
2014年度 系統病理学 スライド試験問題  （2014年 12月 17日施行） 

それぞれの問題に対し、a～eの一つを選び解答用紙の記号に丸をつけよ。 

問 1～50は写真をみて回答せよ。 

 

問 1．皮膚病変の組織像である。正しいものはどれか？ 

a. HBV感染により発生する。 

b. ポックスウイルス感染により発生する。 

c. 悪性である。 

d. HPV感染により発生する。 

e. 治療後再発はしない。 

 

問 2．卵巣の病変のマクロ像を示す．最も考えられるものはどれか？ 

a. 粘液性嚢胞腺腫  

b. 線維腫  

c. 明細胞腺癌  

d. 成熟嚢胞奇形腫  

e. 子宮外妊娠 

 

問 3．子宮体部の筋層内に認められた病変である．最も考えられるのはどれか？ 

a. 腺筋症  

b. 直腸癌の浸潤  

c. 類内膜腺癌 

d. 粘液性腺癌  

e. 平滑筋肉腫 

 

問４．反応性リンパ節炎の組織像を示す．当てはまらないものはどれか？ 

a. 胚中心の極性が保持されている  

b. Tingible body macrophageが見られる  

c. Mantle zoneが見られる 

d. 胚中心の細胞は bcl-2陽性である  

e. 胚中心の細胞は CD20陽性（B細胞）である 

 

問 5．最も考えられるものはどれか？ 

a. 未分化大細胞型リンパ腫 

b. バーキットリンパ腫  

c. Tリンパ芽球性リンパ腫  



d. ホジキンリンパ腫，結節硬化型 

e. 濾胞性リンパ腫 

 

問 6．骨髄穿刺吸引検体のクロットおよび塗抹標本．増殖している細胞は？ 

a. 前骨髄球  

b. 形質細胞  

c. 巨核球  

d. 赤芽球  

e. 単球 

 

問 7．肝臓の割面を示す．この患者の症状あるいは合併疾患として考えにくいものはどれか． 

a. 黄疸  

b. 腹水貯留  

c. 血小板減少  

d. 食道静脈瘤  

e. 高アルブミン血症 

 

問 8．肝臓の病変である．最も考えられるものはどれか？ 

a. 肝内胆管癌（胆管細胞癌）  

b. 肝細胞癌  

c. Focal nodular hyperplasia  

d. 肝硬変  

e. 原発性硬化性胆管炎 

 

問 9．ある肝疾患患者の肝臓の組織（門脈域）を示す．写真の中で消失している構造物とそ

の原因疾患との組み合わせで正しいものはどれか？ 

a. 門脈－特発性門脈圧亢進症  

b. 胆管－原発性胆汁性肝硬変  

c. 動脈－Graft-versus-host disease 

d. リンパ球－無ガンマグロブリン血症  

e. 肝細胞－劇症肝炎 

 

問 10．食道腫瘍の組織像を示す．この腫瘍の特徴として正しいものを選べ． 

a. 良性腫瘍である． 

b. 腺癌である． 

c. 喫煙や飲酒が危険因子となる． 



d. 男性より女性に多い． 

e. 放射線治療は無効である． 

 

問 11．直腸腫瘍の組織像を示す．この腫瘍の特徴として誤っているものは何か？ 

a. 小腸や胃にも同じ名前の腫瘍が発生することがある． 

b. Synaptophysinや chromogranin A の発現はない． 

c. Grimelius染色が診断に有用である． 

d. 肉眼的に粘膜下腫瘍の形態を呈することが多い． 

e. 悪性度の評価には核分裂像の数を調べることが有用である． 

 

問 12．剖検症例の肺の割面のマクロ写真を示す．診断として最もふさわしいのはどれか？ 

a. 扁平上皮癌 

b. 肺気腫 

c. 肺線維症 

d. 肺塞栓症 

e. 癌性リンパ管症 

 

問 13．肺に認められた病原体の組織像(Grocott染色)を示す．推定される病原体はどれか？ 

a. カンジダ 

b. クリプトコッカス 

c. サイトメガロウイルス 

d. アスペルギルス 

e. 単純ヘルペスウイルス 

 

問 14．前縦隔腫瘍の組織像を示す．診断として最もふさわしいのはどれか？ 

a. セミノーマ 

b. 奇形腫 

c. 胸腺腫 

d. 異所性甲状腺 

e. 神経鞘腫 

 

問 15．脳の肉眼写真及び病変部の組織像を示す。つぎのうち最も適切な診断名は？ 

a. くも膜下出血 

b. 脳梗塞 

c. 星細胞腫 

d. 転移性脳腫瘍 



e. クロイツフェルトヤコブ病 

 

問 16．脳腫瘍の組織像を示す。次のうち、正しい記載はどれか？ 

a. 男性に好発する。 

b. 小児に好発する。 

c 硬膜に付着している事が多い。 

d. 核の柵状配列を示す。 

e. 境界不明瞭な浸潤を示す事が多い。 

 

