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CBTキホン中のキホン
CBTとOSCEは臨床実習のための“仮免許試験”
　CBTとOSCEの位置づけは、自動車の運転免許に例えると理解しやすいです。5〜 6年生で主に行
う臨床実習はいわば“路上教習”に、CBTとOSCEはそれぞれ仮免許取得のための“効果測定”と“実技
試験”に該当します。このページでは主にCBTについてご紹介します。

CBTはコンピュータで受験する
　CBTはコンピュータを使って受験する試験です。各大学のコンピュータ端末を使って、たくさんの
問題ストックからランダムに選ばれた問題を解くので、隣の受験生と解いている問題が違うことにな
ります。各大学の臨床実習開始前に行われるので、主に4年生の8〜 2月に実施されます。
　共用試験の合格基準はこれまで各大学が独自に定めていました。しかし、平成27年度の試験から
IRTを用いた合格の基準値が定められました。平成29年度の試験ではIRT359が基準値とされている
ようです。ただし、IRTの基準値以上の合格基準を定める学校もあるようで、一概には言えないよう
です。

IRTの基準値はクリアすべし！
　このIRTの基準値は少なくとも超えて欲しいです。そもそも、IRTとは何でしょう。CBTは受験生ごと
に受ける問題が異なります。そこで、問題の難易度まで考慮した成績がIRTです。IRTの基準値を下
回った学生の国試失敗経験率は23.6％というデータがあります（基準値以上では3.8％、厚生労働省
の資料より）。CBTで基礎をしっかり固めてから、実習や国試に臨むのが良いでしょう。

出題のメインは“病気の知識”！
　CBTの出題範囲は、文部科学省によって定められた「医学教育モデル・コア・カリキュラム」に準
拠しています。基礎から臨床、社会医学まで幅広く問われますが、出題率からいうと、半分以上は「病
気の知識」を問うものです。

“プール問題”に正答しよう
　「プール問題」とは、前年までの試行により正解率な
どが判明している問題のことです。プール問題は現在ま
でに20,000問以上もストックされているといいます。実
際のCBTでは、プール問題から240問と、次年度以降の
プール問題候補として新規に作成された新作問題80問
が出題されます。採点対象となるのはプール問題だけで
すが、どれがプール問題なのかは受験生にはわかりま
せん。目安としては、奇問や悪問は原則的にプール問
題にはならないので、良問に安定して正答できればよい
と考えるのがいいでしょう。

奇問や悪問は採点
されない！
良問に落ち着いて
正答できればOK
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「まちがえてた！」とわかっても…

C　B　T

出題
形式

▼CBTの時間割
ブロック 問題形式 問題数 制限時間
ブロック1 単純5肢択一 60問 1時間以内
ブロック2 単純5肢択一 60問 1時間以内
ブロック3 単純5肢択一 60問 1時間以内
ブロック4 単純5肢択一 60問 1時間以内
ブロック5 多選択肢型 40問 1時間以内
ブロック6 順次解答型4連問 40問 1時間以内
ブロック7 アンケート

　CBTは上のような時間割で出題されます。CBT特有の出題形式もあるので注意！

単純5肢択一
　単純な記憶だけでなく、解釈や
思考、基礎・臨床の知識を統合し
た問題も問われます。ブロック内
であれば、前の問題に戻って見直
すことも可能です。

神経系

50 QUESTIONBANK CBT

C-2-(1)-③-2) 中枢神経系だと考えられる脳神経はどれか．

ａ　副神経 ｂ　舌咽神経 ｃ　鼓索神経

ｄ　視神経 ｅ　聴神経

� 脳神経で中枢神経なのは「嗅神経」と「視神経」だけである．脳幹から分岐してい

れば，枝も含めて末梢神経である．(y-J2)

� ×ａ　延髄に神経核をもつので末梢神経系である．

×ｂ　延髄に神経核をもつので末梢神経系である．

×ｃ　橋に神経核をもつので末梢神経系である．

○ｄ　視神経は視交叉をした後，視床にある外側膝状体に至り，ここでシナプスを形

成する．したがって中枢神経系である．(y-J14) 

×ｅ　橋に神経核をもつので末梢神経系である． 正　解　ｄ

� 脳幹と脳神経

C-2-(1)-③-2) 顔面神経が通過するのはどれか．

ａ　上顎骨 ｂ　下顎骨 ｃ　耳下腺

ｄ　顎下腺 ｅ　舌下腺

� 顔面神経の走行，機能は重要である．�参照．

� ×ａ　上顎骨を通るのは，三叉神経第二枝（上顎神経）である．(y-J17)

×ｂ　下顎骨を通るのは，三叉神経第三枝に由来する下歯槽神経である．(y-J17)

