
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 次の設備又は装置のうち、法令に基づく定期自主検

査の対象とされていないものはどれか。

（１）透過写真撮影用ガンマ線照射装置

（２）フェノールを取り扱う特定化学設備

（３）トルエンを用いて洗浄業務を行う屋内の作業場所

に設けたプッシュプル型換気装置

（４）弗化水素を含有する気体を排出する製造設備に設
ふっ

けた排ガス処理装置

（５）手持ち式動力工具を用いて金属の研ま作業を行う

屋内作業場に設けた全体換気装置

問 ２ 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）研ま材を用いて動力により金属を研まする作業

……… 粉じん障害防止規則

（３）バナナの熟成室における作業

……… 酸素欠乏症等防止規則

（４）エチレンオキシドを取り扱う作業

……… 有機溶剤中毒予防規則

（５）クロムメッキを行う作業

……… 特定化学物質障害予防規則

問 ３ 法令に基づく安全衛生のための特別の教育に関する

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）特別の教育の内容には、対象業務にかかわらず、

労働者に対する監督又は指導の方法に関することを

含めなければならない。

（２）特別の教育の科目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対しては、その科

目についての教育を省略することができる。

（３）高圧室内作業に係る業務に労働者を就かせるとき

は、特別の教育を行わなければならない。

（４）廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設において、

ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務

に労働者を就かせるときは、特別の教育を行わなけ

ればならない。

（５）特別の教育を行ったときは、その受講者、科目等

の記録を作成し、３年間保存しなければならない。

問 ４ 常時８００人の労働者を使用する製造業の事業場に

おける衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、

正しいものはどれか。

ただし、８００人の中には、次の業務に常時従事す

る者が含まれているものとする。

深夜業を含む業務 ５５０人

多量の高熱物体を取り扱う業務 １００人

特定化学物質を取り扱う業務 ３０人

（１）衛生管理者は、４人以上選任しなければならない。

（２）衛生管理者は、すべて専任としなければならない。

（３）衛生管理者は、すべて第一種衛生管理者免許を有

する者のうちから選任しなければならない。

（４）産業医は、この事業場に専属の者を選任しなけれ

ばならない。

（５）衛生委員会の委員として、この事業場の作業環境

測定を実施している作業環境測定機関の作業環境測

定士を指名しなければならない。

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。

（２）この規則の規定によって設置された局所排気装置

については、１年以内ごとに１回、定期に、自主検

査を行わなければならない。

（３）特定化学物質作業主任者は、その職務の一つとし

て、局所排気装置等を１月を超えない期間ごとに点

検しなければならない。

（４）第一類物質又は第二類物質を取り扱う屋内作業場

については、６月以内ごとに１回、定期に、当該物

質の気中濃度を測定しなければならない。

（５）シアン化ナトリウムを含む排液については、所定

の性能を有する排液処理装置により処理しなければ

ならない。



問 ６ 有機溶剤業務を行う場合の措置について、法令に違

反していないものは次のうちどれか。

（１）第一種有機溶剤等を取り扱う屋内の作業場所に、

有機溶剤の区分を黄色で表示している。

（２）屋内作業場において、第二種有機溶剤等を用いて、

吹付けによる塗装作業を常時行うとき、その作業場

所に全体換気装置を設けているが、作業者に送気マ

スクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。

（３）屋内作業場の製造工程において、第三種有機溶剤

等を用いて洗浄作業を行うとき、有機溶剤作業主任

者を選任していない。

（４）屋内作業場において、有機溶剤業務に従事する労

働者の見やすい場所に、「取扱い上の注意事項」と

「中毒発生時の応急処置」の２項目のみを掲示して

いる。

（５）有機溶剤を入れてあった空容器で、有機溶剤の蒸

気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場

所に集積している。

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）強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その

伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じ

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）著しく暑熱の作業場においては、原則として作業

場外に休憩の設備を設けなければならない。
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問 ８ 次の有害物のうち、労働安全衛生法により、原則と

