
第一種衛生管理者試験

受験番号 １ 衛

１／８

特例による受験者は問１～問２０についてのみ解答すること。

〔関係法令（有害業務に係るもの）〕

問 １ 次の作業とこれを規制している労働衛生関係法規と

の組合せとして、誤っているものはどれか。

（１）荷電粒子を加速する装置を使用する作業

……… 電離放射線障害防止規則

（２）自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの作業

……… 鉛中毒予防規則

（３）クロムメッキを行う作業

……… 特定化学物質障害予防規則

（４）弗化水素を取り扱う作業
ふっ

……… 有機溶剤中毒予防規則

（５）鋳物をグラインダーで研磨する作業

……… 粉じん障害防止規則

問 ２ 次の作業のうち、法令上、作業主任者の選任が義務

づけられていないものはどれか。

（１）金属製品製造工程において硫酸を取り扱う作業

（２）コールタールを製造する作業

（３）レーザー光線により金属を加工する作業

（４）圧気工法により大気圧を超える気圧下の作業室に

おいて行う作業

（５）屋内作業場のメタノール製造工程においてメタノ

ールを容器に注入する作業

問 ３ 次の作業場のうち、法令に基づく作業環境測定の対

象とされていないものはどれか。

（１）アンモニアを取り扱う作業を行う屋内作業場

（２）溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う

屋内作業場

（３）鋲打ち機、はつり機等圧縮空気により駆動される
びょう く

機械又は器具を取り扱う屋内作業場

（４）陶磁器を製造する工程において、原料を混合する

作業を行う屋内作業場

（５）放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当す

る部分

問 ４ 酸素欠乏症等防止規則に基づく措置に関する次の記

述のうち、誤っているものはどれか。

（１）第一種酸素欠乏危険作業を行う場合は、その日の

作業を開始する前に、その作業場における空気中の

酸素濃度を測定しなければならない。

（２）第二種酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場

合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を

１８％以上、かつ、硫化水素の濃度を１００万分の

５０以下に保つように換気しなければならない。

（３）酸素欠乏危険作業を行う場所の換気を行うときは、

純酸素を使用してはならない。

（４）第二種酸素欠乏危険作業については、酸素欠乏・

硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のう

ちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければ

ならない。

（５）酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、

常時作業の状況を監視し、異常があったときに直ち

に関係者に通報する者を置く等異常を早期に把握す

るために必要な措置を講じなければならない。

問 ５ 特定化学物質障害予防規則に関する次の記述のうち、

誤っているものはどれか。

（１）第一類物質を製造しようとするときは、あらかじ

め厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

（２）第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱

う業務に常時従事する労働者に対しては、１年以内

ごとに１回、定期に、特別の項目による健康診断を

行わなければならない。

（３）特定化学物質作業主任者の職務には、局所排気装

置等を１月を超えない期間ごとに点検することがある。

（４）特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場にお

いては、常時作業に従事する労働者について、１月

を超えない期間ごとに作業に関する一定の事項を記

録し、３０年間保存するものとされている。

（５）この規則の規定に基づき設置した排液処理装置に

ついては、１年以内ごとに１回、定期に、法定の事

項について、自主検査を行わなければならない。



問 ６ 特定の業務とそれに従事する労働者に対して行う特

別の健康診断の項目の一部との組合せとして、法令上、

誤っているものは次のうちどれか。

（１）鉛 業 務 ……… 皮膚の検査

（２）潜 水 業 務 ……… 鼓膜及び聴力の検査

（３）放射線業務 ……… 白血球数及び白血球百分率

の検査

（４）有機溶剤業務 ……… 尿中の蛋白の有無の検査
たん

（５）高圧室内業務 ……… 肺活量の測定

問 ７ 衛生基準に関する措置として、労働安全衛生規則に

定められていないものは次のうちどれか。

（１）坑内の気温は、原則として３７℃以下にしなけれ

