
労働生理重要項目

1.呼吸

(1)外呼吸、内呼吸
　・外呼吸（肺呼吸）：　肺胞の中の空気と肺胞を取り巻いている毛細血管との間で、酸素と二酸化

炭素の交換が行われる。血中に取り込まれた酸素は赤血球中のヘモグロビンと結合して
全身の組織に運ばれる。肺は外から酸素を取り入れるので外呼吸。

　・内呼吸（組織呼吸）：　全身の毛細血管中の血液が各組織細胞に酸素を渡して二酸化炭素を受け
取るガス交換。血液が運んできた酸素を取り込むので内呼吸

（2）呼吸運動：・主として呼吸筋（肋間筋）と横隔膜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。肺は自分で収縮しない。
　　　・胸郭内容積（胸腔）の容積が増し、内圧が低くなるにつれ、鼻腔や気道を経て肺内へ流れ
　　　　込む空気が吸気である。

（3）呼吸の調節：①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

　　　　②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（炭酸
　　　　ガス）が血液中に含まれていることが必要である。血液中に二酸化炭素が増加してくると
　　 　 （二酸化炭素分圧が上昇すると）呼吸中枢が刺激され呼吸を増やす。→延髄が二酸化炭素
　　　  の増加から酸素が必要と判断して呼吸する

呼吸数は通常16回／分前後で労働、運動、食事、入浴、興奮、発熱などにより増加する

（4）肺活量：　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

2.体温

（1）体内での産熱：・主に栄養素の酸化燃焼又は分解などの化学的反応によって行われる。
 ・放熱は、ふく射(放射)、伝導、蒸発などの物理的な過程で行われる。

（2）体温調節　：
　①体温調節中枢は間脳の視床下部にある
　②低温：　身体が低温にさらされて体温が正常以下になると、皮膚の血管を収縮させることにより

　血流量を減少させ、体外に放散させる熱の量を減らしたり、体内の代謝活動を高めたりする
　　　　→凍え死にしそうな人が青白い顔をしているのは血流量を減らすため。

　③高温：　身体が高温にさらされたり、運動や労働により体温が必要以上に上昇すると、皮膚の
　血管を拡張させて血流量を多くし、汗腺の働きを活発にして発汗をうながしたりして熱の
　放射量を増やす。また、体内の代謝活動を抑制し熱の産生量を減らす
　　　　→代謝を抑えるので暑いときは食欲がなくなる。

（3）発汗：・体熱を放散する役割を果たす温熱発汗と、精神的緊張や感動による精神性発汗とがある
　　労働時にはこの両方が表れる
　　温熱発汗は手のひら、足底を除く全身にみられるが、特に露出している顔面、頸部、手背
　　に多い。
　・計算上、１００ｇの汗が体重７０kgの人の体表面から蒸発すると、気化熱が奪われ、体温を
　　約１℃下げることができる。

（4）不感蒸泄
ジョウセツ

：　発汗のない状態で皮膚及び呼吸器からの１日約８５０ｇの水の蒸発。全放熱量の
　　　　25％を占める

（5）恒常性（ﾎﾒｵｽﾀｼｽ）：　体温調節にみられるように、外部環境などが変化しても身体内部の
　　　　状態を一定に保つ仕組み

3.血液

（1）血液の組成　： 
　①液体成分と有形成分に分けられる

よく出題される誤った表現

・肺胞内の空気と肺胞を取り巻く毛細血管中の血液との間で行われるガス交換を内呼吸という。
⇒肺で行うのは外呼吸。

気管と胸膜の協調運動は誤り

同調性は誤り

よく出題される誤った表現

・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

⇒皮膚の血管を収縮させることにより血流量を減少させる

・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

とにより人体からの放熱が促進される。
⇒体内の代謝活動を抑制し熱の産生量を減らす



　　 ・液体成分は血液成分の５５％を占め、血漿
ケッショウ

と呼ばれる
血漿は肝臓で作られる。

　　 ・有形成分は赤血球、白血球、血小板からなる。３種類とも骨髄で作られる

（2）赤血球： ・両面の中央がへこんだ円板状の細胞で、核はない。
　　　赤血球中のヘモグロビンは酸素を運び、各組織に供給する（内呼吸）

　　・血液１ｍｍ３中に４５０万（女性）～５００万（男性）個含まれる
　　・ヘモグロビンの正常値　：　男性１４～１６ｇ/ｄℓ、女性１２～１５ｇ/ｄℓ
　　・ヘマトクリット　：　血液の容積に対する赤血球の相対的容積　

