
〔関係法令（有害業務に係るもの）〕

①衛生管理体制

問１ ある製造業の事業場の労働者数、有害業務及び衛生

管理者の選任の状況は、次の①～③のとおりである。

この事業場の衛生管理者の選任についての法令違反

① 労働者数

常時使用する労働者数は８００人である。

② 有害業務

製造工程において著しく暑熱な場所における

業務に常時２０人従事しているが、他に有害業

務はない。

③ 衛生管理者の選任

選任している衛生管理者数は３人である。

このうち、１人は、この事業場に専属でない

労働衛生コンサルタントである。

他の２人は、この事業場に専属で、共に衛生

管理者としての業務以外の業務を兼任しており、

また、第一種衛生管理者免許を有しているが、

衛生工学衛生管理者免許を有していない。

（１）衛生管理者の選任について違反はない。

（２）選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。

（３）衛生管理者として選任している労働衛生コンサル

タントがこの事業場に専属でないことが違反である。

（４）衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選

任した衛生管理者が１人もいないことが違反である。

（５）専任の衛生管理者が１人もいないことが違反である。

１３下 問１　常時８００人の労働者を使用する製造業の事業場における

　　いるものはどれか。

　　　ただし、８００人中には、製造工程において次の業務に常時

　　従事する者が含まれているが、他に有害業務に従事している

　　者はいないものとする。

　　　鉛、水銀及び一酸化炭素の粉じん、蒸気又はガスを発散する

　　場所における業務　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　３０人

　　　深夜業を含む業務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　３００人

　　　ない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。

　　　者のうちから選任しなければならない。

　　　選任しなければならない。

　　　の法定の要件を満たしている医師のうちから選任することができる。

13上

の状況に関する(１)～(５)の記述のうち、正しいものはどれか｡

　　衛生管理体制に関する(1)～(5)の記述のうち、法令上、誤って

　(1)　衛生管理者は、2人以上選任しなければならない。

　(2)　衛生管理者のうち1人については、この事業場に専属では

　(3)　衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を有する

　(4)　衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者として

　(5)　産業医は、この事業場に専属の者ではないが、産業医として

H8
1 (2)800人なので３人 (3)2以上選ぶ場合1人は社外の労働衛生コンサルタントで可 (4)(5)500人以上でも暑熱な場所での作業に30人未満しか従事していないため衛生工学衛生管理者及び専任の衛生管理者は不要 ∴違反は無い

H35
1 800人の場合は３人必要 (2)2人以上選任する場合1人は非専属の労働衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等で可となる (3)(4)500人以上で鉛、水銀等発散業務に30人の場合衛生工学衛生管理者及び専任の衛生管理者が1名ずつ必要 (5)一定の有害業務（深夜業等）に500人以上の場合に専属の産業医が必要。深夜業300人なので非専属で可



１４上 問１　ある製造業の事業場の労働者数及び有害業務等従事状況並びに

　　産業医及び衛生管理者の選任の状況は、次の①～③のとおりである。

　　この事業場の産業医及び衛生管理者の選任について法令違反の状況

　　　①　労働者数及び有害業務等従事状況

　　　　　　常時使用する労働者数は８００人であり、このうち、深夜業を含む

　　　　　業務に４００人が、多量の低温物体を取り扱う業務に３０人が従事

　　　　  しているが、他に有害業務に従事している者はいない。

　　　②　産業医の選任の状況

　　　　　　選任している産業医数は１人である。この産業医は、この事業場

　　　　　に専属の者ではないが、産業医としての法令の要件を満たしている

　　　　　医師である。

　　　③　衛生管理者の選任の状況　

　　　　　　選任している衛生管理者数は３人である。

　　　　　　このうち１人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで

　　　　　衛生工学衛生管理者免許を有していない。

　　　　　　他の２人は、この事業場に専属で、共に衛生管理者としての業務以

　　　　　外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが

　　　　　衛生工学衛生管理者免許を有していない。

　　　に専属でないことが違反である。

１４下 問１　常時８００人の労働者を使用する製造業の事業場の

　　有害業務及び衛生管理者の選任の状況は、次の①及び

　　②のとおりである。

　　　この事業場の衛生管理者の選任について法令違反の

　　　①　有害業務の状況

　　　　　　製造工程において著しく暑熱な場所における業務に

　　　　　常時２０人従事しているが、他に有害業務はない。

　　　②　衛生管理者の選任の状況

　　　　　　選任している衛生管理者数は２人である。

　　　　　　このうち１人は、この事業場に専属でない労働衛生

　　　　　コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許を有して

　　　　　いない。

　　　　　　他の１人は、この事業場に専属で、衛生管理者として

　　　　　の業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生

　　　　　管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許

　　　　　を有していない。

　　　がこの事業場に専属でないことが違反である。

　　に関する(1)～(5)の記述のうち、正しいものはどれか。

　(1)　選任している産業医がこの事業場に専属でないことが違反である。

　(2)　選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。

　(3)　衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントがこの事業場

　(4)　衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任した衛生管理者

　　　が1人もいないことが違反である。

　(5)　専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。

　　状況に関する(1)～(5)の記述のうち、正しいものはどれか。

　(1)　衛生管理者の選任について違反はない。

　(2)　選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。

　(3)　衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタント

　(4)　衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任

　　　した衛生管理者が1人もいないことが違反である。

　(5)　専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。

H58
5 500人以上で30人が低温物体取扱いなので専任の衛生管理者が必要 (1)深夜業500人未満のため非専属で可 (2)800人なので3人で可 (3)2人以上選任の場合　非専属の労働衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ1名を選任可 (4)低温物体の場合選任不要（専任の衛生管理者不要で衛生工学衛生管理者要のパターンは無い）