ばならない。

（２）坑の内部その他の場所で、自然換気が不十分なと

ころにおいては、排気ガス除去のための換気対策な

しに、内燃機関を有する機械を使用してはならない。

（３）等価騒音レベルが８５dＢを超える場所には、関

係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければなら

ない。

（４）炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が１.５％を超える場所

には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなけ

ればならない。

（５）著しく暑熱又は寒冷の作業場においては、原則と

して休憩の設備を作業場外に設けなければならない。

問 ８ 次の化学物質のうち、労働安全衛生法により、製造し、

輸入し、譲渡し、提供し、又は使用することが禁止さ

れているものはどれか。

（１）三酸化砒素
ひ

（２）クロム酸及びその塩

（３）ベリリウム及びその化合物

（４）ジクロルベンジジン及びその塩

（５）ベータ-ナフチルアミン及びその塩
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問 ９ 特定の有害業務に従事した者で、離職の際に又は離

職の後に法令に基づく健康管理手帳の交付対象となる

ものは、次のうちどれか。

（１）粉じん作業に１０年以上従事し、じん肺管理区分

が管理一である者

（２）硝酸を取り扱う業務に７年以上従事した者

（３）ベンゼンを取り扱う業務に５年以上従事した者

（４）塩化ビニルを重合する業務に４年以上従事した者

（５）シアン化水素を取り扱う業務に３年以上従事した者

問１０ 労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結

し行政官庁への届け出を行うとき、延長する労働時間

が１日について２時間以内に制限されない業務は、次

のうちどれか。

（１）著しく暑熱な場所における業務

（２）重量物の取扱い等重激なる業務

（３）病原体によって汚染のおそれのある業務

（４）ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における

業務

（５）土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散す

る場所における業務

〔労働衛生（有害業務に係るもの）〕

問１１ 職業性疾病に関する次の記述のうち、誤っているも

のはどれか。

（１）潜水作業では、潜降時の急激な加圧により、関節

痛（ベンズ）や皮膚のかゆみなどの症状が生じるこ

とがある。

（２）長時間にわたる振動工具の使用によって、レイノ

ー現象（手指の蒼白現象）が生じることがある。
そう

（３）全身が冷やされて体内温度が３５℃程度より低く

なると、意識消失、筋の硬直などの症状を示す低体

温症が起こることがある。

（４）高温下の作業で、多量の発汗により体内の水分と

塩分が失われたところへ、水分だけが補給されたと

き、熱痙攣が起こることがある。
けいれん

（５）米杉、ラワンなどの木材粉じんにより、ぜんそく

が起こることがある。



問１２ 有害化学物質による健康障害に関する次の記述のうち、

正しいものはどれか。

（１）鉛中毒の症状には、貧血、末梢神経障害、腹部の
しょう

疝痛がある。
せん

（２）カドミウムによる慢性中毒の症状には、筋のこわ

ばり、歩行困難などの神経症状がある。

（３）マンガン中毒の初期の症状には、蛋白尿や歯への
たん

黄色の色素沈着がある。

（４）金属水銀中毒の症状には、貧血、鼻中隔穿孔など
せん

がある。

（５）クロムによる慢性中毒の症状には、皮膚の黒皮症

や角化症、末梢神経障害などがある。

問１３ 長期間ばく露すると造血機能の障害が現れ、再生不

良性貧血や白血病を起こすおそれのある物質は、次の

うちどれか。

（１）ベ ンゼ ン

（２）メタノール

（３）二硫化炭素

（４）アクリロニトリル

（５）ノルマルヘキサン

問１４ 有害因子へのばく露を少なくするための作業環境改

善手法として、適切なものは次のうちどれか。

（１）ビル建設の基礎工事で、騒音を減少させるため、

アースオーガーをドロップハンマー式の杭打機に替
くい

える。

（２）製缶工場で、騒音を減少させるため、鋼板の打出

しに使う合成樹脂製のハンマーの頭を鋼製のものに

替える。

（３）プレス機による騒音と振動の伝ぱを防止するため、

機械と基礎との間に金属板を敷く。

（４）放射線ばく露を低減させるため、ガンマ線源と労

働者の間の鉄製の遮へい材を同厚の鉛製のものに替

える。

（５）床に堆積した粉じんを除去するため、ほうきで掃

除する。
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問１５ 騒音及びその障害に関する次の記述のうち、誤って