男性４５％（４３～５２）　女性４０％（３５～４８）
　　・寿命　：　１２０日

（3）白血球： ・血液１ｍｍ３中に7000（4000～8000）個含まれる。性差はない
　　・リンパ球　：　免疫反応に関与している。

　　　　Ｔリンパ球：細菌や異物を認識する。　Ｂリンパ球：抗体を産生する。
　　・寿命　：　一般に３～４日　赤血球に比して極めて短い

（4）血小板：　機能は止血作用。非常に破れやすい膜で包まれているため、血液が血管外に出るとすぐに
　　破れて血液凝固作用を促進する

（5）血漿：　肝臓で作られ　アルブミン、他はグロブリン、フィブリノーゲン等の蛋白質を含む
　　・アルブミン　：　血液中の物質運搬、浸透圧維持
　　・グロブリン　：　免疫に関係する抗体として働くγ-グロブリンあり

(6)凝固と凝集
　①凝固：　血漿中の水溶性蛋白質であるフィブリノーゲンが不溶性のフィブリンに変化する現象

→出血した血が固まる現象。凝集と混同しない。
　②凝集：　任意の２人の血液を混ぜると、赤血球が凝集反応を起こすことがある。一方の人の赤血球

　中にある凝集原と他方の人の血清中の凝集素との間で起こる。（凝固と混同しない。フィブ
　リンとフィブリノーゲンとは無関係）

4.内分泌、ホルモン

（1）アドレナリンの分泌：・筋労作時に見られる内分泌の顕著な変化は、副腎髄質
フクジンズイシツ

からのアドレナ
　　　リンである

・アドレナリンは筋活動が円滑に遂行されるように身体の態勢を整える
・血管は収縮し、血圧は上昇する。
・心臓の自動中枢に作用し心拍出量を増加させる
・肝臓のグリコーゲン分解を促進し、血糖を上昇させる

（２）その他のホルモン

　　　ホルモン 　　内分泌器官 はたらき
コルチゾール 副腎皮質 血糖量の増加
アルドステロン 副腎皮質 体液中の塩類バランスの調節
アドレナリン　 副腎髄質 心機能促進、血糖上昇、血圧上昇、血管収縮
インスリン　 膵臓 血糖量の減少
グルカゴン  膵臓 血糖量の増加
パラソルモン 副甲状腺 体内のカルシウムバランスの調整
（パラトルモン）
メラトニン 松果体 　睡眠

5.代謝

（1）異化：　細胞内の体脂肪やグリコーゲンなどが分解されエネルギーが発生する過程
　 　同化：　体内に摂取された栄養素が、種々の化学反応によって、ＡＴＰに蓄えられたエネルギーを

用いて、細胞を構成する蛋白質などの生体に必要な物質に合成されること

（2）基礎代謝：　・生体が心臓の拍動、呼吸運動、体温保持などに必要な代謝をいう
　　　・覚醒、横臥、安静時（目が覚めて、横になって安静にしている）の測定値
　　　・人種、体格、性、年齢などで異なる
　　　・同性、同年齢であれば体表面積にほぼ正比例する
　　　・日本人成年男性　約37.5Kｃａｌ、成年女性　約34.2Kｃａｌ（女性の基礎代謝量は、普通
　　　　　男性より低い）

　　①特別作業をしなくても、ただじっと座っているだけで代謝量は基礎代謝量の１．２倍
　　　になり、立っている時は１．３倍になる

「凝集はフィブリンとフィブリノーゲンの間で生じる」は誤り

よく出題される誤った表現

・作業を行わず、ただじっと座っているだけの場合のエネルギー代謝率は、１.２である。
⇒座っているだけの代謝量が基礎代謝量の１．２倍



（3）エネルギー代謝率（ＲＭＲ）　：　・作業に要したエネルギー／基礎代謝量
↓

（作業時間中の総消費エネルギー）－（基礎代謝量の１．２倍）
・作業に要したエネルギー量が基礎代謝量の何倍にあたるかを示す数値
・動的筋作業の強度をうまく表す一指標であるが、精神的作業や静的筋
　作業には適用できない

