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３０－選考－理学療法士 

理学療法士 専門試験問題 

 

 

〔№ １〕（     ）内に当てはまる骨を答えなさい。 

足内側縦アーチを構成する 5つの骨は、第 1楔状骨・第 1中足骨・踵骨・

（     ）・（     ）である。 

 

 

〔№ ２〕（     ）内に当てはまる筋を答えなさい。 

 回旋筋腱板を構成する 4 つの筋は、棘上筋・棘下筋・（     ）・

（     ）である。 

 

 

〔№ ３〕（     ）内に当てはまる視覚の伝導路の名称を答えなさい。 

 視神経 →（  ①  ）→ 視索 → 外側膝状体 →（  ②  ）→  

後頭葉（視覚野） 

 

 

〔№ ４〕健常成人の膀胱機能について（     ）内に当てはまる数字を答

えなさい。 

 初発尿意時の膀胱容量は（ ① ）～（ ② ）ml である。１回排尿量は

（ ③ ）～（ ④ ）ml である。 

 

 

〔№ ５〕運動時の循環反応について（     ）内に当てはまることばを答

えなさい。 

 （  ①  ）の血流量は大きく減少する。（  ②  ）の血流・血圧は

ほぼ一定である。心拍数は上昇する。 
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〔№ ６〕それぞれのホルモンについて（     ）内に当てはまる臓器と部

位を答えなさい。 

 アルドステロンは（  ①  ）から分泌される。成長ホルモンは

（  ②  ）から分泌される。 

 

 

〔№ ７〕（     ）内に当てはまることばを答えなさい。 

 踵骨隆起の上端と踵骨の上方頂点を結ぶ線、踵骨の上方頂点と前距骨関節

面頂点を結ぶ線の交差により形成される角を（     ）という。通常は

20～30 度である。 

 

 

〔№ ８〕（     ）内に当てはまることばを答えなさい。ただし、①は筋で

ある。 

 Trendelenburg 徴候とは、患側の（  ①  ）の筋力低下により、患側の

立脚期に（  ②  ）の健側が下がる現象である。 

 

 

〔№ ９〕（     ）内に当てはまる神経を答えなさい。 

 表情筋は（  ①  ）支配である。眼瞼挙筋は（  ②  ）支配であ

る。 

 

 

〔№ 10〕（     ）内に当てはまることばを答えなさい。ただし、①は数字

である。 

 脳性麻痺とは、受胎から生後（  ①  ）週までの間に、様々な原因に

よって生じた非進行性の中枢性運動発達障害である。大脳基底核を中心とし

た障害によりおこる脳性麻痺のタイプを（  ②  ）型という。 
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〔№ 11〕生理機能の変化について（     ）内に当てはまることばを答え

なさい。 

味覚には５つの基本味があり、そのうち（  ①  ）味は加齢によって

最も鈍くなる。加齢による聴力の低下は（  ②  ）域より始まる。 

 

 

〔№ 12〕（     ）内に当てはまることばを答えなさい。 

2010 年にアメリカリウマチ学会とヨーロッパリウマチ学会が新たに発表

した関節リウマチ分類基準は、（     ）・血液検査（CCP 抗体）値異常の

有無・関節炎の持続期間・（     ）から診断を行うものである。 

 

 

〔№ 13〕（     ）内に当てはまる疾患名を答えなさい。 

 （     ）とは、四肢の末梢動脈に好発する血栓形成及び汎血管炎を

きたす疾患である。20～40 歳代の喫煙男性に多く発生する原因不明の難治性

疾患である。 

 

 

〔№ 14〕（     ）内に当てはまる疾患名を答えなさい。 

 （     ）とは、ビタミン B1不足で生じる中枢神経障害で、アルコー

ル依存症や低栄養状態の人にみられやすい。意識障害・運動失調・眼球運動

障害などが生じる。 

 

 

〔№ 15〕（     ）内に当てはまることばを答えなさい。 

 （     ）失認とは、脳障害による失認の一種で、顔を見ても誰の顔

かわからない状態をいう。 

 

 

〔№ 16〕（     ）内に当てはまることばを答えなさい。 

（     ）症候群は、後頭葉の障害で発症し、患者は見えていないに

もかかわらず、「見えている」と主張し、まるで見えているかのように振るま

う。 
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〔№ 17〕（     ）内に当てはまることばを答えなさい。 

（     ）とは、延髄から出る舌咽・迷走・舌下神経障害である。嚥

下障害・構音障害・舌の運動障害などがみられる。 

 

 