いるものはどれか。

（１）騒音性難聴は、騒音により内耳の前庭や半規管の

機能に障害を受けたことにより生じる。

（２）騒音は、自律神経系や内分泌系へも影響を与え、

いわゆるストレス反応を引き起こすことがある。

（３）騒音性難聴は、初期には気付かないことが多く、

また、治りが悪いという特徴がある。

（４）騒音性難聴による聴力低下は、４０００Ｈz付近か

ら始まるため、この聴力低下の型をＣ dipという。５

（５）等価騒音レベルは、単位時間あたりの騒音レベル

を平均化した評価値で、変動する騒音に対する人間

の生理・心理的反応とよく対応する。

問１６ 有害光線又は電離放射線とそれにより発症するお

それのある障害との組合せとして、誤っているもの

は次のうちどれか。

（１）紫 外 線 ……… 皮膚が ん

（２）赤 外 線 ……… 電光性眼炎

（３）マイクロ波 ……… 組織壊 死
え

（４）レーザー光線 ……… 網膜火 傷

（５）電離放射線 ……… 白 内 障

問１７ 特殊健康診断に関する次の記述のうち、誤っている

ものはどれか。

（１）有害業務への配置替えの際に行う特殊健康診断に

は、業務適性の判断と、その後の業務の影響を調べ

るための基礎資料を得るという目的がある。

（２）有害物質による健康障害の大部分のものは、自覚

症状が他覚的所見に先行して出現するので、特殊健

康診断では問診に重きがおかれている。

（３）振動工具取扱い作業者に対する特殊健康診断を１

年に２回実施する場合、そのうち１回は冬期に行う

とよい。

（４）健診項目として、有害物の体内摂取量を把握した

り、有害物による軽度の影響を把握するための生物

学的モニタリングによる検査が含まれているものが

ある。

（５）多くの有機溶剤は生物学的半減期が短いので、有

機溶剤等健康診断において尿中の有機溶剤代謝物の

量の検査を行うときは、採尿の時刻を厳重にチェッ

クする必要がある。



問１８ 呼吸用保護具に関する次の記述のうち、誤っている

ものはどれか。

（１）防じんマスク及び防毒マスクは、酸素濃度が１８

％未満の場所では使用してはならない。

（２）防じんマスクは、ヒュームに対しては効果がない。

（３）防毒マスクの使用にあたっては、吸収缶に添付さ

れた破過曲線図などにより、使用限度時間をあらか

じめ設定する。

（４）有機ガス用防毒マスクの吸収缶の色は黒色である。

（５）高濃度の有害ガスが存在する場合は、防毒マスク

ではなく、送気マスクか自給式呼吸器を使用する。

問１９ 作業環境測定結果の評価に関する次の記述のうち、

正しいものはどれか。

（１）評価の指標として用いられる管理濃度は、個々の

労働者の有害物質へのばく露限界を示すものである。

（２）Ａ測定の第二評価値及びＢ測定の測定値がいずれ

も管理濃度に満たない場合は、第一管理区分となる。

（３）作業環境測定の結果、第一管理区分に該当した場

合は、作業環境が良好であるため、その後１年間、

Ａ測定は省略することができる。

（４）単位作業場所における気中有害物質濃度の平均的

な分布は、Ｂ測定によって知ることができる。

（５）Ｂ測定の測定値が管理濃度の１.５倍を超えている

場合は、Ａ測定の結果に関係なく第三管理区分となる。

問２０ 局所排気装置のフードの型式として、吸引効果の大

きいものから並べた組合せは、次のうちどれか。

（１）外付け式外付け型 ＞ 囲い式建築ブース型 ＞

囲い式カバー型

（２）外付け式外付け型 ＞ 囲い 式カ バー型 ＞

囲い式建築ブース型

（３）囲い式建築ブース型 ＞ 囲 い式カ バー 型 ＞

外付け式外付け型

（４）囲 い 式カ バー 型 ＞ 外付け式外付け型 ＞

囲い式建築ブース型

（５）囲 い 式カ バー 型 ＞ 囲い式建築ブース型 ＞

外付け式外付け型
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〔関係法令（有害業務に係るもの以外のもの）〕