して、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）シアン化水素

（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）４-アミノジフェニル及びその塩

問 ９ 次の業務に常時従事する労働者に対し、法令に基づ

き、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければ

ならないものはどれか。

（１）異常気圧下における業務

（２）トルエンの蒸気を発散する場所における業務

（３）マンガンの粉じんを発散する場所における業務

（４）亜硫酸ガス(二酸化硫黄)を発散する場所における

業務

（５）ノルマルヘキサンの蒸気を発散する場所における

業務

問１０ 時間外労働に関する協定を締結し、これを行政官庁

に届け出た場合においても、労働時間の延長が１日

２時間以内に制限される業務は、次のうちどれか。

（１）湿潤な場所における業務

（２）大部分の労働時間が立作業である業務

（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）穀物又は飼料の熟成のために使用している倉庫の

内部における業務



〔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）炉前作業やガラス加工作業では、赤外線により、

白内障が発生することがある。

（２）アーク溶接作業では、紫外線により、電光性眼炎

が発生することがある。

（３）放射性物質を取り扱う作業では、電離放射線の被

ばくにより、造血器障害が発生することがある。

（４）潜水作業では、潜降時の急激な加圧により、皮膚

のかゆみ、関節痛などの症状を呈す潜水病が発生す

ることがある。

（５）低温下の作業で、全身が冷やされ体内温度が低下

したとき、意識消失、筋の硬直などの症状を示す低

体温症が発生することがある。

問１２ 金属による健康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）マンガン中毒では、甲状腺障害の他、門歯・犬歯
せん

の黄色環がみられる。

（２）鉛中毒では、貧血、末梢神経障害、腹部の疝痛な
しょう せん

どがみられる。

（３）クロムによる慢性中毒では、鼻中隔穿孔や皮膚障
せん

害がみられる。

（４）金属水銀中毒では、手指の震え、感情不安定など

の症状がみられる。

（５）カドミウムによる急性中毒では上気道炎や肺炎、

慢性中毒では肺気腫や腎障害がみられる。
しゅ じん

問１３ 作業環境測定結果の評価に関する次の記述のうち、

誤っているものはどれか。

（１）管理濃度は、個々の労働者の有害物質へのばく露

限界として設定されたものである。

（２）Ａ測定は、単位作業場所における有害物質の気中

濃度の平均的な分布を知るために行う測定である。

（３）Ａ測定の第一評価値及び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。

（４）Ａ測定の第二評価値が管理濃度を超えている場合

は、第三管理区分となる。

（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、第三管理区分となる。
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問１４ 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）特殊健康診断において適切な健診デザインを行う

ためには、作業内容と有害要因へのばく露状況を把

握する必要がある。

（２）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。

（３）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。

（４）有機溶剤等健康診断における尿の採取は、任意の

時期に行ってよいが、鉛は生物学的半減期が短いの

で、鉛健康診断における尿又は血液の採取時期は、

厳重にチェックする必要がある。

（５）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。

問１５ 有害物質を発散する作業場の環境改善に関する次の

記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）粉じんを発散する作業工程では、湿式化を検討する。

（２）局所排気装置を設置する場合は、ダクトが細すぎ

ると搬送速度が不足し、太すぎると圧力損失が増大

することを考慮して、ダクト径を設計する。

（３）局所排気装置を設置する場合は、排気量に見合っ

た給気経路を確保する。

（４）空気清浄装置を設けた局所排気装置を設置する場

合は、排風機を清浄後の空気が通る位置に設けるよ

うにする。

（５）有害物を取り扱う装置を構造上又は作業上の理由

で完全に密閉できない場合は、装置内の圧力を外気

よりわずかに低くする。

問１６ 有害物質とその常温、常圧の空気中における状態と

の組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。

（１）ホルムアルデヒド …… ガ ス

（２）アセトン ……………… 蒸 気

（３）硫酸ジメチル ………… 粉 じ ん

（４）酸 化 鉛 ……………… ヒューム

（５）硝 酸 ……………… ミ ス ト



問１７ 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、初期には気がつかないことが多い。

（２）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

（３）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。

（４）騒音は、自律神経系や内分泌系へも影響を与える

ため、騒音ばく露により、交感神経の緊張や副腎皮
じん

質ホルモンの分泌の増加が認められることがある。

（５）等価騒音レベルは、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ため、作業環境に

おける騒音の大きさを表すのに広く用いられる。

問１８ 熱中症の一つとされる障害で、暑熱な環境下で多量

に発汗したとき、水分だけが補給され塩分の補給が不

十分な場合に生じるものは、次のうちどれか。

（１）熱射病

（２）熱虚脱

（３）熱痙攣
けいれん

（４）熱疲労

（５）金属熱

問１９ 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）有機ガス用防毒マスクの吸収缶の色は黒色である。