H87
2 800人の場合３人必要 (3)2人以上選任の場合1人は非専属で可 (4）(5)暑熱な場所の業務30人未満なので専任、衛生工学共に不要



１５上 問１　常時８００人の労働者を使用する製造業の事業場に

　　法令上、誤っているものはどれか。

　　　　ただし、８００人中には、製造工程において次の

　　業務に常時従事する者がそれぞれに示す人数含まれ

　　ており、試験研究の業務はないものとする。

　　　　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

　　　　特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務

６０人

　　　を受けた者のうちから選任しなければならない。

　　　者として選任しなければならない。

　　　医としての法定の要件を満たしている医師のうちから

　　　選任することができる。

１５下 問１　常時８００人の労働者を使用する製造業の事業場の

　　有害業務及び衛生管理者の選任の状況は、次の①及び

　　②のとおりである。

　　　この事業場の衛生管理者の選任についての法令違反

　　の状況に関する（１）～（５）の記述のうち、正しいものは

　　どれか。

　　　①有害業務の状況

　　　　　製造工程において著しく寒冷な場所における業務

　　　　に常時２０人従事しているが、他に有害業務はない。

　　　②衛生管理者の選任の状況

　　　　　選任している衛生管理者数は３人である。

　　　　　このうち１人は、この事業場に専属でない労働

　　　　衛生コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許

　　　　を有していない。

　　　　　他の２人は、この事業場に専属で、共に衛生管

　　　　理者としての業務以外の業務を兼任しており、ま

　　　　た、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生

　　　　工学衛生管理者免許を有していない。

　　　ある。

　　　タントがこの事業場に専属でないことが違反である。

　　おける衛生管理体制に関する(1)～(5)の記述のうち、

　(1)　総括安全管理者を選任しなければならない。

　(2)　衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許

　(3)　衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理

　(4)　産業医は、この事業場に専属の者ではないが、産業

　(5)　特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。

　(1)　衛生管理者の選任について違反はない。

　(2)　選任している衛生管理者数が少ないことが違反で

　(3)　衛生管理者として選任している労働衛生コンサル

　(4)　衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選

　　　任した衛生管理者が1人もいないことが違反である。

　(5)　専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。

H115
4 深夜業500人以上の場合　専属の産業医が必要 (1)300人以上の製造業は総括安全衛生管理者要 (2)(3)500人以上で多量の高温物体取扱い等に30人以上の場合衛生工学衛生管理者及び専任の衛生管理者が1人必要 (5)特化物作業主任者は第三類でも必要 

H134
1 800人なので衛生管理者は３人。有害業務従事３０人未満なので専任、衛生工学衛生管理者は不要。 ∴違反なし (3)2人以上選任する場合非専属の労働衛生コンサルタント等1名は選任可



１６上 問１　常時１，８００人の労働者を使用する製造業の事業場の有害業務

　　及び衛生管理者の選任状況は、次の①及び②のとおりである。

　　 　この事業場の衛生管理者の選任についての法令違反の状況に

　　うちどれか。

　　　ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。

　　　①　有害業務の状況　

　　　　　製造工程において多量の高温物体を取り扱う業務に常時２０人

　　　　の労働者が従事しているが、他に有害業務はない。

　　　②　衛生管理者の選任の状況

　　　　　選任している衛生管理者数は３人である。

　　　　　このうち１人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタント

　　　　で、衛生工学衛生管理者免許を有していない。

　　　　　他の２人は、この事業場に専属で、衛生管理者としての業務以外の

　　　　業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、

　　　　衛生工学衛生管理者免許を有していない。

　　Ａ　選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。

　　Ｂ　衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントがこの事業場

　　　に専属でないことが違反である。

　　Ｃ　専任の衛生管理者が１人もいないことが違反である。

　　Ｄ　衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任した衛生管理者

　　　が１人もいないことが違反である。

②作業環境測定

１４上 問５　次の作業環境測定を行うとき、法令上、作業環境測定士が測定を実施

　　しなければならないものはどれか。

　　　における等価騒音レベルの測定

　　　作業場における空気中のの酸素及び硫化水素の濃度の測定

　　　粉じん濃度の測定

　　　気温、湿度及びふく射熱の測定

　　　空気中の炭酸ガス濃度の測定

　　関するＡからＤの記述について、正しいものの組合せは(1)～(5)の

　(1)　Ａ、Ｃ

　(2)　Ａ、Ｄ

　(3)　Ｂ、Ｃ

　(4)　Ｂ、Ｄ

　(5)　Ｃ、Ｄ

　(1)　チッパーによりチップする業務を行い著しい騒音を発する屋内作業場

　(2)　パルプ液を入れたことのある槽の内部において作業を行う場合の当該

　(3)　常時セメントを袋詰めする作業を行う屋内作業場における空気中の

　(4)　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における

　(5)　炭酸ガス（二酸化炭素)が停滞するおそれのある坑内の作業場における

H172
1 Ａ　1,800人なので４人必要 Ｂ　労働衛生コンサルタントは衛生管理者を２人以上選任する場合１名は非専属で可 Ｃ　労働者1,000人超の場合1人を専任の衛生管理者とする必要あり Ｄ　有害業務従事者が30人未満なので衛生工学衛生管理者不要