問２１ 総括安全衛生管理者に関する次のＡからＤまでの記

述について、法令上、正しいものの組合せは(１)～(５)

のうちどれか。

Ａ 常時３００人以上の労働者を使用する事業場で

は、業種にかかわらず総括安全衛生管理者を選任

しなければならない。

Ｂ 総括安全衛生管理者は、安全衛生についての一

定の経験を有する者でなければならない。

Ｃ 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてそ

の事業の実施を統括管理する者をもって充てなけ

ればならない。

Ｄ 総括安全衛生管理者の職務の一つは、衛生管理

者を指揮することである。

（１）Ａ，Ｂ

（２）Ａ，Ｃ

（３）Ｂ，Ｃ

（４）Ｂ，Ｄ

（５）Ｃ，Ｄ

問２２ 雇入れ時の安全衛生教育に関する次の記述のうち、

法令上、誤っているものはどれか。

（１）事業場で常時使用する労働者数が一定数以下であ

ることを理由に、教育を省略することはできない。

（２）必要とする教育事項について、十分な知識及び技

能を有していると認められる労働者については、当

該事項についての教育を省略することができる。

（３）３月以内の期間を定めて雇用する労働者について

は、危険又は有害な業務に従事する者を除き、教育

を省略することができる。

（４）事故時等における応急措置及び退避に関すること

については、事業場の業種にかかわらず教育が必要

な事項とされている。

（５）従事させる業務に関して発生するおそれのある疾

病の原因及び予防に関することについては、事業場

の業種にかかわらず教育が必要な事項とされている。



問２３ 衛生管理者又は衛生推進者の選任について、法令に

違反しているものは次のうちどれか。

（１）常時４０人の労働者を使用する金融業の事業場に

おいて、衛生推進者を１人選任しているが、衛生管

理者は選任していない。

（２）常時１５０人の労働者を使用する卸売業の事業場

において、衛生管理者１人を第二種衛生管理者免許

を有する者のうちから選任している。

（３）常時３００人の労働者を使用する医療業の事業場

において、衛生管理者２人を第二種衛生管理者免許

を有する者のうちから選任している。

（４）常時８００人の労働者を使用する事業場において、

衛生管理者３人のうち１人を、事業場に専属でない

労働衛生コンサルタントから選任している。

（５）常時１３００人の労働者を使用する事業場におい

て、衛生管理者４人のうち１人のみを専任の衛生管

理者として選任している。

問２４ 健康診断実施後の措置等に関する次の記述のうち、

法令上、誤っているものはどれか。

（１）事業者が行う健康診断の結果、異常の所見がある

と診断された労働者については、健康保持のため必

要な措置について、実施日から３月以内に、医師又

は歯科医師の意見を聴かなければならない。

（２）医師又は歯科医師の意見を勘案し、必要があると

認めるときには、労働者の実情を考慮して、就業場

所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を

講じなければならない。

（３）健康診断の結果に基づき医師又は歯科医師から聴

取した意見は、健康診断個人票に記載しなければな

らない。

（４）一般健康診断を受けた労働者のうちで、異常所見

のある者を対象として、健康診断結果の通知を行わ

なければならない。

（５）一般健康診断の結果、特に健康の保持に努める必

要があると認める労働者に対し、医師又は保健師に

よる保健指導を行うように努めなければならない。

１ 衛

５／８

問２５ 空気調和設備を設けた事務室の空気環境の基準とし

て、法令上、正しいものは次のうちどれか。

（１）室の気温は、１５℃以上２６℃以下になるように

努める。

（２）室の相対湿度は、３０％以上６０％以下になるよ

うに努める。

（３）室に供給される空気中に占める一酸化炭素の含有

率は、１００万分の５０以下とする。

（４）室に供給される空気１ｍ 中に含まれる浮遊粉じん３

量は、０.５㎎以下とする。

（５）室に供給される空気１ｍ 中に含まれるホルムアル３

デヒドの量は、０.１㎎以下とする。

問２６ 労働基準法に基づく１か月単位の変形労働時間制に

関する次の文中の 内に入れるＡからＣの語句の

組合せとして、正しいものは(１)～(５)のうちどれか。

「労働者の過半数で組織する Ａ 、若しくはその

Ａ がない場合において労働者の過半数を代表する

者との書面による協定により、又は Ｂ その他これ

に準ずるものにより、１か月以内の一定の期間を平均

し１週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない

定めをしたときは、その定めにより、特定された週に

おいて１週の法定労働時間を超えて、又は特定された

日において Ｃ 労働させることができる。」

Ａ Ｂ Ｃ

（１）労使委員会 労働協約 ８時間を超えて

（２）労働組合 労働協約 １０時間まで