6.感覚

・感覚の特徴
　　一般的に直線的な比例関係ではない。感覚を感じる最小刺激量を超えると感覚の強さが急に強く
　なり、刺激量が非常に大きいときはその変化を感じにくくなる。

（1）視覚
　①屈折異常

・近視　：眼球の長軸が長すぎる為、平行光線が網膜の前方で像を結ぶものが近視眼
・遠視　：長軸が短すぎる為、平行光線が網膜の後方で像を結ぶものが遠視眼

　②水晶体はレンズの働き（ピント合わせ）
　　水晶体の厚さを変えることにより焦点距離を調節して網膜上に像を結ぶようにしている。
　③虹彩はしぼりの働き（光量調整）
　　周りの明るさによって虹彩によって目に入る光量が調整され（瞳孔の大きさが変化）する。
　④網膜の機能　：　網膜には光を受容する錘状体と杆状体の視細胞がある

・錘状
スイジョウ

体　：　明るい所で働き色を感じる

・杆状
カンジョウ

体　：　暗い所で働き弱い光を感じる（明暗を）感じる

　⑤乱視　：　角膜が歪んでいたり、表面に凹凸があるために眼軸などに異常がなくても、物体の像が
　　網膜上に正しく結ばないこと

　⑥視力検査　：　視力検査は一般に５ｍの距離で実施する。（30～50ｃｍで行う近見視力検査もあり）

（2）聴覚、前庭感覚
　①外耳：　耳介と外耳道からなり、鼓膜によって中耳と隔てられている
　②中耳：　鼓膜と内耳の中間にある部屋で鼓室と言われる。鼓室は空気を含み耳管により咽頭に

通じておりその内圧は外気圧と等しい
　鼓室には耳小骨（鼓膜側からツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨）があり鼓膜の微妙な振動を
内耳に正確に伝える役目をしている

　③内耳：　側頭骨内にあって前庭、半規管、蝸牛からなる
・前庭、半規管　：　平衡感覚（前庭は体の傾きの方向や大きさ、半規管は体の

回転の方向や速度を感じる）

・蝸牛
カギュウ

　：　聴覚

図　安全衛生技術試験協会　公表試験問題より

（3）嗅覚、味覚：　・化学感覚ともいわれ物質の化学的性質を認知する感覚
・嗅細胞：　わずかな匂いでも感じるほど鋭敏である反面、同一臭気に対しては疲労しやすい

（しばらくすると匂いを感じなくなる）

（4）皮膚感覚：　・一般に冷覚のほうが温覚よりも鋭敏で、温感が徐々に起こるのに対して、冷感は急速に
　　　　　現れる
　　　　・皮膚の感覚器官のうち、痛覚点の密度は、他の感覚点に比べて大きい

「エネルギー代謝率は、一定時間中に体内で消費された
酸素と排出された二酸化炭素との容積比で表す」は誤り

錘状体と杆状体の働きが逆の問題あり

表現の違いに注意

・作業を行わず、ただじっと座っているだけの場合のエネルギー代謝率は、１.２である。
⇒座っているだけの代謝量が基礎代謝量の１．２倍

音は外耳道→鼓膜→耳小骨→

蝸牛→蝸牛神経へ伝わる

前庭、半規管は聴力に関係しない
半規管

前庭神経

蝸牛

蝸牛神経

耳管

外耳道

耳小骨

鼓膜鼓室

前庭



（5）深部知覚：　筋肉や腱にある感覚装置。位置の感覚、運動、重量の感覚を感じることができる

7.肝臓

（1）グリコーゲンの生成、分解
・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、血液中に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中に出す（消化管から肝臓に向かう門脈にはブドウ糖
　が多く含まれる）また、アミノ酸からブドウ糖を合成する。

（2）アルブミンの生成とアミノ酸の処理
　①アルブミン（血漿中の蛋白質）等をつくる。

　②不要のアミノ酸を分解して尿素とし血中に放出する（肝臓後の血液には尿素が多く含まれる）

（3）脂肪代謝　：　・脂肪酸を分解したりコレステロールをつくる
　①胆汁：　肝細胞から胆汁を分泌する。胆汁はアルカリ性の消化液で酵素は含まれないが食物中の

脂肪を乳化させ脂肪分解の働きを助ける
（4）解毒作用　：　血液中の有害物を分解したり、無害物質に変える解毒作用がある
（5）その他　：　血液凝固物質や血液凝固阻止物質を生成する

