTH受容体あるいはそれ以降のシグナル伝達系の異常
アルブライト徴候

肥満、円形顔貌、第III～V中手骨・中足骨短縮、皮下石灰化、低身長

PTHの作用
腎尿細管からのCaの排泄抑制
Pの尿中排泄促進
近位尿細管での 25OHD3から 1α,25(OH)2D3への変換を促進

血清Ca濃度は上昇
血清P濃度は低下



Duchenne型筋ジストロフィーが疑われる男児の両親に対して遺伝カ
ウンセリングを行った。誤った説明はどれか。

A 表現促進現象がみられる
B 母が保因者である例が多い
C X染色体連鎖遺伝形式を示す
D 出生前診断を行うことは可能である
E 次子が女児の場合、保因者になる可能性は50％である

70.3%



古典的メンデル遺伝形式をとらないもの

ミトコンドリア遺伝

母系遺伝

ヘテロプラスミー：一つの細胞に正常と異常のミトコンドリアが混在

MELAS (Myopathy, encephalopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes)

MERRF (myoclonic epilepsy associated with ragged red fibers)

トリプレットリピート伸張病

表現促進：後の世代で重症度の増大と発症年齢の若年化を認める

筋強直性ジストロフィー

ハンチントン病

脊髄小脳失調症

脆弱X症候群

ゲノムインプリンティング

Prader-Willi症候群 父由来 15q11-12

Angelman症候群 母由来



Ｘ染色体劣性遺伝

血友病

Duchenne型、Becker型筋ジストロフィー

Lesch-Nyhan症候群、Fabry病、Menkes病

副腎脳白質変性症

Hunter病

赤緑色覚異常

Burton型無γグロブリン血症、Wiskott-Aldrich症候群

Ｘ染色体優性遺伝

オルニチントランスカルバミラーゼ欠損症

Alport症候群

色素失調症

ビタミンＤ抵抗性くる病

先天代謝異常症のほとんどは常染色体劣性遺伝



神経線維腫症Ⅰ型（neurofibromatosis type 1, NF1）の診断基準に
含まれない項目はどれか

Aカフェオレ斑
B 雀卵斑様色素斑
C 視神経膠腫（optic glioma）
D 虹彩小結節（Lisch nodule）
E 上衣下巨細胞性星細胞腫（SEGA）

61.3%



神経皮膚症候群

神経線維腫腫１型 von Recklinghausen 病

常染色体優性

café au lait 斑、神経線維腫

脳・脊髄膠腫、視神経膠腫

虹彩のＬｉｓｈ結節、褐色細胞腫、類もやもや病

結節性硬化症 Bourneville Pringle症候群

常染色体優性

葉状白斑、血管線維腫、隆革様皮膚

てんかん、知能障害、

上衣下巨細胞性星細胞腫（SEGA）

腎血管脂肪腫、

Sturge-Weber症候群

遺伝性なし

三叉神経領域血管腫、半側性が主

脳軟膜血管腫、大脳萎縮、軌道状脳回石灰化、てんかん、片麻痺

緑内障



3歳0か月の女児。言葉の遅れを主訴に受診した。
誤った対応はどれか

A 詳細な家族歴を聴取した
B 詳細な生育歴を聴取した。
C WISC-Ⅳ知能検査を依頼した。
D 自閉スペクトラム症の鑑別を行った。
E耳鼻科で聴覚検査を受ける手続きを進めた。

81.1%



在胎37週2日、出生体重2,580gで出生した男児。第一啼泣はさかんで
あったが、数分後には努力呼吸とチアノーゼが出現し気管挿管を施行し
た。しかし、人工呼吸を継続したが呼吸状態の改善に乏しい。気管挿管
と胃管挿入後のレントゲンを示す。
この症例で正しいのはどれか

A 脱気術が必要である。
B 手術加療が必要である。
C 胎児診断は困難である。
D 腸管ガス像は正常である。
E 蘇生時に皮膚刺激でしっかりと
啼泣させるべきである。

96.4%



新生児先天性横隔膜ヘルニア（CDH）

傍胸骨裂孔(右側を モ ルガニー，左側を ラリー)ヘルニア，食道裂孔ヘ
ルニア

臓器による肺の圧迫によって肺低形成が生じる
HFV（High frequency ventilation）が有用

新生児遷延性肺高血圧（persistent pulmonary hypertension of the 
newborn：PPHN）を来しやすい NO 吸入療法は有用