問 17．脳腫瘍の組織像を示す。適切な診断名は？ 

a. 髄芽腫 

b. 神経鞘腫 

c. 上衣腫 

d. 膠芽腫 

e. 神経細胞腫 

 

問 18．認知症患者の脳組織である。→で示した構造物の主要成分は何か？ 

a. シヌクレイン 

b. タウ 

c. アミロイド β 

d. TDP-43 

e. プリオン 

 

問 19．運動障害を示した症例の脊髄（KB 染色）と筋肉の組織像を示す。誤った記載は次

のうちどれか？ 

a. 常染色体劣性遺伝形式を示す事が多い。 

b. Pick小体が出現する。 

c. 後索に髄鞘の淡明化が認められる。 

d. 筋原性筋萎縮が認められる。 

e. a-d全て。 

 

問 20．脳の肉眼写真。最も考えられる診断名は？ 

a. パーキンソン病 

b. アルツハイマー病 

c. 多系統萎縮症 

d. クロイツフェルト-ヤコブ病 



e. ハンチントン病 

 

問 21．5cm大の乳腺腫瘤の組織像である。最も考えられる診断を選べ。 

a. 浸潤性乳管癌 

b. 乳管内乳頭腫 

c. 乳腺症 

d. 非浸潤性乳管癌 

e. 葉状腫瘍 

 

問 22．1cm大の皮下腫瘤の組織像である。最も考えられる診断を選べ。 

a. 線維肉腫 

b. 神経線維腫 

c. 神経鞘腫 

d. 平滑筋腫 

e. 神経節腫 

 

問 23．上腕軟部腫瘍の組織像である。最も考えられる診断を選べ。 

a. 孤在性線維性腫瘍 

b. 神経線維腫 

c. 神経鞘腫 

d. 顆粒細胞腫 

e. デスモイド型線維腫症 

 

問 24．眼瞼から摘出された検体。診断名は？ 

a. 皮脂腺癌 

b. 黒色腫 

c. 黄色腫 

d. 霰粒腫 

e. 基底細胞癌 

 

問 25．4歳児の腎腫瘍の組織像である．診断名は何か？ 

a. hemangioblastoma 

b. retinoblastoma 

c. medulloblastoma 

d. hepatoblastoma 

e. nephroblastoma 



 

問 26．3歳児の眼腫瘍の組織像である．この腫瘍の原因遺伝子はどれか？ 

a. ARID1A 

b. TP53 

c. RB 

d. CTNNB1 

e. VHL 

 

問 27．新生児剖検例の肺組織である．矢印のような構造（矢印以外にも写真内に多数見ら

れる）を何と呼ぶか？ 

a. 偽被膜 

b. 硝子膜 

c. 漿膜 

d. 軟膜 

e. 羊膜 

 

問 28．70歳代男性の前立腺摘出検体の組織像である．診断名は何か？ 

a. 前立腺癌 

b. 前立腺肥大症 

c. 急性前立腺炎 

d. prostatic intraepithelial neoplasia (PIN) 

e. 肉芽腫性前立腺炎 

 

問 29．60歳代男性の腎腫瘍の組織像である．診断名は何か？ 

a. 乳頭状腎細胞癌 

b. 集合管癌 

c. 多房嚢胞性腎細胞癌 

d. 淡明細胞型腎細胞癌 

e. 嫌色素性腎細胞癌 

 

問 30．30歳代男性の精巣腫瘍の組織像である．この腫瘍の特徴として間違っているのはど

れか？ 

a. 精巣胚細胞腫瘍では最も多い 

b. グリコーゲンに富む淡明な細胞質を持つ類円形細胞が観察される 

c. 充実性，敷石状配列が観察される 

d. リンパ球浸潤が観察される 



e. 放射線に感受性がない 

 

問 31．70歳代男性の喉頭生検検体の組織像である．診断名は何か？ 

a. 乳頭腫 

b. 腺癌 

c. 神経内分泌腫瘍 

d. 扁平上皮癌 

e. 悪性リンパ腫 

 

問 32．50歳代男性の耳下腺腫瘍の組織像である．この腫瘍の特徴として間違っているのは

どれか？ 

a. 二層性を示す上皮の乳頭状増殖が観察される 

b. 腫瘍間質にリンパ組織の増生が観察される 

c. 悪性リンパ腫の合併が多く見られる 

d. 男性に好発する 

e. 良性腫瘍である 

 

問 33．50歳代男性の耳下腺腫瘍の組織像である．診断名は何か？ 

a. 多形性腺腫 

b. ワルチン腫瘍 

c. 粘表皮癌 

d. 上皮筋上皮癌 

e. 腺様嚢胞癌 

 

問 34．子宮膣部からの生検の組織像である．組織正しい組み合わせはどれか？ 

a. 診断は尖圭コンジローマで,human papilloma virusの 5型、8型の感染による 

b. 診断は尖圭コンジローマで human herpes virusの 18型、31型の感染による 

c. 診断は子宮膣部軽度異形成で human papilloma virusの 5型、8型の感染による 

d. 診断は子宮膣部軽度異形成で human herpes virusの 18型、31型の感染による 

e. 診断は尖圭コンジローマで、human papilloma virus の 6型、11型の感染による 

 