（４）一酸化炭素用防毒マスクの吸収缶の色は赤色である。

（５）高濃度の有害ガスが存在する場合は、防毒マスク

は短時間しか有効でないので、送気マスクか自給式

呼吸器を使用する。

問２０ 局所排気装置に取り付ける次の型式のフードのうち、

一般に最も吸引効果の高いものはどれか。

（１）外付け式上方吸引型

（２）外付け式側方吸引型

（３）囲い式カバー型

（４）囲い式建築ブース型

（５）囲い式ドラフトチェンバー型
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〔関係法令（有害業務に係るもの以外のもの）〕

問２１ 法令に規定されている衛生委員会の付議事項として、

誤っているものは次のうちどれか。

（１）労働者の健康障害を防止するための基本となるべ

き対策に関すること。

（２）労働者の健康の保持増進を図るための基本となる

べき対策に関すること。

（３）長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防

止を図るための対策の樹立に関すること。

（４）労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係る

ものに関すること。

（５）衛生推進者の選任に関すること。

問２２ 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の

事務室の作業環境測定又は機械設備等の点検に関する

次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

（１）照明設備については、６月以内ごとに１回、定期

に、点検しなければならない。

（２）空気調和設備については、６月以内ごとに１回、

定期に、異常の有無を点検しなければならない。

（３）作業環境測定において、室における空気中の一酸

化炭素及び二酸化炭素の含有率については、２月以

内ごとに１回、定期に、測定しなければならない。

（４）作業環境測定を行ったときは、そのつど、一定の

事項を記録して、３年間保存しなければならない。

（５）燃焼器具を使用するときは、毎日、異常の有無を

点検しなければならない。

問２３ 事業場の建物、施設等に関する措置について、労働

安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次の

うちどれか。

（１）日常行う清掃のほか、１年に１回、定期的に大掃

除を行っている。

（２）精密な作業を行う作業場で、作業面の照度を２００

～２５０ルクスになるようにしている。

（３）労働衛生上の有害業務をもたない事業場において、

直接外気に向かって開放することのできる窓の面積

が、床面積の１/１５である屋内作業場に、換気設

備を設けていない。

（４）常時、男性５人、女性３０人の労働者を使用して

いる事業場で、労働者が臥床することのできる休養
が

室又は休養所を男女別に設けていない。

（５）事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専

用の便所を設けているが、休憩室は専用としていない。



問２４ 労働安全衛生規則に規定されている健康診断に関す

る次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）雇入時の健康診断及び定期の健康診断の項目には、

既往歴及び業務歴の調査が含まれる。

（２）雇入時の健康診断では、医師が必要でないと認め

るときは、身長、体重、心電図等の一定の検査項目

については検査を省略することができる。

（３）深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対して

は、６月以内ごとに１回、定期に、健康診断を行わ

なければならない。

（４）雇入時の健康診断の結果に基づき、その項目に異

常の所見があると診断された労働者について、事業

者が行う医師からの意見聴取は、健康診断実施日か

ら３月以内に行わなければならない。

（５）事業者は、健康診断の結果に基づき作成した健康

診断個人票を５年間保存しなければならない。

問２５ 事業場における衛生管理体制について、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、衛生管理者は選任していないが、衛生推進

者を１人選任している。

（２）常時２００人の労働者を使用する卸売業の事業場

において、総括安全衛生管理者は選任していないが、

衛生管理者を１人選任している。

（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、２人の衛生管理者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４５０人の労働者を使用する製造業の事業場

において、２人の衛生管理者を第一種衛生管理者免

許を有する者のうちから選任している。

（５）常時１８００人の労働者を使用する事業場におい

て、４人の衛生管理者を選任し、そのうち１人のみ

を専任の衛生管理者としている。
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問２６ 労働基準法における労働時間等に関する次の記述の

うち、正しいものはどれか。

（１）時間外労働の協定をしない限り、いかなる場合も

１日について８時間を超えて労働させることはでき

ない。

（２）労働時間が８時間を超える場合については、少な

くとも４５分の休憩時間を労働時間の途中に与えな

ければならない。

（３）労働時間に関する規定の適用については、事業場

を異にする場合には労働時間を通算しない。

（４）フレックスタイム制の清算期間は、３か月以内の

期間に限られる。

（５）監督又は管理の地位にある労働者については、行

政官庁の許可を受けなくても労働時間に関する規定

は適用されない。

問２７ 年次有給休暇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）労働者が、入社後１年６か月間継続勤務したが、