肺の嚢胞像を消化管ガス像と見誤るため，先天性嚢胞性肺疾患との鑑
別が必要となる

気管挿管 ，人工呼吸管理，胃管挿入などの治療を速やかに行う



肺サーファクタントについて正しいのはどれか。

A 妊娠34週から産生が始まる。
B 表面張力をあげる作用がある。
C 胎便吸引症候群には無効である。
D よく振盪してから気管内散布する。
E Ⅱ型肺胞上皮細胞から産生される。

90.1%



4歳男児。家族歴・既往歴に特記すべきものはない。咳嗽、鼻汁を主訴に
近医受診した際に、偶然左腹部腫瘤を指摘された。MRIとCT画像を示す。
この症例の血液検査値で上昇するのはどれか、

A AFP
B CEA
C HCG-β
D NSE
E いずれも上昇しない

65.8%



腫瘍マーカー

AFP 肝芽腫、悪性奇形腫、原発性肝癌

PIVKAII 原発性肝癌 新生児ではVit K欠乏の診断

hCG 奇形腫、睾丸腫瘍、胞状奇胎、絨毛性腫瘍

NSE                  神経芽腫、PNET腫瘍(末梢神経未分化外胚葉腫瘍）

VMA, HVA, 神経芽腫、褐色細胞腫

CA19-9              膵臓癌、胃癌、大腸癌、



3歳女児。低身長が指摘されているが、その他に家族歴・既往歴に特記
すべきことはない。同胞はいない。顔色が悪いこと、疲れやすいこと
から近医受診。末梢血検査で WBC 2,600/μL, RBC 2.29×106/μL、Hb 6.5 
g/dL、 Ht 19.7%、Plt（血小板） 26×103/μL、白血球像は好中球0％、
好酸球 3％、リンパ球94％であった。
骨髄生検のHE染色組織像とマイトマイシンCを添加した染色体断裂試験
の写真を示す。
今後の治療方針として適切なものはどれか

A 輸血
B シクロスポリン
C 蛋白同化ホルモン
D 抗胸腺細胞グロブリン製剤
E 骨髄バンクの登録とドナーコーディネート開始

79.3%



再生不良性貧血

輸血は未知の感染症や血小板輸血に対する不応性を招く危険があるので
必要最低限にする
白血球除去フィルターを用い、放射線照射をした血液を用いる

最重症・重症で
HLA適合同胞ドナーがいれば同種骨髄移植
いない場合、抗胸腺細胞グロブリンATG サイクロスポリン

Fanconi貧血
汎血球減少、皮膚の色素沈着、身体奇形、低身長、性腺機能不全
染色体脆弱試験
輸血 Hb 6g/dl以上を維持、Plt 5000/μl以上を維持するようにする
免疫抑制療法の効果は期待できない
造血幹細胞移植のみが根治療法



肥厚性幽門狭窄症乳児の静脈血で病初期から低値を示すものはどれか

A K
B P
C Na
D Cl
E Ca

86.5%



フロッピーインファントの原因とならないものはどれか

A ボツリヌス症
B ダウン症候群
C 糖原病Ｉ型（von Gierke病）
D 先天性筋強直性ジストロフィー
E 脊髄性筋萎縮症Ⅰ型（Werdnig-Hoffman病）

37.8%



フロッピー・インファントの鑑別疾患

麻痺性
筋力低下

（＋）

非麻痺性
筋力低下

（－）

神経原生

筋原生

脊髄性筋委縮症: Werdnig-Hoffman病 （腱反射消失、舌の線維性攣縮）

先天性ジストロフィー: 福山型 （CK著明上昇）

先天性筋緊張性ジストロフィー
先天性ミオパチー
代謝異常症：糖原病、ミトコンドリア代謝異常症

脂質蓄積症ミオパチー

中枢神経系
異常

非特異的精神遅滞
脳性麻痺：低緊張型脳性麻痺
分娩時脳損傷・頭蓋内出血
染色体異常症：Down症候群、Prader-Willi症候群
代謝異常症：有機酸代謝異常症・アミノ酸代謝異常症

結合織
異常

Ehlers-Danlos症候群
骨形成不全症
ムコ多糖症（モルキオ病）

栄養・代謝・
内分泌障害

腎尿細管アシドーシス
くる病
甲状腺機能低下症

先天性良性筋緊張低下症

重篤な全身疾患 チアノーゼ性・先天性心疾患など



４歳の男児。生後10か月までは健康であった。その後、肺炎に２回罹患、
中耳炎を繰り返したが、その都度、抗菌剤投与により治癒していた。数
日前より膿性鼻汁と微熱を認め受診した。成長発達は正常で、定期の予
防接種は全て受けているが、副反応は認めていない。血液所見：赤血球
491万、Hb 14ｇ/dl, Ht 42 %、白血球 8,500 (好中球 62%、リンパ球 31%、単
球 6％、好塩基球 0.8%、好酸球 0.3%)、血小板 34万、生化学検査：CRP 
0.35 mg/dl、IgG 90 mg/dl, IgA 0 mg/dl, IgM 40 mg/dlであった。
治療方針として最も適切なものはどれか