（３）労使委員会 労働協約 １０時間まで

（４）労働組合 就業規則 ８時間を超えて

（５）労使委員会 就業規則 ８時間を超えて



問２７ 労働基準法に基づく就業規則に関する次の記述のうち、

誤っているものはどれか。

（１）パートタイマーを含めて常時１０人以上の労働者

を使用する使用者には、作成及び届出の義務がある。

（２）就業規則は、当該事業場について適用される労働

協約に反してはならない。

（３）就業規則で定める基準に達しない労働条件を定め

る労働契約は、その部分については無効である。

（４）就業規則の作成又は変更については、事業場の労

働組合又は労働者の過半数を代表する者の同意が必

要要件とされている。

（５）就業規則の周知については、各労働者に書面を交

付する方法によってもよい。

〔労働衛生（有害業務に係るもの以外のもの）〕

問２８ 労働者の健康の保持増進のために事業者が行う健康

測定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）健康測定における医学的検査は、労働者の健康障

害や疾病の早期発見を主な目的として行う。

（２）健康測定における運動機能検査では、筋力、柔軟

性、敏捷性、平衡性、全身持久性などの検査を行う。
しょう こう

（３）健康測定の結果に基づき、個々の労働者の健康状

態にあわせた運動指導を行う。

（４）健康測定の結果に基づき、必要と判断された場合

や労働者自らが希望する場合は、メンタルヘルスケ

アを行う。

（５）健康測定の結果に基づき、勤務形態や生活習慣か

らくる健康上の問題を解決するために、個々の労働

者に対し必要な保健指導を行う。

１ 衛

６／８

問２９ 採光、照明等に関する次の記述のうち、誤っている

ものはどれか。

（１）局部照明は、検査作業などのように、特に手元が

高照度であることが必要な場合に用いられる。

（２）間接照明は、光源からの光を壁等に反射させて照

明する方法である。

（３）全般照明と局部照明を併用する場合、全般照明の

照度は、局部照明による照度の１/１０以上である

ことが望ましい。

（４）前方から明かりをとるとき、眼と光源を結ぶ線と

視線とが作る角度は、１５°～３０°程度になるよ

うにする。

（５）部屋の彩色として、目より上方の壁や天井は、照

明効果を良くするため明るい色にし、目の高さ以下

の壁面は、まぶしさを防ぎ安定感を出すために濁色

にする。

問３０ 至適温度に関する次の記述のうち、正しいものはど

れか。

（１）至適温度は、感覚温度ともいわれる。

（２）至適温度は、年齢、性別などによって異なる。

（３）至適温度は、気温と湿度から計算で求めることが

できる。

（４）季節や被服の変化は、至適温度に影響を与えない。

（５）デスクワークの場合の至適温度は、筋的作業の場

合のそれより低い。

問３１ 細菌性食中毒に関する次の記述のうち、誤っている

ものはどれか。

（１）感染型食中毒は、食物に付着した細菌そのものの

感染によって起こる食中毒で、代表的な細菌として

腸炎ビブリオがある。

（２）毒素型食中毒は、食物に付着した細菌が増殖する

際に産生する毒素によって起こる中毒で、この毒素

を産生する代表的なものとしてブドウ球菌がある。

（３）ブドウ球菌の毒素は熱に強い。

（４）ボツリヌス菌による食中毒は、主に神経症状を呈

し、致死率が高い。

（５）サルモネラ菌は病原性好塩菌ともいわれ、海産の

魚介類汚染が原因となる。



問３２ 一般の事務所における換気等に関する次の記述のう

ち、誤っているものはどれか。

（１）人間の呼気の成分は、酸素約１６％、二酸化炭素

約４％である。

（２）新鮮外気中の酸素濃度は、約２１％、二酸化炭素

濃度は、０.０３～０.０４％である。

（３）機械換気を行う場合の必要換気量算出にあたっては、

普通、室内の二酸化炭素基準濃度を０.１％とする。

（４）必要換気量は、労働の強度によって増減する。

（５）換気回数が多ければ多いほど、室内の環境状態は

良好となる。

問３３ 口対口呼気吹き込み法による人工呼吸及び心マッサ

ージに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（１）人工呼吸をまず１回行い、その後約３０秒間は様

子を見て、呼吸、咳、体の動きなどがみられない場
せき

合に、心マッサージを行う。

（２）人工呼吸と心マッサージを１人で実施するときは、

人工呼吸１回に心マッサージ１０回を繰り返す。

（３）人工呼吸は、１回の息の吹き込みにゆっくりと５

秒程度かけ、１分間に５～６回程度の速さで行う。

（４）心マッサージは、１分間に約１００回のリズムで

行う。

（５）心マッサージを行う場合には、事故者を柔らかい

ふとんの上に寝かせて行うようにするとよい。

問３４ 骨折に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（１）単純骨折とは、骨にひびが入った状態のことをいう。