〔№ 18〕（     ）内に当てはまることばを答えなさい。 

（     ）症候群とは、延髄外側に梗塞がおこる疾患である。めまい・

嘔吐・嚥下障害・眼振・ホルネル症候群・運動失調・病側顔面の感覚障害・

病側と反対側の体の感覚障害を生じる。 

 

 

〔№ 19〕（     ）内に当てはまることばを答えなさい。 

パーキンソン病の 4 大症状は、安静時振戦・筋固縮・（     ）・

（     ）である。 

 

 

〔№ 20〕（     ）内に当てはまることばを答えなさい。 

（  ①  ）型認知症の主症状は、幻視・パーキンソニズム・睡眠障害・

起立性低血圧である。（  ②  ）型認知症は、大脳皮質に広範な老人性変

化が出現し、見当識障害・記銘力障害が中心である。女性に多く緩徐に進行

する。 

 

 

〔№ 21〕（     ）内に当てはまることばを答えなさい。 

重症筋無力症は、易疲労性・日内変動・眼瞼下垂を主症状とし、神経筋接

合部において（     ）に対する自己抗体により引き起こされる疾患で

ある。若い女性に多い。 

 

 

〔№ 22〕（     ）内に当てはまる検査名を答えなさい。 

（     ）は、認知障害のスクリーニングに用いられる認知検査であ

り、構成課題を含んでいる。 
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〔№ 23〕精神障害について（     ）内に当てはまる疾患名を答えなさい。 

（  ①  ）は、気分障害の一種であり、抑うつ気分、意欲・興味・精

神活動の低下、焦燥、食欲低下、不眠、持続する悲しみなどを特徴とする。

（  ②  ）は、15歳～35 歳に発症することが多く、約 100 人に 1人の割

合でかかる身近な病気である。様々な幻覚を起こすが、なかでも幻聴・幻声

が多い。 

 

 

〔№ 24〕高齢者がもっとも骨折しやすい 4つの部位のうち、残り 2つの部位の

骨折名を答えなさい。 

大腿骨近位部骨折・橈骨遠位端骨折・（     ）・（     ） 

 

 

〔№ 25〕物理療法について（     ）内に当てはまることばを答えなさい。 

（     ）療法は、金属挿入部にも適応し、筋肉や他の軟部組織内の

より深い部分へ浸透する。骨折部位の骨癒合促進や疼痛緩和・筋スパズムの

軽減・炎症や創傷の治癒促進・瘢痕組織の柔軟性改善など様々な効果を発揮

する。 

 

 

〔№ 26〕（     ）内に当てはまる神経を答えなさい。 

肘部管症候群では、肘部管で（     ）が絞扼され麻痺を呈する。 

 

 

〔№ 27〕（     ）内に当てはまる疾患名を答えなさい。 

（     ）は、高齢者の転倒により脊椎が急激に過伸展されることで

発症することが多い。下肢よりも上肢に強い運動障害・感覚障害をきたす疾

患である。 

 

 

〔№ 28〕椎間板ヘルニアが最も多く発症する椎間を 2か所答えなさい。 
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〔№ 29〕（     ）内に当てはまることばを答えなさい。 

コミュニケーション技法には（     ）・共感・受容・非審判的態度・

（     ）がある。 

 

 

〔№ 30〕（     ）内に当てはまることばを答えなさい。 

フォルクマン拘縮の代表的な症状には、腫脹・痛み・運動麻痺・知覚異常・

（     ）・（     ）がある。 

 

 

〔№ 31〕（     ）内に当てはまることばを答えなさい。 

脳幹は、間脳・（     ）・橋・（     ）からなる。 

 

 

〔№ 32〕（     ）内に当てはまることばを答えなさい。 

（     ）・（     ）をあわせて腎小体という。ここで血液から

尿が濾過され、尿細管に流し込まれる。 

 

 

〔№ 33〕変形性膝関節症のＸ線写真で見られる特徴について 200 字以内で説明

せよ。 

 

 

〔№ 34〕予防医学では、予防を３段階に分けて考えている。一次予防とは何か。

300 字以内で説明せよ。 

 

 

〔№ 35〕感染を予防するための標準予防策（スタンダード・プリコーション）

とは何か。200 字以内で説明せよ。 

 

 

〔№ 36〕ICF（国際生活機能分類）とは何か。300 字以内で説明せよ。 
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〔№ 37〕Brunnstrom Stage Ⅴの、上肢、手指、体幹と下肢の検査課題である

個々の動作について述べよ。 

 

 

 