A 予防接種の追加
B 造血幹細胞移植
C 抗生物質の予防内服
D ガンマグロブリン補充療法
Eインターフェロン-ガンマの投与

82.0%



免疫系の欠陥内容と易感染性の原因微生物

抗体欠乏 複合欠損
（Ｔ細胞不全）

補体欠損 貪食細胞障害

ウイルス enterovirus 全て － －

細菌 肺炎球菌、インフ
ルエンザ菌

一般化膿菌に加え、
サルモネラ、リステリ
ア、
抗酸菌、BCG

髄膜炎菌 一般化膿菌

真菌 － カンジダ、アスペルギ
ルス、クリプトコッカス、
ニューモシスチス

－ カンジダ、アス
ペルギルス

抗体欠乏は、胎盤経由で移行した抗体のため、乳児期後半から発症

IgM IgG1 IgG2 IgA IgE 骨髄移植の適応

Wiskott-Aldrich症候群 ↓ → → ↑ ↑ ○

毛細血管拡張性運動失調症 → → ↓ ↓ ↓ ×神経症状に無効

X連鎖無γグロブリン血症 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ×γグロブリン補充

高IgM症候群 ↑↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ○

高IgE症候群 → → → → ↑↑ ×

ADA欠損症 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ○、酵素補充療法



原発性免疫不全症患者に対する予防接種の考え方

原則

• 不活化ワクチンは接種禁忌ではないが、複合免疫不全症や抗体欠乏で
は効果が期待されない。

• 生ワクチンは細胞性免疫不全症（特に複合免疫不全症）では禁忌

例外

• ＢＣＧは、複合欠損以外にも慢性肉芽腫症、髙IgE症候群で播種性感染症
を引き起こすため禁忌

• ポリオ生ワクチンは無γグロブリン血症で重篤な感染症を引き起す

現在はポリオ不活化ワクチンに変更となった



正しいのはどれか。

A 尿路感染症の起因菌はブドウ球菌が最も多い
B ナットクラッカー症候群では副腎ステロイド剤が第一選択薬
である
C 急性糸球体腎炎の急性期には食塩，蛋白，水分の制限が必要
である
D Alport症候群は先天性白内障，知的障害と近位尿細管障害を
主症状とする。
E 膀胱尿管逆流（VUR）の重症度分類Ⅱ度以上になると腎杯の
拡大が認められる

49.5%



尿路感染症

三大起因菌
大腸菌（単純性では８０％以上）、プロテウス、クレブシエラ

乳児期は男に多い（尿路奇形が多いため）、以後は女児
尿培養で10

5
/ml以上で起因菌

Alport症候群
進行性腎機能障害、感音性難聴、白内障、球状水晶体

Lowe症候群
先天性白内障、緑内障、知能障害、痙攣、Fanconi症候群



２歳女児。３週間前から肘・膝・足関節痛を認め、38～40℃の高熱を認め
る日が続いている。発熱時には上腕と下腿に紅斑を認めた。検査では白血
球数20,800/μl、血小板数72万/μl、CRP15.3 mg/dl、赤沈1時間値120mm、抗
核抗体 <40倍、ヒアルロン酸<7g/ml、フェリチン 750 ng/ml、リウマチ因子
は陰性。
この疾患について正しいのはどれか

A虹彩炎の合併が多い
B股関節の病変は少ない。
C 肝脾腫を伴うことが多い。
D 関節痛は移動性のことが多い
Eレイノー症状を高率に合併する。

51.4%



正しいのはどれか。

A MRワクチン接種後２か月間は妊娠が危険である
B 乳児期に摂取する肺炎球菌ワクチンは23価である
C BCGワクチンの定期予防接種は１歳6か月までである。
D 第II期MRワクチンの定期接種は11歳以上１３歳未満で行う
E ロタウイルスワクチン接種後６日間あけて4種混合ワクチンを接種する