○ｃ　顔面神経は，内耳道を通過して，茎乳突孔より側頭骨外へ出て，耳下腺の中を

通り，末梢の顔面表情筋へと分枝する．

×ｄ　通過しない．顎下腺には唾石ができやすく，ワルトン管に詰まると疼痛を引き

起こす．

×ｅ　通過しない．舌下腺には，粘液が貯留してøN胞を生じることがある（ガマ腫）．
(RBm-S69)

正　解　ｃ

� 脳幹と脳神経

� ▼ 顔面神経の走行

69 □□□

70 □□□
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順次解答型4連問
　ひとつの症例について4問が連続で出題されます。診断する思考
過程と、その背景にある病態の理解が求められます。解答すると症
例文に続きが現れ、前の問題には戻れません。

順次解答型4連問

268 QUESTIONBANK CBT

〔問題3/4〕

� ×ｂ　心電図上心筋虚血が疑われ，虚血性心疾患の有無を精査することが必要．(q循38) 

正　解　ｂ

〔問題4/4〕

� ○ａ　家族性Ⅱa型高脂血症ではLDLコレステロール高値により粥状硬化をきたす．
(y-D111) (q循78) (Dr.K1-147) 

×ｂ　HDLコレステロール高値は動脈硬化の進展抑制に働く．

×ｃ　本症例では中性脂肪は正常である．

×ｄ　本症例では尿酸値は正常．

×ｅ　本症例では糖尿病を合併していない． 正　解　ａ

� 脂質代謝異常，生活習慣と疾病

� 家族性高コレステロール血症

C-8-(4)-②-1) （1/4）9歳の男児．昨日突然，赤ブドウ酒を薄めたような尿が出たとのことで母親

E-1-(32)-2) に連れられて来院した．

医療面接で重要なのはどれか．

ａ　排尿の回数は多かったですか．

ｂ　以前に血尿を指摘されたことがありますか．

ｃ　抗てんかん薬を服用していますか．

ｄ　1～3週間前に発熱しましたか．

ｅ　1～3週間前に腹痛・腰痛はありましたか．

V4

V5

V6

ST低下
（下降型）

＜アオカビと高脂血症＞
アオカビからペニシリンが発見されたのは1929年アレクサンダー・フレミングによってだった．
さらに半世紀がたち，アオカビからスタチンが発見されHMG-CoA還元酵素阻害薬として高脂血症
の治療薬として世界中で使われている．そのスタチンの発見者は日本人の遠藤章である．

472 □□□

順次解答型4連問

QUESTIONBANK CBT 269

C-8-(4)-②-1) （2/4）9歳の男児．昨日突然，赤ブドウ酒を薄めたような尿が出たとのことで母親

に連れられて来院した．2週間前に発熱があった．

この疾患で認められる所見はどれか．

ａ　浮　腫 ｂ　血圧低下 ｃ　著明な体重増加

ｄ　悪心・嘔吐 ｅ　血尿以外には所見がない

C-8-(4)-②-1) （3/4）9歳の男児．昨日突然，赤ブドウ酒を薄めたような尿が出たとのことで母親

に連れられて来院した．2週間前に発熱があった．眼瞼が腫れぼったく，下腿に

浮腫を認める．

検査所見で正しいのはどれか．

ａ　貧　血 ｂ　高度タンパク尿 ｃ　IgA高値

ｄ　血清補体価低値 ｅ　咽頭培養にてβ溶連菌検出

C-8-(4)-②-1) （4/4）9歳の男児．昨日突然，赤ブドウ酒を薄めたような尿が出たとのことで母親

に連れられて来院した．2週間前に発熱があった．眼瞼が腫れぼったく，下腿に

浮腫を認めた．血清補体価低値，血清ASO高値であった．

診断はどれか．

ａ　慢性腎炎の急性増悪 ｂ　溶連菌感染後急性糸球体腎炎

ｃ　ループス腎炎（SLE腎症） ｄ　急速進行性糸球体腎炎

ｅ　膜性増殖性糸球体腎炎

� ①男児→若年で発症

②突然の赤ぶどう酒を薄めたような尿→血尿

③無症候性（疼痛など他の訴えなし）

④浮腫

⑤血清補体価低値

⑥血清ASO高値

①②③④⑤⑥⇒急性糸球体腎炎

〔問題1/4〕

� ×ａ　頻尿は膀胱炎や腎盂腎炎でみられる．血尿を伴うことはあるが，混濁している．

×ｂ　以前から血尿が認められたなら，慢性腎炎（IgA腎症）を考える．この場合，

顕微鏡的血尿で発見されることが多いが，上気道炎発症時（潜伏期はない）に肉

眼的血尿を呈することがある．そのため，まずは感染などの可能性を確認すると

いう意味でdが優先である．

×ｃ　抗てんかん薬のフェニトイン服用は赤色尿を呈するが，突然出現するものでは

ない．

○ｄ　通常，急性糸球体腎炎では，上気道炎などの先行感染が認められる．1～3週の

潜伏期のあることが重要．(y-E40) (RB-E10)