１年間の全労働日の８１％しか勤務しなかったので、

年次有給休暇を付与しなかった。

（２）所定労働日数週４日、所定労働時間１日６時間勤

務のパートタイム労働者が、入社後６か月間で全労

働日の９５％勤務したので、７日の年次有給休暇を

与えた。

（３）労働者の過半数を代表する者との書面による協定

を行って、年次有給休暇が１０日以上の労働者につ

いて夏季連続３日の期間を計画的年次有給休暇取得

日とした。

（４）年次有給休暇を請求されたが、その時季は特に業

務繁忙で、事業の正常な運営が妨げられるため、他

の時季に変更した。

（５）年次有給休暇付与の可否を決めるに当たって、算

定期間中に介護休業した期間を出勤扱いにした。

〔労働衛生（有害業務に係るもの以外のもの）〕

問２８ 温度感覚を表す指標として用いられ、感覚温度とも

いわれるものは、次のうちどれか。

（１）実効温度

（２）至適温度

（３）湿球温度

（４）黒球温度

（５）不快指数



問２９ 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）人間の呼気の成分の中で、酸素の濃度は約１６％、

二酸化炭素の濃度は約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）室内の空気の清浄度を保つために入れ替える必要

のある空気の量を必要換気量といい、通常、１時間

に交換される空気量で表す。

（４）外気によって換気を行うとき、必要換気量は、室

内にいる人が１時間に呼出する二酸化炭素量を、室

内の二酸化炭素基準濃度で除して算出する。

（５）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、室内二酸化炭素基準濃度を０.１％とする。

問３０ 作業管理に関する次の記述のうち、誤っているもの

はどれか。

（１）作業管理とは、換気設備の改善等工学的な対策に

よって、作業環境を良好な状態に維持することをいう。

（２）作業管理にかかわる内容は、作業強度、作業密度、

作業時間、作業姿勢、休憩など広い範囲にわたる。

（３）作業管理の手法としては、心身に対する負荷が少

ない作業の手順や方法等を定めることが必要である。

（４）作業管理では、作業標準による作業の進め方につ

いて教育することが必要である。

（５）作業管理を進める上で、産業疲労を考える場合、

日常生活とのかかわりを無視することはできない。

問３１ 次の文中の 内に入れるＡの用語及びＢの数字

の組合せとして、正しいものは(１)～(５)のうちどれか。

「疾病り患の頻度を表す病休度数率は、次の式によ

り求められる。

Ｂ
Ａ

×
在籍労働者の延実労働時間数 」

Ａ Ｂ

（１）疾病休業件数 １０００

（２）疾病休業件数 １００００

（３）疾病休業件数 １００００００

（４）疾病休業延日数 １０００

（５）疾病休業延日数 １００００００
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問３２ 採光、照明に関する次の記述のうち、誤っているも

のはどれか。

（１）天井や壁に光を当てて、反射光が作業面を照らす

ようにした照明方法を全般照明という。

（２）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。

（３）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、３０°以上になるようにする。

（４）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。

（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３３ 火傷の救急処置等に関する次の記述のうち、正しい

ものはどれか。

（１）できるだけ早く、火傷部に軟膏や油類を塗り、空
こう

気を遮断する。

（２）生じた水疱は、破って十分消毒した後、ガーゼを
ほう

当てる。

（３）化学薬品がかかった場合には、直ちに中和剤によ

り中和した後、水で洗浄する。

（４）火傷の分類では、Ⅰ度が最も重症で、皮膚は白っ

ぽくなったり、ただれてくる。

（５）水疱ができる程度の火傷は、Ⅱ度に分類される。

問３４ 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（胸骨圧迫）に関する次の記述のうち、正しいも

のはどれか。

（１）気道を確保するためには、仰むけの事故者のそば
あお

にしゃがみ、顎を下に押す。
あご

（２）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。

（３）人工呼吸と心マッサージを実施するときは、人工

呼吸１回に心マッサージ１０回を繰り返す。

（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。



（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 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）吸気とは、胸腔が広がり内圧が低くなるにつれ、
こう