35.1%



不活化 生

任意接種 A型肝炎 ロタウイスル
ムンプス

定期接種 A類 四種混合 DPT-IPV
二種混合 DT
日本脳炎
インフルエンザ菌b型
肺炎球菌 13価結合型
ヒトパピローマウイルス
B型肝炎

BCG
麻疹・風疹
水痘

定期接種 Ｂ類 インフルエンザ
肺炎球菌 23価多糖体

別のワクチンまで
の接種間隔

接種後は1週（中6日）以上の
間隔をあける

接種後は4週（中27日）以上の
間隔をあける

イタリックは単回接種

日本の予防接種

同時接種で受ける場合、本数や組み合わせの制限ない。
生ワクチンと生ワクチン、生ワクチンと不活化ワクチンの組み合わせも可能。



妊娠初期3 か月以内の母親の感染で発生
3大症状：先天性心疾患、白内障、難聴

網膜症、肝脾腫、血小板減少、糖尿病、発育遅滞、精神発達遅滞、小眼球など

出生後6 か月位までは水晶体、脳脊髄液、咽頭拭い液、末梢血、尿から
ウイルス遺伝子が検出できる。

妊娠中の風疹ワクチンの接種は避ける。
風疹ワクチン接種後妊娠が判明したとしても、妊娠を中断する理由にはならない。

「先天性風しん症候群」は全数報告対象（5類感染症）であり、診断した医師は7日以内
に最寄りの保健所に届け出なければならない。

先天性風疹症候群



突然死の危険が少ない疾患はどれか。

A 冠動脈奇形
B 大動脈狭窄症
C 肺動脈狭窄症
D 大動脈縮窄症
E 肥大型心筋症

52.3%



突然死のある小児心疾患

先天性心疾患
術後心疾患、冠動脈起始異常、大動脈狭窄

後天性心疾患
肥大型心筋症、拡張型心筋症、
急性心筋炎、
希に

拘束型心筋症、左室緻密化障害、川崎病後遺症
マルファン症候群、特発性肺動脈制高血圧

不整脈疾患
QT延長症候群、原因不明の心室細動、WPW症候群



羊水過多を指摘されていた。在胎37週0日 2,786gで出生。出生時弱
く啼泣があったが、自発運動はほとんどなく、わずかに手を動かすの
みで、著明な筋緊張低下を認めた。自発呼吸が弱いため人工呼吸器管
理となった。
母親は20歳頃から物を握った後に手を開くにくいと感じており、今回
の妊娠中は胎動の少なさを感じていた。
この患者に当てはまるのはどれか.

A IgG高値
B Coil up sign
C 表現促進現象
D 神経伝導速度低下
E   CK 著明高値(10,000IU/ml以上)

77.8%



1歳6か月女児。生後2か月ころから顔や体幹に湿疹が出現したため、
近医で血液検査を受け食物アレルギーと診断された。離乳食開始以
降、牛乳、魚など複数の食物の厳格な食事制限が行われていた。最
近、近所の人から歩き方がおかしいと言われため受診した。受診時
の下肢エックス線写真を示す。
患児の血液検査所見で当てはまるのはどれか。

A 血清リン高値
B 血清カルシウム高値
C 副甲状腺ホルモン低値
D 血清25-(OH)ビタミンD3低値
Eアルカリフォスファターゼ低値

44.4%



学校で予防すべき感染症の登校基準について誤っているのはどれか

A 麻疹 解熱後3日経過した後
B 風疹 発疹の消失後
C 百日咳 特有な咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌薬
による治療が終了した後
D ムンプス 耳下腺、顎下腺の全ての腫脹が消失した後
E インフルエンザ 発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過した後

44.4%



学校保健安全法による出席停止期間

インフルエンザ 発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日(幼児は、3日) 経過するまで

百日咳 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌剤の治療終了まで

麻疹 解熱後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、

全身状態が良好になるまで

風疹 発疹が消失するまで

水痘 すべての発疹が痂皮化するまで

咽頭結膜熱 主要症状が消退後2日を経するまで

髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで



生後2か月の女児。それまで元気にしていたが突然の痙攣と意識障害
で救急外来を受診した。頭部CT検査で頭蓋内出血を認めた。血小板
数は32万で、直接ビリルビン、AST、ALTの上昇を認めた。
診断に有用な検査はどれか

A FDP
B PIVKA-II
C フィブリノーゲン
D 第VII因子活性
E 第VIII因子活性

100%



出血傾向の鑑別診断
血小板数

正常 減少

出血時間出血時間
正常 偽性血小板

減少症

PT APTT 正常 延長 延長

正常 正常 アレルギー性紫斑病

線溶系異常

外傷

第XIII因子欠乏症

Glanzmann血小板無力症

Bernard-Soulier症候群

薬剤性血小板機能異常症

白血病

再生不良性貧血

ITP

HUS

先天性血小板減少症

延長 血友病A(VIII)

血友病B（IX)