（２）複雑骨折とは、開放骨折のことをいう。

（３）不完全骨折とは、皮膚の下で骨が折れているが、

皮膚にまで損傷が及んでいない状態のことをいう。

（４）脊髄損傷が疑われる場合は、事故者を硬い板の上
せき

に乗せて搬送してはならない。

（５）副子を手や足に当てるときは、先端が手先、足先

から出ないようにする。

１ 衛

７／８

（次の科目が免除されている方は、問３５～問４４は解答し

ないで下さい。）

〔労働生理〕

問３５ 感覚又は感覚器官に関する次の記述のうち、誤って

いるものはどれか。

（１）中耳は、身体の位置判断と平衡保持の感覚をつか

さどる器官である。

（２）温度感覚は、一般に冷覚の方が温覚よりも鋭敏で

ある。

（３）嗅覚は、微量でも感ずるが、疲労しやすく、しば
きゅう

らくすると匂いを感じなくなる。
にお

（４）網膜には、明るい所で働き色を感じる錐状体と、
すい

暗い所で働き弱い光を感じる杆状体の二種類の視細
かん

胞がある。

（５）眼球の長軸が長過ぎるために、平行光線が網膜の

前方で像を結ぶものを近視眼という。

問３６ 呼吸に関する次の記述のうち、誤っているものはど

れか。

（１）呼吸運動は、主として呼吸筋（肋間筋）と横隔膜
ろっ

の協調運動によって胸郭内容積を周期的に増減し、

それに伴って肺を伸縮させることにより行われる。

（２）胸郭内容積が増すと、その内圧が高くなるため、

肺はその弾性により収縮する。

（３）呼吸中枢は延髄にあり、ここからの刺激によって

呼吸に関与する筋肉は支配されている。

（４）呼吸中枢がその興奮性を維持するためには、常に

一定量以上の二酸化炭素が血液中に含まれているこ

とが必要である。

（５）肺活量が多い人は、肺でのガス交換面積が広く、

一般に激しい肉体労働をするのに有利である。

問３７ 心臓の働きと血液の循環に関する次の記述のうち、

誤っているものはどれか。

（１）心臓の血液拍出量は､普通１回に平均６０～８０mℓ

程度である。

（２）左心室に流れている血液は、動脈血である。

（３）肺循環とは、右心室から肺静脈を経て肺の毛細血

管に入り、肺動脈を通って左心房に入る血液の循環

をいう。

（４）体循環とは、左心室から大動脈に入り、毛細血管

を経て静脈血となり右心房に戻ってくる血液の循環

をいう。

（５）肺循環により左心房に戻ってきた血液は、左心室

に入る。



問３８ 筋肉に関する次の記述のうち、誤っているものはど

れか。

（１）筋肉は、神経から送られてくる刺激によって収縮

する。

（２）心筋は、不随意筋に属するが、構造的には横紋筋

である。

（３）筋肉中のグリコーゲンは、酸素が十分与えられる

と完全に分解され、最後に乳酸になる。

（４）人が直立しているときの姿勢保持の筋肉は、等尺

性収縮を常に起こしている。

（５）筋力を測定するには、一般に握力や背筋力を測る。