8.腎臓、尿

(1)腎臓 ・ネフロン(腎単位)は尿を生成する単位構造で、１個の腎小体とそれに続く１本の尿細管から成り
　１個の腎臓中に約１００万個ある。

　①腎小
ジンショウ

体：　毛細血管の集合体である糸球体とそれを包み込んでいるボーマン嚢
ノウ

から成る

（2）尿の成分：　・淡黄色の液体で固有の臭気を有し、弱酸性（ｐH5.0～7.0）
　　　　・尿の比重は、水分摂取量が多いと小さくなる
　　　　・尿の95％は水分で残り５％が固形物

（3）尿蛋白：　慢性腎炎やネフローゼでは､その病態が重いほど尿中蛋白量が増加する

（4）尿糖：　血糖値が正常であっても、体質的に腎臓から糖がもれて、尿糖が陽性となる場合を腎性糖尿と
いう

（5）尿潜血：・腎臓や膀胱の腫瘍で、尿潜血が陽性となることがある
　　・腎臓の機能が低下すると、血液中の尿素窒素(ＢＵＮ)が増加する

（6）尿の生成：・尿の生成・排出により、体内の水分の量やナトリウムなどの電解質の濃度を調節するととも
　　　に、生命活動によって生じた不要な物質を排泄する。
・腎小体を通る血液中の血球及び蛋白質 以外の成分｛糖（ブドウ糖　別名グルコース）
など｝は、糸球体からボウマン嚢に濾過されて原尿になる。原尿中の水分・電解質（８０％
以上）、糖 ・アミノ酸・ビタミンＣ（ほとんど１００％）などの成分が尿細管において血液
中に再吸収され、生成された尿は膀胱にたまり体外に排泄される

9.神経

（1）神経系の組織構造と機能
　①ニューロン：　神経細胞とその突起（1本の軸索と複数の樹状突起）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灰白質、白質　：　
　　・灰白質：　神経細胞が多数集合した部分。灰色に見える（皮質）
　　・白質：　神経線維が多い部分。白く見える（髄質）
　③疲労：　神経は筋肉に比べると疲労しにくいが、酸素の供給が乏しいと速やかに疲労する

（2）中枢神経　：　脳と脊髄からなる。脳は、大脳、脳幹及び小脳から成る
　①大脳：　外側の皮質（灰白質）と内側の髄質（白質）からなる
　　・大脳皮質：　中枢としての働きを行う部分で、運動・感覚・記憶・思考・意志・感情の作用を

　　　　支配する
「髄質は運動・感覚・記憶・思考・意志・感情を支配する」は誤り

「血球、糖及び蛋白質以外の成分がボウマン嚢へ漉し
出される」は誤り

赤血球は骨髄で産生



　　　・運動性言語中枢：　言語運動に必要な筋に命令を下す。ここが障害されると運動性失語
　　（声は出せても、まとまった言葉として話すことができない）になる

　　　・感覚性言語中枢：　言語理解の中枢。ここが障害されると聴覚性失語（言葉は聴こえても
　　　その意味が理解できない）になる

　②小脳：　小脳が侵されると運動失調が起こり、歩行困難や複雑な細かい運動ができなくなる
　③脊髄：　脊髄では運動神経が前根を通じて送り出され、知覚神経は後根を通じて入ってくる

 脊髄は中が灰白質、外が白質（脳と逆）

（3）末梢神経：　神経線維が束になったもので、体性神経
      と自律神経からなる

　①体性神経：　感覚器官からの刺激の
　　　興奮を脊髄など中枢に伝える
     知覚（感覚）神経と、中枢から
      の命令を運動器官に伝える
      運動神経がある

図　安全衛生技術試験協会　公表試験問題より
　②自律神経：・内蔵、血管、腺などの不随意筋に分布し、生命の維持に必要な消化、

　　　呼吸循環などの作用を無意識的、反射的に調整する
　　　　　（内臓は人の意思とは関係無に動く←自律）
　　　・自律神経の中枢は脊髄および脳幹

　　・交換神経、副交換神経：　自律神経は交換神経、副交換神経とに分類される
　　　　交感神経（昼活発になる）と副交感神経（夜活発になる）は、同一器官に
　　　　分布していても、その作用は正反対である