第XI, XII因子欠乏症

Von Willebrand病

延長 正常 第VII因子欠乏症

延長 無フィブリノゲン血漿

ビタミンK欠乏症

第II, V, X因子欠乏症

肝障害

DIC



腸重積症で開腹手術での整復を考慮すべきなのはどれか。

A １歳未満での発症
B 発症後16時間の場合
C Dance徴候を認める場合
D 腹膜刺激症状を認める場合
E 便がイチゴゼリー状に変化した場合

88.9%



腸重積症

腹痛(発作期と間欠期がある)

嘔吐(初発症状として最多)

血便(便が出ていないときは涜腸してたいちごゼリー状の粘血便を確認)

右上腹部にソーセージ様の可動性腫瘤

Dance徴候（右下腹部の空虚な感じ）

蟹爪状陰影欠損

腹部エコー 標的様 腎臓様

6倍希釈のガストログラフィン、空気、生理食塩水により整復

48時間経過し，発熱を伴う，6か月未満児では穿孔の危険が高い



1歳6か月男児。1か月前に、ピーナッツバタークッキーを食べさせたら、
すぐに口の周りが発赤したが、1時間で軽快した。1週間前には、同じ
クッキーを食べさせたところ、すぐに嘔吐し、咳き込み、ぐったりし
たため救急外来を受診している。今回、原因の精査希望で受診した。
この患者を診断するためにまず行うのはどれか。

A皮内テスト
B パッチテスト
C 食物負荷試験
D リンパ球刺激試験
E 血清抗原特異的IgE測定

100%



抗原同定のために行なわれる検査

スクラッチテスト in vivo    即時型反応

プリックテスト

皮内反応

パッチテスト in vivo 遅発型反応

抗原負荷試験 in vivo 即時型、遅発型

リンパ球刺激試験 in vitro 遅発型、遅延型

血清中抗原特異的IgE in vitro 即時型

ﾋｽﾀﾐﾝ遊離試験 in vitro     即時型

アナフィラキシーショックが予測される患者に皮内反応、抗原負荷試験は禁忌
重症薬疹の患者にパッチテストを行うことは禁忌



8歳女児。6歳頃より乳房腫大がみられていたが、最近、性器出血がみ
られたために受診した。血液検査では、血中エストラジオールの上昇
がみられ、LH-RH負荷試験では、LH, FSHの過剰反応を認めた。
この症例について正しいのはどれか。