問３９ 肝臓の機能として、誤っているものは次のうちどれか。

（１）余分なアミノ酸を分解して尿素にする。

（２）血液凝固物質や血液凝固阻止物質を生成する。

（３）血液中の有害物質を無害の物質に変える。

（４）酸性の消化液である胆汁を分泌し、蛋白質を分解
たん

する。

（５）門脈血に含まれるブドウ糖をグリコーゲンに変え

て蓄え、血液中のブドウ糖が不足すると、グリコー

ゲンをブドウ糖に分解して血液中に送り出す。

問４０ 神経系に関する次の記述のうち、誤っているものは

どれか。

（１）神経細胞とその突起を合わせたものは、神経系を

構成する基本的な単位でありニューロンといわれる。

（２）中枢神経には脳と脊髄が、末梢神経には体性神経
せき しょう

と自律神経がある。

（３）大脳の内側の髄質は、中枢としての働きを行う部

分で、感覚、運動、思考等の作用を支配する。

（４）小脳を侵されると、運動失調を起こす。

（５）自律神経系は、内臓、血管、腺などの不随意筋に
せん

分布している。

問４１ 次のうち、正常値に男女による差がないとされてい

るものはどれか。

（１）赤 血球 数

（２）白 血球 数

（３）基礎代謝量

（４）ヘモグロビン量

（５）ヘマトクリット値

１ 衛

８／８

問４２ 肥満の程度を評価するための指標として用いられる

ＢＭＩの値を算出する式として、正しいものは次のう

ちどれか。

ただし、Ｗは体重（kg）、Ｈは身長（ｍ）とする。
２

（１）Ｗ／Ｈ

（２）Ｗ／Ｈ

（３）Ｗ／１００（Ｈ－１）
２（４）Ｈ／Ｗ

（５）Ｈ／Ｗ

問４３ 代謝に関する次の記述のうち、誤っているものはど

れか。

（１）基礎代謝量は、同性、同年齢であれば、体表面積

にほぼ正比例する。

（２）特に作業をしなくても、ただじっと座っているだ

けで、代謝量は基礎代謝量の約１.２倍になる。

（３）エネルギー代謝率は、動的筋作業の強度を表す指

標として有用である。

（４）エネルギー代謝率とは、体内で、一定時間中に消

費された酸素と排出された二酸化炭素との容積比で

ある。

（５）エネルギー代謝率は、一般に精神的作業の強度を

評価するためには用いられない。

問４４ 疲労に関する次の記述のうち、誤っているものはど

れか。

（１）疲労には、心身の過度の働きを制限し、活動を止

めて休息をとらせようとする役割がある。

（２）疲労の自覚的症状を客観的に捉えるためには、調
とら

査表を用いる方法がある。

（３）疲労の他覚的症状を捉えるための検査としては、

ブローカ法やハイムリック法による検査がある。

（４）疲労によって生理機能が低下した状態では、作業

能率が低下する。

（５）疲労を予防するには、作業の分析と作業方法の検

討が重要であるが、個人の能力面への配慮と心理的

側面への対策なども必要である。

（終 り）


