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＜注意事項＞ 

１. 試験開始の合図があるまで、問題冊子を開かないでください。 

２. この冊子の本文は、６ページ 30題です。 

３. 印刷不鮮明な箇所および脱落などがあれば、ただちに申し出てください。 

４. 解答用紙は 1枚です。解答はすべて解答用紙の指定された解答欄に記入してください。 

５. 受験番号を、問題用紙と解答用紙の受験番号欄に記入してください。 

６. 答案が完成しても、退室することはできません。 

７. 問題用紙は試験終了後に回収するので、持ち帰らないでください。 
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問題１  問 1～問 10の各設問に対する答を一つ選び、解答用紙の所定の欄に番号を記入しなさい。 

 

【問１】   脳と神経のしくみについて、正しいのはどれか。 

１． 視床は自律神経系の最高中枢である。 

２． 尾状核、被殻、淡蒼球は大脳辺縁系を構成する。 

３． 小脳は平衡機能や筋緊張、姿勢保持に関与する。 

４． 大脳基底核は本能行動や情動反応、記憶に関与する。 

 

【問２】  脳の機能局在について、正しいのはどれか。  

１． 前頭葉には、感覚性言語野が存在する。 

２． 側頭葉には、運動領野が存在する。 

３． 頭頂葉には、聴覚認識の中枢が存在する。 

４． 後頭葉には、視覚中枢が存在する。 

 

【問３】  脳神経と機能の組み合わせについて、正しいのはどれか。 

１． 顔面神経 ---- 舌前方 2/3の味覚 

２． 三叉神経 ---- 前額部の運動 

３． 動眼神経 ---- 眼球の外転運動 

４． 舌下神経 ---- 舌後方 1/3の感覚 

 

【問４】   摂食嚥下に関わる神経機構について、正しいのはどれか。 

１． 嚥下反射の中枢は、中脳に存在する。 

２． 声帯の運動には迷走神経が関与する。 

３． 口腔内の感覚には、顔面神経が関与する。 

４． 顔面表情筋の運動には三叉神経が関与する。 

 

【問５】  嚥下の準備期で生じる運動として正しいのはどれか。 

１． 開口 

２． 声門の閉鎖 

３． 舌根部の挙上 

４． 軟口蓋の挙上 
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【問６】  咀嚼について正しい組み合わせはどれか。 

a. 半自動運動である。 

b. 舌の運動は上下である。 

c. 軟口蓋は挙上している。 

d. 咀嚼中枢は脳幹に存在する。  

            1．a， b     2． a,  d    3． b,  c    4． c,  d 

 

【問７】  脳の動脈で内頸動脈から分岐しないのはどれか。 

１． 前大脳動脈 

２． 中大脳動脈 

３． 後交通動脈 

４． 後下小脳動脈 

 

【問８】  食道の生理的狭窄部として誤っているのはどれか。 

１. 舌骨後方部 

２. 輪状軟骨狭窄部 

３. 気管分岐部 

４. 横隔膜貫通部 

 

【問９】 中枢神経系における神経路について、正しいのはどれか。 

１． 皮質脊髄路は、大脳皮質感覚野に始まる。 

２． 口腔や咽頭への運動指令は皮質延髄路を伝わる。 

３． 脳幹には第 1から第 12脳神経の脳神経核が存在する。 

４． 感覚刺激は、脊髄の前根を介して上行性に脳に伝達される。 

 

【問 10】  嚥下時の気道防御機構として誤っているのはどれか 

１． 嚥下性無呼吸 

２． 口唇閉鎖 

３． 鼻咽腔閉鎖 

４． 喉頭蓋反転 
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問題２  問 11～問 20の各設問に対する答を一つ選び、解答用紙の所定の欄に番号を記入しなさい。 

 

【問 11】  呼吸音の異常とその原因の組合せで正しいのはどれか。 

１. 水泡音 ------ 胸膜の炎症 

２. 類鼾音 ------ 中枢気道の狭窄 

３. 捻髪音 ------ 末梢気道の分泌物貯留 

４. 胸膜摩擦音 --- 肺胞の伸展性の低下 

 

【問 12】  舌について誤っているのはどれか。 

１. 内舌筋と外舌筋から構成される。 

２. 舌根には、有郭乳頭が存在する。 

３. 舌前方 2/3の運動には、舌神経が関与する。 

４. 舌前方 2/3の味覚には、顔面神経が関与する 

 

【問 13】 三叉神経の機能はどれか。 

１． 視覚 

２． 眼球の運動 

３． 顔面の感覚 

４． 表情筋の運動 

 

【問 14】  嚥下造影検査で評価が可能な項目として、誤っているのはどれか。 

１． 唾液や分泌物の貯留    

２． 食塊の口腔内移送 

３． 咽頭残留の程度 

４． 軟口蓋の運動  

 