A 骨年齢は正常である
B 卵巣腫瘍の可能性が高い
C LH-RH拮抗薬で治療を行う
D 頭部MRI検査が必要である
E 仮性思春期早発症と診断される

100%



思春期が早いと評価する症状

男児 9歳未満で陰茎、精巣、陰嚢の明かな発育

10歳未満で陰毛の発生

11歳未満で腋毛、ひげの発生、変声

女児 7歳6か月未満で乳房腫大

8歳未満で陰毛の発生、腋毛の発生、

10歳6か月未満で初経

思春期早発症
女児の75%以上は原因不明、GnRH依存性（GnRH負荷試験でLH, FSHの過剰反応）
男児の60%は器質的疾患を有する

GnRH依存性の場合、
骨年齢の促進、視床下部過誤腫をしばしば認める
GnRHアナログ治療を行う



つかまり立ちはできるが、歩行のできない１歳２か月の幼児への対
応で適切なのはどれか。

A 頭部CT
B経過観察
C脳波検査
D股関節X線撮影
E甲状腺ホルモン測定

66.7%



母子手帳
【3～4か月頃】

・首がすわったのはいつですか。

・あやすとよく笑いますか。

【6～７か月頃】

・寝返りをしたのはいつですか｡

・ひとりすわりをしたのはいつですか｡

・からだのそばにあるおもちゃに手をのばしてつかみますか｡

・家族といっしょにいるとき､話しかけるような声を出しますか（楠語）｡

【９～10か月頃】

・はいはいをしたのはいつですか。

・つかまり立ちをしたのはいつですか。

・指で、小さい物をつまみますか。

・後追いをしますか。

【１歳の頃】

・つたい歩きをしたのはいつですか。

・バイバイ、コンニチハなどの身振りをしますか｡

・音楽に合わせて、からだを楽しそうに動かしますか。



母子手帳

【１歳６か月の頃】

・ひとりで上手に歩きますか。

・ママ、ブーブーなど意味のあることばをいくつか話しますか｡

・自分でコップを持って水を飲めますか｡

【２歳の頃】

・走ることができますか｡

・スプーンを使って自分で食べますか。

・積木で塔のようなものを作ったり、横に並べて電車などにみたてて遊ぶことをしますか｡

・テレビや大人の身振りのまねをしますか。

・２語文(ワンワンキタ、マンマチョウダイ)などを言いますか｡

【３歳の頃】

・手を使わずにひとりで階段をのぼれますか｡ 昇降はできない

・クレヨンなどで丸(円)を書きますか｡ △はかけない

・衣服の着脱をひとりでしたがりますか｡ 脱ぐのは2歳で可能

・自分の名前が言えますか｡ 氏名までは言えない

・ままごと、怪獣ごっこなど、ごっこ遊びができますか。



母子手帳

【４歳の頃】

・階段を２、３段の高さからとびおりたりしますか｡

・片足でケンケンをしてとびますか｡

・お手本を見て十字が描けますか。

・はさみを上手に使えますか｡

・衣服の着脱ができますか。

・友だちと、ごっこ遊びをしますか｡

・おしっこをひとりでしますか｡

【５歳の頃】

・でんぐり返しができますか｡

・思い出して絵を書くことができますか｡

・色（赤、黄、緑、青）がわかりますか｡

・はっきりした発音で話ができますか｡

・大便をひとりでしますか｡



生後6か月歳の男児。覚醒直後に左右対称性にぴくっと上肢屈曲、下肢伸展、
頭部前屈、眼球上転させる動きを数秒間隔で繰り返し、3分ほど持続し終了
する発作を1日に4-5回繰り返すようになった。自力で寝返りすることが可
能であったが、発作発症後はできなくなり、表情も乏しくなった。保護者
に対する正しい説明や対応はどれか

A 発達予後は良好である。
B 上記の動きは間代発作である。
C Lennox-Gastaut症候群が疑われる
D 治療としてステロイドパルス療法が第一選択となる。
E 発作間欠期脳波は非律動性で高振幅な棘波や徐波が混在している。

44.4%



てんかんと脳波

West症候群 hypsarrhythmia                            3か月以降乳児期

Lennox症候群 2-2.5Hz slow spike & wave complex 2歳以降幼児期

若年性ミオクロニー発作 polyspke & wave 3~10歳

欠神発作 3Hz spike & wave complex 就学前~10歳

中心側頭部に棘波をもつ良性小児てんかん 3~13歳、9~10歳にピーク



てんかん

有病率： 0.4〜 0.9%

遺伝：てんかん患者の子どもにてんかんが発症する頻度は一般の２～３倍

予後：小児期発症患者の70〜80%は治療により完治可能

思春期以降に発症した特発性てんかんの中には再発しやすい型がある

治療

全般発作 バルプロ酸

部分発作 カルバマゼピン

欠神発作 バルプロ酸、エトスクシミド、ラモトリギン

ミオクロニー発作 バルプロ酸、クロナゼパム、クロパザム

運転免許取得

てんかんが完治したと判断された場合には制限なし。
服薬中場合、発作が過去２年以内に起こったことがなく、服薬の変更や怠薬しないなど
の条件を満たせ取得可能。主治医の診断書または日本てんかん学会認定医による臨
時適性検査を受ける必要がある。



生後１か月半の男児。発熱を主訴に来院した。ぐずってばかりで、哺乳
量が普段の半分程度だった。体温38.6℃。呼吸数50/分。心拍数125/分、
整。胸腹部に異常を認めない。発疹を認めない。大泉門は膨隆していな
い。
親に対する説明として適切なのはどれか。

A「乳児としては異常ありません」
B「入院して検査と治療をしましょう」
C「水分を十分に与えて、様子をみてください」
D「解熱薬を使いながら、様子をみてください」
E「抗菌薬を飲ませて、明後日に受診してください」

100%



急性虫垂炎に対する緊急手術のため入院となった6歳男児。手術は無事に終
了し、小児病棟4人部屋で術後管理されていた。翌日、発熱、体幹部から広
がる水疱を伴う小紅斑が出現、次第に全身へと広がり水痘と診断された。
適切な対応はどれか

A 陰圧個室に隔離する
B マスク着用の上、病室外に出ることは許可する。
C 本人にワクチン接種歴があれば隔離を行わない。
D カーテンをしっかり閉めた状態でベット上安静とする。
E アシクロビルの内服を行い他の術後患者と同様に扱う。

66.7%



5歳の男児。両頬が赤いことを主訴に来院した。数日前に微熱を認め
た。3日前から頬の発赤、上腕伸側と大腿前面のレース様紅斑を認め、
軽度の痒みを訴えている。
親への問診項目として重要なのはどれか。