×ｅ　腹痛・腰痛は腎・尿路系の結石で認められ，血尿とほぼ同時に出現する．

正　解　ｄ

473 □□□

474 □□□

475 □□□

順次解答型4連問

QUESTIONBANK CBT 269

C-8-(4)-②-1) （2/4）9歳の男児．昨日突然，赤ブドウ酒を薄めたような尿が出たとのことで母親

に連れられて来院した．2週間前に発熱があった．

この疾患で認められる所見はどれか．

ａ　浮　腫 ｂ　血圧低下 ｃ　著明な体重増加

ｄ　悪心・嘔吐 ｅ　血尿以外には所見がない

C-8-(4)-②-1) （3/4）9歳の男児．昨日突然，赤ブドウ酒を薄めたような尿が出たとのことで母親

に連れられて来院した．2週間前に発熱があった．眼瞼が腫れぼったく，下腿に

浮腫を認める．

検査所見で正しいのはどれか．

ａ　貧　血 ｂ　高度タンパク尿 ｃ　IgA高値

ｄ　血清補体価低値 ｅ　咽頭培養にてβ溶連菌検出

C-8-(4)-②-1) （4/4）9歳の男児．昨日突然，赤ブドウ酒を薄めたような尿が出たとのことで母親

に連れられて来院した．2週間前に発熱があった．眼瞼が腫れぼったく，下腿に

浮腫を認めた．血清補体価低値，血清ASO高値であった．

診断はどれか．

ａ　慢性腎炎の急性増悪 ｂ　溶連菌感染後急性糸球体腎炎

ｃ　ループス腎炎（SLE腎症） ｄ　急速進行性糸球体腎炎

ｅ　膜性増殖性糸球体腎炎

� ①男児→若年で発症

②突然の赤ぶどう酒を薄めたような尿→血尿

③無症候性（疼痛など他の訴えなし）

④浮腫

⑤血清補体価低値

⑥血清ASO高値

①②③④⑤⑥⇒急性糸球体腎炎

〔問題1/4〕

� ×ａ　頻尿は膀胱炎や腎盂腎炎でみられる．血尿を伴うことはあるが，混濁している．

×ｂ　以前から血尿が認められたなら，慢性腎炎（IgA腎症）を考える．この場合，

顕微鏡的血尿で発見されることが多いが，上気道炎発症時（潜伏期はない）に肉

眼的血尿を呈することがある．そのため，まずは感染などの可能性を確認すると

いう意味でdが優先である．

×ｃ　抗てんかん薬のフェニトイン服用は赤色尿を呈するが，突然出現するものでは

ない．

○ｄ　通常，急性糸球体腎炎では，上気道炎などの先行感染が認められる．1～3週の

潜伏期のあることが重要．(y-E40) (RB-E10)