交感神経は心拍数を増加し、副交感神経は心拍数を減少させる
交感神経は消化管の運動を抑制し、副交感神経は消化管の運動を亢進する

10.筋肉

（1）筋肉の構造と種類：　横紋筋と平滑筋及び心筋に分類できる

　①横紋
オウモン

筋
キン

：　骨格
コッカク

筋
キン

とも呼ばれ、意志によって動かすことができるので随意筋
ズイイキン

ともいう
（体性神経支配）

　②平滑筋：　主に内蔵に存在し内蔵筋とも呼ばれる。意志によって動かすことができないので
不随意筋ともいう（自律神経支配）

　③心筋：　内蔵に存在するが横紋筋である。意志によって動きを調節できないので不随意筋
である（自律神経支配）

（2）筋肉の収縮：　筋肉は神経から送られてくる刺激によって収縮する
　①等尺性収縮：　人が直立しているとき、姿勢保持の筋肉は、等尺性収縮を常に起こしている

　　　　手で荷物を同じ位置で持ち続けたり、鉄棒にぶらさがっている時も同様。
　②等張性収縮：　筋肉は長さを変えて収縮する。張力は同じでも長さが変わる収縮をいう

　　　筋肉が短縮しながら力を出す短縮性収縮と引き伸ばされながら力を出す伸張性収縮がある

　③その他
　　・筋肉が引き上げることのできる物の重さは、筋肉の太さに比例する
　　　太い筋肉ほど収縮によって生ずる力が大きい
　　・運動することによって筋肉が太くなることを筋肉の活動性肥大という（筋繊維が太くなる。筋繊維数は

　　変わらない）
　　・筋肉が物を引き上げる高さは、筋肉の長さに比例する
　　・筋肉は収縮しようとする瞬間に一番大きい力を出す
　　・筋肉の縮む速さが適当な時に仕事の効率が一番大きい

　　・筋肉自体が収縮して出す最大筋力は、筋肉の断面積１cm２ 当たりの平均値をとるとおよそ
　　　６．５㎏で、性差、年齢差がほとんどない。
　　・刺激に対して意識とは無関係に起こる定型的な反応を反射といい、最も単純な反射には、膝蓋腱反射
　　　などの伸張反射がある。
（3）筋収縮のエネルギー：　直接のエネルギーはＡＴＰ（アデノシン三りん酸）の加水分解によりまか

なわれる
　　・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し水と二酸化炭素になり大量の
　　　ＡＴＰが供給される。酸素の供給が不十分であると、水と二酸化炭素（炭酸ガス）にまで分解
　　　されず乳酸が産生され、限られた量のＡＴＰが供給される

（4）筋肉の疲労：　筋肉への酸素の供給が間に合わないとグリコーゲンが完全に分解されず、筋肉中に
　　　　　乳酸が残り疲労感をもたらす

　　・神経に比べて疲労しやすい

知覚（感覚）
神経

運動神経

「筋肉中のグリコーゲンは、酸素が十分に供給されると

よく出題される誤った表現

・長時間の姿勢保持を伴うＶＤＴ作業などでは、持続的な筋収縮を必要とする等張性収縮が主体となる
⇒筋肉の長さは変わらないが外力に抵抗して筋力の発生がある状態を等尺性収縮という。

「筋肉の縮む速さが速ければ速いほど
仕事の効率は大きい」は誤り



11.心臓

（1）心臓の構造と働き
　　・各組織の毛細血管を通過する血液の流れは、体循環の一部である。
　　・１回の血液拍出量　：　４０～１００ｍℓ、平均約６０ｍℓ（６０～８０mℓ程度）
　　・心臓自体の血液供給　：　冠状動脈により血液（酸素や栄養物）の供給を受けている
　　・心臓の中にある洞結節(洞房結節)で発生した刺激が、刺激伝導系を介して心筋に伝わることにより、
　　　心臓は規則正しく収縮と拡張を繰り返す。
　　・心臓の拍動は、自律神経の支配を受けている（心筋：　内蔵に存在するが横紋筋である）。
　　・心臓の拍動による動脈圧の変動を末梢の動脈で触知したものを脈拍といい、一般に、手首の橈骨
　　　動脈で触知する。