A 家族の職業
B  弟のワクチン接種
C 家族の膠原病の有無
D 母の現時点での妊娠の有無
E 家族のアレルギー疾患の有無

66.7%



日齢8の男児。異常な動きを心配した母親に連れられて来院した。在胎
38週1日,2,650gで出生、異常なく産院を退院した。生後6日からしゃっく
りを認め、生後7日には両手を挙げて首を振るような動作や目や口を見
開き、びっくりするような表情がみられた。生後8日には四肢の振戦も
みられるようになったため受診した。意識は清明。咽頭に異常を認めな
い。心音と呼吸音に異常を認めない。腹部は平坦、軟で、肝・脾を触知
しない。四肢に振戦を認める。血液所見：赤血球518万、Hb 18.6 g/㎗、
Ht 51％、白血球15,300、血小板21万。血液生化学所見：血糖55 mg/㎗、
総蛋白6.3g/㎗、アルブミン4.0g/㎗、尿素窒素10mg/㎗、クレアチニン0.3 
mg/㎗、総ビリルビン14.2mg/㎗、直接ビリルビン0.3 mg/㎗、AST 42IU/ℓ、
ALT 17IU/ℓ、Na 131mEq/ℓ、CI 97 mEq/ℓ、Ca 6.2 mg/㎗。CRP 0.1 mg/㎗。
対応として最も適切なのはどれか。

A光線療法
B 5％ブドウ糖液静注
C 塩化ナトリウムの静注
D 塩化カリウムの急速静注
E グルコン酸カルシウムの静注

55.5%



栄養障害と病態・疾患の組合せで誤っているのはどれか。

A 亜鉛欠乏 味覚障害
B ビタミンA欠乏 夜盲症

C カルニチン欠乏 ケトン血性低血糖症
D ビタミンB1欠乏 腱反射低下
E ビタミンB12欠乏 Hunter舌炎

55.5%



生後20日の男児。便色カードの5番のような色だったのが2番になった
ような気がするということで来院。1日に7,8回母乳を与えている。便は
哺乳の度に出ている。血液所見：赤血球423万、Hb 13.0 g/㎗、Ht 48％、
白血球7,600、血小板21万。血液生化学所見：総ビリルビン11.3mg/㎗、
直接ビリルビン4.0 mg/㎗。
この児への対応として最も適切なのはどれか。