【問 15】  摂食嚥下リハビリテーションを担当する職種とその役割について、誤っているのはどれか。 

１． 言語聴覚士 ― 直接訓練 

２． 管理栄養士 ― 間接訓練  

３． 作業療法士 ― 食具の調整 

４． 理学療法士 ― 体位調整 
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【問 16】 乳歯がすべて生えそろったときの本数はどれか。 

１． 16本 

２． 20本 

３． 24本 

４． 28本 

 

【問 17】 嚥下機能を低下させる要因として、誤っているのはどれか。 

１． 意識障害 

２． 定型抗精神病剤の内服    

３． ACE阻害薬の内服 

４． 経鼻経管栄養カテーテルの留置 

 

【問18】  加齢に伴う呼吸循環機能の変化について、正しいのはどれか。 

１． 残気量は変化しない。 

２． 肺の弾性は低下する。 

３． 左心室壁は薄くなる。 

４． 収縮期血圧が低下する。 

 

【問 19】 高齢者の摂食嚥下障害の要因について、誤っているのはどれか。 

１． 安静時の喉頭位置の下降 

２． 嚥下性無呼吸時間の短縮 

３． 塩味の味覚閾値の上昇 

４． 食道蠕動運動の低下 

 

【問 20】  気管挿管中の患者の体位ドレナージについて適切なのはどれか。 

１． 実施前後に気管吸引を行う。 

２． 吸入療法は体位ドレナージ後に行う。 

３． 自分で体位変換できる患者には行わない。 

４． 創部ドレーンが挿入されている場合は禁忌である。 
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問題３  問２1～問３0の各設問に対する答を一つ選び、解答用紙の所定の欄に番号を記入しなさい。 

 

【問21】  脳塞栓症を生じやすい不整脈はどれか。 

１． 心室頻拍 

２． 心房細動 

３． 心房性期外収縮 

４． 完全房室ブロック 

 

【問 22】  頭頸部癌の治療による摂食嚥下障害について、誤っているのはどれか。 

１． 中咽頭前壁の切除により咽頭嚥下圧の形成が障害される。 

２． 喉頭がんの放射線治療後には喉頭周囲の感覚が鈍麻する。 

３． 舌半側切除術後には、舌根部の運動が障害される。 

４． 副神経の切除により開口が障害される。 

 

【問 23】  神経・筋疾患による嚥下障害について正しい組み合わせはどれか。 

a． 抗パーキンソン薬の副作用には、口腔乾燥がある。 

b． 多系統萎縮症ではパーキンソニズムが嚥下機能に影響する。 

c． 重症筋無力症では一日の中で朝方の筋力低下が顕著である。 

d． 筋萎縮性側索硬化症では咽頭・喉頭の感覚低下が早期から起こる。 

1．a， b     2． a,  d     3． b,  c     4． c,  d  

 

【問 24】  脳血管障害による摂食嚥下障害について、正しいのはどれか。 

１. 球麻痺では高次脳機能障害を伴う。 

２. 球麻痺は両側性の核上性障害によって起こる。 

３. 偽性球麻痺では嚥下のパターン形成器は障害されない。 

４. 偽性球麻痺では咽頭や喉頭の感覚・運動に左右差が見られる。 

 

【問25】   右被殻出血により出現しうる症状として、正しい組み合わせはどれか。 

a． 右片麻痺 

b． 言語障害 

c． 左口角下垂 

d． 半側空間無視 

1．a， b     2． a,  d    3． b,  c    4． c,  d 
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【問 26】 閉塞性換気障害と診断される分類はどれか。 

１． %VCが 80%以上、FEV₁%が 70%未満 

２． %VCが 80%未満、FEV₁%が 70%以上 

３． %VCが 80%以上、FEV₁%が 70%以上 

４． %VCが 80%未満、FEV₁%が 70%未満 

 

【問27】   小児の摂食嚥下障害について、正しい組み合わせはどれか。 

a． 筋ジストロフィーでは進行性に筋力低下がおこる。 

b． 脳性麻痺では進行により摂食嚥下機能が悪化する。 

c． ダウン症児では、筋緊張の亢進によって巨舌を呈する。 

d． 口蓋裂のある児では哺乳のための口腔内陰圧形成が不良となる。 

1．a， b     2． a,  d    3． b,  c    4． c,  d 

 

【問 28】  間接訓練について、正しいのはどれか。 

１． 誤嚥のリスクは無い。 

２． 意識障害のある患者には禁忌である。 

３． 各器官の機能や運動の協調性を改善させる。 

４． 著しい舌運動・喉頭運動の低下のある患者には禁忌である。 

 

【問 2９】  直接訓練時の注意点として、誤っているのはどれか。 

１． 頸部を前屈させる。 

２． 覚醒状態が良いときに行う。     

３． スプーンは、深さのあるものを使用する。 

４． 集中力の途切れやすい患者には、人の出入りの少ない場所で行う。  

 

【問 30】 嚥下しやすい食形態の特徴として、正しいのはどれか。 

１． 凝集性が低い。 

２． 付着性が高い。 

３． 変形性が低い。 

４． 食材の大きさ・硬さが均一である。 