（2）血液循環
　①肺循環　：　右心房に戻った血液が右心室から肺動脈を通り、肺胞を囲む毛細血管を通り、

　肺静脈を経て左心房に戻る
　②体循環　：　左心室から大動脈に入り、静脈血となって右心房に戻ってくる血液の循環をいう

　動脈系で生体の諸器官・臓器に酸素と栄養素を多く含む血液を流し、酸素と栄養物
　を供給する。また、ホルモン、ビタミン、電解質等も供給される

　③全身の血液循環

図　安全衛生技術試験協会　公表試験問題より

・右心室に流れている血液は静脈血であり、左心室に流れている血液は動脈血である
・肺循環により左心房に戻ってきた血液は、左心室に入る
・肺動脈を流れる血液は静脈血、肺静脈を流れる血液は動脈血

(3) 肺、肝臓、腎臓と心臓（血液）
・門脈：　消化管で吸収された栄養分（ブドウ糖など）を肝臓に運ぶ。
　肝臓は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、血液中にブドウ糖が不足
　するとグリコーゲンをブドウ糖に分解して血中に出す（門脈血にはブドウ糖が含まれる）

・尿素の合成：　小腸でタンパク質はアミノ酸に分解される。アミノ酸は吸収され門脈を通って
　　　肝臓に運ばれる。肝臓は血中のアミノ酸の分解物であるアンモニアから尿素を
　　　合成して血中に放出する（肝臓後の血液には尿素が多く含まれる）

・動脈硬化：　コレステロールの蓄積などにより、動脈壁が肥厚・硬化して弾力性を失った状態
　　であり、進行すると血管の狭窄や閉塞を招き、臓器への酸素や栄養分の供給が妨げ
　　られる。

12.疲労

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
　・近年の職場では、長時間の同一姿勢保持に伴う静的疲労、身体の一部だけの局所疲労、精神的な活動
　　による精神的疲労などが課題となっている
　・産業疲労は、生体に対する労働負荷が大きすぎることにより引き起こされ、その回復や蓄積には、仕
　　事だけでなく日常生活もかかわっている。
②疲労の測定：　・他覚的に測定　：　フリッカー検査、ＲＭＲ、作業能率（単位時間の作業量、エラー

←大動脈

肺動脈→
（静脈血が流れる）

←肺静脈
（動脈血が流れる）

大静脈→

門脈→

「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」は誤り

「大動脈及び肺動脈を流れる血液は、酸素に富む動脈血である」は誤り

↑尿素多い

ブドウ糖含む

内呼吸

外呼吸



　　発生率を測定）を調べる方法等。
　　　・生理学的に測定　：　心拍変動(ＨＲＶ)解析により自律神経の機能を調べる方法、

　　　二点弁別閾検査
ニテンベンベツイキケンサ

により感覚神経の機能を調べる方法等。
　　　・自覚的に測定　：　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」などの調査表を用いる方法等。
　　　・身体活動強度(ＭＥＴｓ、メッツ)：　身体活動の強さを、安静時の何倍に相当するかで

　　　　表す単位で、座って安静にしている状態が１メッツ普通歩行が３メッツとなる
③疲労の予防：・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
④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
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

13.睡眠

・睡眠は、疲労やストレスの解消に極めて有効な対策である
・深夜勤務を含む交替制勤務者や航空機の乗務員などに対しては、特に睡眠確保に配慮する必要がある
　夜間に働いた後の昼間に睡眠する場合は、一般に就寝から入眠までの時間が長くなり、睡眠時間が短縮
　し、睡眠の質も低下する。
・睡眠中は副交感神経の働きが活発になり、それに伴い心拍数が減少し、体温の低下がみられる
・副交感神経は身体の機能を回復に向けて働く。休息や睡眠状態で活動が高まる

・睡眠が不足すると、感覚機能や集中力は低下する
・睡眠は、疲労の回復に有効であるが、寝つけない場合、体を横たえて安静を保つのみでも、
 疲労はある程度回復する。
・睡眠と覚醒のリズムのように、約1日の周期で繰り返される生物学的リズムをサーカディアンリズムといい、
 体内時計により約１日の周期に調節されている。このリズムの乱れは、疲労や睡眠障害の原因となる。
・体内時計の周期を外界の２４時間周期に適切に同調させることができないために生じる睡眠の障害を概日
 リズム睡眠障害という。
・睡眠と食事は深く関係しているため、就寝直前の過食は肥満のほか不眠を招くことになる