A TSHを測定する。
B 母乳をやめさせる。
C 1か月後の再診を指示する。
D すぐに精査目的の入院を指示する。
E 便中ロタウイルス抗原の迅速検査をする。

55.5%



胆道閉鎖症のスクリーニング

症状
生後14日を超えて遷延する黄疸
淡黄色便
濃黄色尿

脂溶性ビタミン吸収障害
ビタミンＫ欠乏による 頭蓋内出血
ビタミンD欠乏による くる病変化

胆汁性肝硬変

鑑別診断
先天性胆道拡張症 早期手術要
肝内胆汁鬱滞

新生児肝炎
Alagille症候群
シトリン欠損症



新生児肝炎、胆道閉鎖症、胆道拡張症の鑑別

新生児肝炎 胆道閉鎖症 胆道拡張症

性別 男＞女 男＜女 男＜女

発症時期 生後２週より増悪 生後早期 乳児期から成人

血清ビリルビン値 5 mg/dl以下 5 mg/dl以上 間歇的5 mg/dl以
上

肝機能障害 中等度 軽度、放置すれば
肝硬変

進行すれば悪化、
膵酵素上昇を合併

リポプロテインｘ 陰性 陽性 陰性

十二指腸ゾンデ 胆汁排泄＋/± 胆汁排泄－ 胆汁排泄＋/±

胆道シンチ 胆汁排泄＋/± 胆汁排泄－ 胆汁排泄＋/±
嚢腫確認

超音波検査 正常 肝内胆管狭小化
胆嚢描出なし

肝内胆管拡張
嚢腫確認

病理 多核巨細胞 肝細胞の変性、線
維化、胆管増生

胆管系の拡張

治療 対症療法 葛西法 嚢腫切除
放置すれば発がん



新生児早期よりチアノーゼを呈するのはどれか

A Fallot四徴症
B Brugada症候群
C 心室中隔欠損症
D 左心低形成症候群
E 左冠状動脈肺動脈起始症

22.2%



胎児循環

• 臍静脈→静脈管→下大静脈→右房→卵円孔→左房→左室→大動脈

• 脳・上肢→上大静脈→右房→右室→肺動脈 → 85-90%は動脈管→大動脈

→ 残りは脳･上肢へ

並列循環

プロスタグランディンE PDA開存
インドメタシン（プロスタグランディン合成阻害） PDA閉鎖

酸素投与はPDA閉鎖を促進するため、PDA依存性の先天性心疾患においては
チアノーゼを認める場合でも不要または禁忌（但し蘇生の場合はのぞく）

体血流がPDAに依存 ： 大動脈離断、左心低形成
肺血流がＰＤＡに依存： 純型肺動脈閉鎖症、
体循環と肺循環の混合が悪い:  大血管転位



上肢と下肢の酸素飽和度が
異なる場合（differential
cyanosis）がある



低酸素発作への対応

心室レベルでの大きな右左短絡
肺動脈弁または弁下部に狭窄、閉鎖

ファロー四徴症が典型

胸膝位 蹲踞姿勢
安静による酸素需要の減少
下肢からの静脈血還流量減少

大動脈の酸素飽和度改善
体血管抵抗の増加

肺血流量増加

酸素投与
鎮静
代謝性アシドーシス補正
β遮断薬

啼泣、排便、哺乳、覚醒、感染などの
日常のストレス

交感神経の興奮

カテコールアミン
の放出増加

肺動脈弁下狭窄
の増加

肺血流量の低下

心室中隔レベルの
右左短絡の増加

血圧低下

酸素需要
の増加

代謝性アシド
ーシス増強

チアノーゼの増強

末梢血管抵抗の減少

PCO2の増加、
PO2の低下

呼吸中枢の刺激

呼吸窮迫

呼吸仕事の増加



6歳の男児。昨夜から激しい腹痛がみられ、下腿に皮疹が出現したため
来院した。入院時、便潜血陽性、尿蛋白（＋）、尿沈渣に赤血球を多数
／1視野、白血球を数個／1視野認めた。血液検査では、赤血球450万、
白血球9000、血小板25万。出血時間2分（基準対照3分以内）、全血凝固
時間10分（基準6～15）、プロトロンビン時間 11.3秒（基準対照11.3）
だった。入院７日目に陰部と下腿に浮腫を認め、血圧134／82mmHgだっ
た。尿蛋白3＋、尿沈渣に赤血球多数／1視野、赤血球円柱（＋）を認め
た。血清生化学所見では、空腹時血糖80mg／㎗、総蛋白6.1g／㎗、アル
ブミン3.2g／㎗、尿素窒素22 mg／㎗、クレアチニン1.0 mg／㎗、総コレ
ステロール250mg／㎗。免疫学的検査：ASO 320単位（基準250以下）。
CH50 30単位（基準25～35）、抗核抗体（－）だった。両下肢伸側の発
疹を示す。
考えられるのはどれか

A紫斑病性腎炎
B 急性糸球体腎炎
Cネフローゼ症候群
D 膜性増殖性糸球体腎炎
E 巣状糸球体硬化症

22.2%



症候との組み合わせで正しいのはどれか

A 慢性肉芽腫症---------------溶連菌に対する易感染性
B 選択的IgG2 欠損症---------肺炎球菌に対する易感染性
C Wiskott-Aldrich 症候群----巨大血小板
D Chediak-Higashi 症候群-----好中球細胞質内巨大顆粒
E Ｘ連鎖無ガンマグロブリン血症----麻疹の重症化



神経芽腫で予後良好因子と考えられるものはどれか、正しいのはどれか。

A 病期４S
B MYCN増幅あり

C 核型がnear-diploid 
D 尿中VMA増加なし
E 診断時年齢1～５歳

66.7%



神経芽細胞腫

腫瘍が自然退縮することがある

腫瘍マーカー 尿中VMA, HVA、 血清 NSE

画像診断 MIBGシンチ、

予後因子 腫瘍進展度 （Stage 4S  1歳未満で、転移部位が皮膚、肝臓、
骨髄のみ）

年齢 1歳未満は予後良好

MYCN遺伝子増幅、

DNA倍数性

病理所見

症状 腹部膨隆、発熱、顔色不良、下痢、

星状神経節圧迫によるHorner症候群

dumb-bell型による脊髄圧迫症状、後根刺激症状

opsomyoclonus



小児ALLの予後不良因子

初発時末梢血白血球数 10万/ml以上

1歳未満、10歳以上

T細胞性、B細胞性、mixed lineage

胸腺腫大、初発時中枢神経系・精巣浸潤、著明な肝腫大、著明なリンパ節腫大

ステロイドに対する感受性不良

治療14日目の骨髄中の芽球 25%以上



10か月健診で以下の所見を認めた。体格は身長72㎝，体重9,150g，頭囲49
㎝。運動発達は，つかまり立ちは可能だが，伝い歩きは未獲得。精神発
達は，なん語表出は豊富だが，有意語表出はみられない。異常な所見は
どれか

A 身長
B 体重
C 頭囲
D運動発達
E 精神発達

100%
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