鼻腔や気道を経て肺内へ流れ込む空気のことである。

（３）呼吸に関与する筋肉は、延髄にある呼吸中枢によ

って支配されている。

（４）肉体労働をすると呼吸が激しくなるのは、筋肉内

に吸収された吸気中の窒素の作用によるものである。

（５）呼吸には、肺で行われるものの他に、組織細胞と

それをとりまく毛細血管中の血液との間で行われる

ものがある。

問３６ 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、ニューロンといわれる。

（２）神経細胞が多数集合した部分は、肉眼的に灰色に

見えるので灰白質といわれ、神経線維が多い部分は、

白色に見えるので白質といわれる。

（３）大脳は、白質である外側の皮質と灰白質である内

側の髄質から成る。

（４）末梢神経には、体性神経と自律神経の二種類がある。
しょう

（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、生命維持に必要な諸作用を無意識的、反射

的に調節する。

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６０～８０mℓ 程度

である。

（２）体循環は、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である。

（３）肺循環は、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で

ある。

（４）体循環の動脈系により、酸素、栄養物、ホルモン、

ビタミンなどが生体の諸器官・臓器に供給される。

（５）心臓自体は、冠状動脈によって酸素や栄養物の供

給を受けている。
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問３８ 感覚又は感覚器に関する次の記述のうち、正しいも

のはどれか｡

（１）皮膚における感覚点の中で、最も密度が大きいの

は温覚点である。

（２）中耳は、身体の位置判断と平衡保持の感覚をつか

さどる。

（３）嗅覚は、わずかな匂いでも感じるほど鋭敏で、同
きゅう にお

一臭気に対して疲労しにくい。

（４）網膜の錐状体は明るい所で働き色を感じ、杆状体
すい かん

は暗い所で働き弱い光を感じる。

（５）眼球の長軸が短過ぎるために、平行光線が網膜の

後方で像を結ぶものを近視眼という。

問３９ 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）筋肉には、横紋筋と平滑筋があるが、心筋は横紋

筋である。

（２）骨格筋は、横紋筋である。

（３）筋肉は、神経から送られてくる刺激によって収縮

するが、神経に比べて疲労しやすい。

（４）筋肉の縮む速さが適当なときに、仕事の効率は最

も大きい。

（５）筋肉中のグリコーゲンは、酸素が十分に供給され

ると完全に分解され、最後に乳酸になる。

問４０ 肝臓の機能として、誤っているものは次のうちどれか。

（１）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。

（２）蛋白質分解酵素を含む酸性の胆汁を分泌する。
たん

（３）血液中の有害な物質を無害な物質に変える。

（４）脂肪酸を分解したり、コレステロールを合成する。

（５）血液凝固物質や血液凝固阻止物質を生成する。

問４１ 血液に関する次の記述のうち、誤っているものはど

れか。

（１）血液は、血漿と有形成分から成り、血漿中には、
しょう

アルブミン、グロブリンなどの蛋白質が含まれている。
たん

（２）赤血球の寿命は約１２０日であり、白血球に比べ

て極めて長い。

（３）血小板は、血液凝固作用に関与している。

（４）血液の容積に対する白血球の相対的容積をヘマト

クリットという。

（５）白血球のうちリンパ球は、免疫反応に関与している。



問４２ 代謝に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（１）基礎代謝量は、同性、同年齢なら体表面積の２乗

にほぼ正比例する。

（２）基礎代謝量は、睡眠中の測定値で表される。

（３）精神的作業のエネルギー代謝率は、作業内容によ

ってかなり異なる。

（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の容積比である。

（５）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。

問４３ 体温調節に関する次の記述のうち、正しいものはど

れか。

（１）高温にさらされ、体温が正常以上に上昇すると、

内臓の血流量が増加し体内の代謝活動が亢進するこ
こう

とにより、人体からの放熱が促進される。

（２）寒冷にさらされ体温が正常以下になると、皮膚の

血管が拡張して血流量を増し、皮膚温を上昇させる。

（３）体温調節のように、外部環境が変化しても身体内

部の状態を一定に保つ生体の仕組みを同調性といい、

筋肉と神経系により調整されている。

（４）体温調節中枢は、間脳の視床下部にある。

（５）発汗していない状態でも皮膚及び呼吸器から若干

の水分の蒸発がみられるが、これに伴う放熱は全放

熱量の１０％以下である。

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）精神的疲労については、適度に身体を動かす方が、

単に休息するより疲労の回復に役立つ場合が多い。

（３）疲労の他覚的症状を捉えるための検査としては、
とら

ブローカ法やハイムリック法による検査がある。

（４）疲労の自覚症状を客観的に捉えるには、厚生労働

省が公開している「労働者の疲労蓄積度自己診断チ

ェックリスト」などの調査表が用いられる。

（５）疲労の評価に当たっては、いくつかの検査を組み

合せて総合的に判断することが望ましい。

（終 り）
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