×ｅ　腹痛・腰痛は腎・尿路系の結石で認められ，血尿とほぼ同時に出現する．

正　解　ｄ

473 □□□

474 □□□

475 □□□

順次解答型4連問

QUESTIONBANK CBT 269

C-8-(4)-②-1) （2/4）9歳の男児．昨日突然，赤ブドウ酒を薄めたような尿が出たとのことで母親

に連れられて来院した．2週間前に発熱があった．

この疾患で認められる所見はどれか．

ａ　浮　腫 ｂ　血圧低下 ｃ　著明な体重増加

ｄ　悪心・嘔吐 ｅ　血尿以外には所見がない

C-8-(4)-②-1) （3/4）9歳の男児．昨日突然，赤ブドウ酒を薄めたような尿が出たとのことで母親

に連れられて来院した．2週間前に発熱があった．眼瞼が腫れぼったく，下腿に

浮腫を認める．

検査所見で正しいのはどれか．

ａ　貧　血 ｂ　高度タンパク尿 ｃ　IgA高値

ｄ　血清補体価低値 ｅ　咽頭培養にてβ溶連菌検出

C-8-(4)-②-1) （4/4）9歳の男児．昨日突然，赤ブドウ酒を薄めたような尿が出たとのことで母親

に連れられて来院した．2週間前に発熱があった．眼瞼が腫れぼったく，下腿に

浮腫を認めた．血清補体価低値，血清ASO高値であった．

診断はどれか．

ａ　慢性腎炎の急性増悪 ｂ　溶連菌感染後急性糸球体腎炎

ｃ　ループス腎炎（SLE腎症） ｄ　急速進行性糸球体腎炎

ｅ　膜性増殖性糸球体腎炎

� ①男児→若年で発症

②突然の赤ぶどう酒を薄めたような尿→血尿

③無症候性（疼痛など他の訴えなし）

④浮腫

⑤血清補体価低値

⑥血清ASO高値

①②③④⑤⑥⇒急性糸球体腎炎

〔問題1/4〕

� ×ａ　頻尿は膀胱炎や腎盂腎炎でみられる．血尿を伴うことはあるが，混濁している．

×ｂ　以前から血尿が認められたなら，慢性腎炎（IgA腎症）を考える．この場合，

顕微鏡的血尿で発見されることが多いが，上気道炎発症時（潜伏期はない）に肉

眼的血尿を呈することがある．そのため，まずは感染などの可能性を確認すると

いう意味でdが優先である．

×ｃ　抗てんかん薬のフェニトイン服用は赤色尿を呈するが，突然出現するものでは

ない．

○ｄ　通常，急性糸球体腎炎では，上気道炎などの先行感染が認められる．1～3週の

潜伏期のあることが重要．(y-E40) (RB-E10)

×ｅ　腹痛・腰痛は腎・尿路系の結石で認められ，血尿とほぼ同時に出現する．

正　解　ｄ

473 □□□

474 □□□

475 □□□

症例の診断を問う問題も

解答すると症例文が追加される
情報が
少ない！

前には戻れない！

多選択肢型
　問題によって数が異なる多数の
選択肢から診断名を解答する問題
が主ですが、最近は基礎分野の出
題も。前の問題に戻って見直しが
可能です。

■　酸素解離曲線の右方移動

●一酸化炭素中毒は炭素の不完全燃焼で放出される．都市ガス，自動車の排気ガス，
火災，煉炭や石油ストーブの不完全燃焼などが原因で以前，自殺が半数以上を占め
ていた．都市ガスが以前は水素と一酸化炭素の混合気体を使用しており，一酸化炭
素を多量に含んでいたからである．現在では都市ガスは炭化水素が中心になったの
でそのまま吸入しても死ににくくて，自殺には適さなくなった．治療は高圧酸素療
法と高濃度酸素の投与，呼吸管理，循環，体液バランスの管理である．腎不全，肺
水腫，心筋障害の発生には注意を要する．

著しいやせ，「体重減少がまだ足りない」と考えるボディイメージの障害，「部活に
打ち込む」という過活動，月経の一時的停止は，いずれも神経性食思不振症にみられ
る症状である．（RBm-U54）（RB産-30）（  婦52） 正 解 ｈ
肥満・やせ

O2

O2

O2

O2

O2

右右右方移動動動動

  ＊嫌気性解糖により乳酸が蓄積されるため，さらにpHが低下．
＊＊赤血球内の嫌気性解糖での中間産物である2,3-DPGが上昇．

右方移動前は，
PO2 40 Torrでは
SO2 75％にとど
まる．

右方移動の要因
● pH↓ ● CO2↑
●温度↑ ● 2,3-DPG↑

pH↓

＊ ＊＊

CO2↑ 温度↑ 2,3-
DPG↑

右方移動後は，
PO2 40 Torrでも，
SO2 50％となり，
より多くのO2が放
出されるれるれ ．00 6600 110000
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O2分圧（PO2）

Hb

●❶

●❷

❶

●❷

組織での代謝亢進

右方移動

Hbがより多くのO2を放出する

代謝が活発な組織での右方移動

低O2状態

Hbの酸素
飽和度（SO2）

●血液中のpHの低下またはCO2分圧の上昇による右方移動，あるいはpHの上昇またはCO2分圧の低下による左方移動
をBohr効果という．

ボーア
をBohr効果という．

ボーア
をBohr効果という．
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18歳の女性．4ヵ月前に友人から少し太ったといわれてダイエットを開始した．
55kgあった体重も現在は30kgしかない．家族にはやせすぎなのではと心配され
ているが本人はまだ足りないという．部活にもより打ち込むようになった．月経
も来ていない．
診断はどれか．

ａ　2型糖尿病 ｂ　甲状腺機能亢進症 ｃ　甲状腺機能低下症
ｄ　亜急性甲状腺炎 ｅ　汎下垂体機能低下症 ｆ　子宮内膜症
ｇ　妊 娠 ｈ　神経性食思不振症 ｉ　単純体重減少性無月経
ｊ　Addison病
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多選択肢型

多
選
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選択肢の数が多い！
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