14.体力増強

・最大酸素摂取量・・・体力が増強すれば、摂取量は増える（体力増強の程度の判定に直接関係する）
・肺活量・・・有酸素運動を続けると、増やすことが出来る（体力増強の程度の判定に直接関係する）
・握力・・・体力増強の程度の判定に直接関係する
・背筋力・・・体力増強の程度の判定に直接関係する
・エネルギー代謝率・・・動的筋作業の強度の指標、体力増強の程度の判定には直接関係なし
・フリッカー値・・・疲労の検査、体力増強の程度の判定には直接関係なし

15.健康測定

健康測定における運動機能検査項目と測定法
・筋　　　力 ……… 握力、上体起こし
・平　衡　性 ……… 閉眼片足立ち
・敏しょう性 ……… 全身反応時間
・柔　軟　性 ……… 座位体前屈
・全身持久性 ……… 自転車エルゴメーターによる最大酸素摂取量間接測定法

16.ストレス

・ストレスは、外部からの刺激(ストレッサー)に対し、心身ともに順応しようとする反応である。
・自立神経系にはカテコールアミンが内分泌系には副腎皮質ホルモンが深く関与し、それぞれスト
　レッサーの強弱や質に応じ分泌が亢進、あるいは減少して、生体の恒常性（ホメオスタシス）を
　保持するよう働く。恒常性が維持できなくなると健康障害を発生させる。
（適度なストレッサーは、身体的には活動の亢進を、心理的には意欲の向上、作業の爽快感、満足感
　充実感を生じさせる）

・昇進や昇格がストレスの原因となることがある。
・職場環境の騒音、気温、湿度、悪臭などがストレスの原因となることがある
・ストレスにより、発汗、手足の震えなど自律神経系の障害（抑うつ、神経症）が生じることがある。
・ストレスにより、高血圧症、狭心症、十二指腸潰瘍などの疾患が発生することがある。
・ストレス反応は、個人差が大きい

「睡眠中には、交感神経系の働きが活発になる」は誤り

「ストレッサーは、その強弱にかかわらず、自律神経系と内分泌系を介して心身の活動を抑圧する」は誤り



17.消化、吸収

・食物中の糖質、蛋白質、脂肪はそのままでは小腸で消化されないので、消化管を通過する間に消化
　酵素により分解され、吸収可能な形に変えられる
・小腸の内壁は絨毛で覆われ、栄養素の吸収の能率を上げるために役立っている。
・小腸で糖質（炭水化物：デンプン等）はブドウ糖、蛋白質はアミノ酸、脂肪は脂肪酸とグリセリンに分解
　される。ブドウ糖とアミノ酸は小腸の絨毛の毛細血管に吸収され、門脈を通って肝臓に運ばれる。
　水分、塩分、ビタミン等は消化されないでそのまま吸収される
・小腸でブドウ糖及びアミノ酸は絨毛から吸収され毛細血管に入る脂肪酸とグリセリンは絨毛から吸収され
　た後、大部分は脂肪となってリンパ管を通って血管に入り、肝臓に運ばれる。

・消化酵素
トリプシン　：　蛋白質分解
ペプシン　 ：　　　　〃
アミラーゼ ：　糖質（炭水化物、デンプン）分解
リパーゼ　 ：　脂質（脂肪）分解

18.蛋白質、脂肪の分解・吸収・代謝

・蛋白質は、約２０種類のアミノ酸が結合してできており、内臓、筋肉、皮膚など人体の
臓器等を構成する主成分である。

・蛋白質は、膵臓
スイゾウ

から分泌される消化酵素であるトリプシノーゲンなどによりアミノ酸に分解され
 小腸から吸収される。

・血液循環に入ったアミノ酸は、体内の各組織において蛋白質に再合成される
・肝臓では、アミノ酸から多くの血漿蛋白質が合成される。
・飢餓時には、肝臓などでアミノ酸などからブドウ糖を生成する糖新生が行われる
・脂肪は膵臓から分泌される消化酵素である膵リパーゼなどによりアミノ酸に分解・吸収される
・肝臓は、コレステロールとリン脂質を合成し、また、余剰の蛋白質と糖質を中性脂肪に変換する
・コレステロールやリン脂質は、細胞膜の成分となる
・脂質は、糖質や蛋白質に比べて多くのＡＴＰを産生するエネルギー源となるが、摂取量が多すぎると
　肥満の原因となる

終わり

「蛋白質は、膵臓から分泌される消化酵素である膵リパーゼなどによりアミノ酸に分解され」は誤り