問 35．卵巣腫瘍の組織像である．正しい診断はどれか？ 

a. 顆粒膜細胞腫 

b. 卵黄嚢腫瘍 

c. 明細胞腺癌 

d. 未熟奇形腫 



e. 漿液性のう胞腺癌 

 

問 36．子宮頸部の腫瘍の肉眼像と組織像である。正しい診断はどれか？ 

a. 子宮頸部粘液性腺癌  

b. 子宮頸部扁平上皮癌 

c. 子宮頸部明細胞腺癌 

d. 子宮頸部小細胞癌 

e. 子宮頸部類内膜癌 

 

問 37．経過 15年の炎症性大腸炎に対し、大腸切除術を施行。この疾患の特徴的所見として

正しいのはどれか。 

a. 抗酸菌染色陽性。 

b. 類上皮細胞肉芽腫。 

c. 敷石様外観。 

d. 縦走潰瘍。 

e. 連続性病変。 

 

問 38．左室心筋の組織像。誤っているものを選べ． 

a. 錯綜配列がみられる． 

b. 間質に線維化がみられる． 

c. 肥大型心筋症を考える像である． 

d. 心筋炎の像である． 

e. 心筋細胞に肥大がみられる． 

 

問 39．中脳の肉眼像を示す。左が問題となる症例で、右は正常コントロールである。最も

考えられる疾患名は次のうちどれか？ 

a. 筋萎縮性側索硬化症 

b. 多系統萎縮症 

c. Ｐｉｃｋ病 

d. 多発性硬化症 

e. パーキンソン病 

 

問 40. 甲状腺腫瘍の組織像。正しいものを選べ． 

a. 乳頭癌 

b. 濾胞腺腫   

c. 未分化癌 



d. 髄様癌  

e. 濾胞癌 

 

問 41．妊娠初期の子宮内容物検体(肉眼像)である。診断として最も可能性が高いものはど

れか？ 

a. 扁平上皮癌 

b. 胞状奇胎 

c. 子宮内膜癌 

d. ヘルペスウイルス感染 

e. 絨毛癌 

 

問 42．高齢男性、頭皮病変．免疫染色で CD31陽性であった。不適切なものはどれか． 

a. 高齢者の頭皮が好発部位の一つである 

b. 血管内皮細胞由来の悪性腫瘍である． 

c. 高頻度に ALK遺伝子の転座がみられる． 

d. 高頻度に肺転移をきたす． 

e. リンパ浮腫や放射線照射後に発生しうる． 

 

問 43．30歳代の男性。前腕の皮膚より生検。最も考えられる診断を選べ。 

a. 尋常性乾癬 

b. Paget病 

c. 水疱性類天疱瘡 

d. 脂漏性角化症 

e. 尋常性疣贅 

 

問 44．眼球腫瘍切除検体の肉眼所見。この腫瘍の発生母地として考えにくい構造はどれか？ 

a. 虹彩 

b. 硝子体 

c. 毛様体 

d. 脈絡膜 

e. どれも好発部位である 

 

問 45．３0歳女性、大腿骨骨幹部病変の掻破検体。正しい診断はどれか？ 

a. 骨肉腫 

b. 軟骨肉腫 

c. 線維性骨異形成 



d. 骨芽細胞腫 

e. 軟骨芽細胞腫 

 

問 46．30歳男性、大腿骨遠位骨端部に発生した骨腫腫瘍の組織像。正しい診断はどれか？ 

a. 骨肉腫 

b. 軟骨肉腫 

c. 軟骨芽細胞腫 

d. 骨巨細胞腫 

e. 癌の転移 

 

問 47. 14 歳男児の大腿骨遠位部腫瘍の組織像を示す．この腫瘍について正しいのはどれ

か？ 

a. 長管骨骨端部に発生しやすい． 

b. 好発年齢は 5歳未満の小児である． 

c. 軟骨の形成を確認することが診断に必要である． 

d. 肺に転移しやすい． 

e. 化学療法は無効である． 

 

問 48．胃粘膜の組織像を示す．診断は何か？ 

a. 腸上皮化生  

b. カルチノイド  

c. 印環細胞癌 

d. マルトリンパ腫  

e. 低分化腺癌 

 

問 49．眼瞼腫瘍の組織像を示す。SudanⅢ染色で橙赤色に陽性となっている物質は何か？ 

a. グリコーゲン 

b. 脂肪 

c. 角化物 

d. 粘液 

e. 血液 

 

問 50．60歳代の男性。顔面の皮膚病変を切除。病理診断は何か？ 

a. 母斑細胞性母斑 

b. 基底細胞癌 

c. 刺青 



d. 扁平上皮癌 

e. 悪性黒色腫 
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