H206
3 粉じん、特化物、有機溶剤、鉛、放射性物質 は作業環境測定士が測定する



１４下 問９　有害業務を行う作業場について、法令に基づき、定期に

　　行う作業環境測定とその測定頻度との組合せとして、誤って

　　いるものは次のうちどれか。

　　　放射性物質の濃度の測定

　　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１か月以内ごとに１回

　　　屋内作業場における等価騒音レベルの測定

　　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１年以内ごとに１回

　　　量の測定　‥‥‥‥‥‥‥‥　半月以内ごとに１回

　　　行う屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定

　　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１年以内ごとに１回

　　　おける気温及び湿度の測定

　　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥半月以内ごとに１回

１５上 問８　有害業務を行う作業場について、法令に基づき定期に

　　行う作業環境測定と測定頻度との組合せとして、誤ってい

　　るものは次のうちどれか。

　　　の放射性物質の濃度の測定

　　　等価騒音レベルの測定

　　　行う屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定

　　　おける気温及び湿度の測定

③定期自主検査

１３上 問３ 次の設備又は装置のうち、法令上、定期自主検査の

実施義務が規定されていないものはどれか。

（１）アンモニアを取り扱う特定化学設備

（２）透過写真撮影用ガンマ線照射装置

（３）一酸化炭素を含有する気体を排出する製造設備の

排気筒に設けた排ガス処理装置

（４）酢酸エチルを重量の５％を超えて含有する接着剤

を製造する工程において、当該接着剤を容器に注入

する屋内の作業場所に設けた局所排気装置

（５）セメントを袋詰めする屋内の作業箇所に設置した

局所排気装置に設けた除じん装置

　(1)　非密封の放射性物質を取り扱う作業室における空気中の

　(2)　チッパーによりチップする業務を行い著しい騒音を発する

　(3)　通期設備が設けられている坑内の作業場における通気

　(4)　鉛蓄電池の解体工程において鉛等を切断する業務を

　(5)　多量のドライアイスを取り扱う寒冷の屋内作業場に

　(1)　非密封の放射性物質を取り扱う作業室における空気中

　　　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6か月以内ごとに1回

　(2)　チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場における

　　　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6か月以内ごとに1回

　(3)　通期設備が設けられている坑内の作業場における通気

　　　量の測定　‥‥‥‥‥‥‥半月以内ごとに1回

　(4)　鉛蓄電池の解体工程において鉛等を切断する業務を

　　　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1年以内ごとに1回

　(5)　多量のドライアイスを取り扱う業務を行う屋内作業場に

　　　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥半月以内ごとに1回

H230
2 騒音測定1/6月 (1)放射性物質1/月 (3)坑内の通気量1/半月 (4)鉛1/年（1/年は鉛だけ） (5)寒冷場所の気温・湿度1/半月

H248
1 放射性物質の濃度測定1/月 (2)騒音1/6月 (3)坑内の通気量1/半月 (4)鉛1/年 (5)気温、湿度1/半月

H269
3 定期自主検査は対象設備の設置が義務付けられた物質に設置した場合のみ必要となる。 一酸化炭素は第３類の特化物、排ガス処理装置の設置は義務付けられていないため対象外 (1)特定化学設備は第3類も対象となる



１３下 問３　次の設備又は装置のうち、法令上、定期自主検査の実施義務

　　が規定されていないものはどれか

　　　を超えて含有する溶剤を混合する屋内の作業場所に設けた

　　　局所排気装置

　　　プル型換気装置

１４上 問４　次の装置のうち、法令上、定期自主検査の実施義務が規定されて

　　いるものはどれか。

　　　おいて、当該接着剤を容器に注入する屋内の作業場所に設けた局所

　　　排気装置

１４下 問３　次の装置うち、法令に基づく定期自主検査を行わなければ

　　ならないものはどれか。

　　　排気装置

　　　換気装置

④酸欠防止規則

１３上 問７ 次の作業のうち、第二種酸素欠乏危険作業に該当す

るものはどれか。

（１）海水が滞留したことのあるピットの内部における

作業

（２）相当期間密閉されていた鋼製のタンクの内部にお

ける作業

（３）果菜の熟成のために使用している倉庫の内部にお

ける作業

（４）第一鉄塩類を含有している地層に接するたて坑の

内部における作業

（５）ドライアイスを使用して冷蔵を行っている保冷貨

物自動車の内部における作業

１４下 問８　次の作業のうち、法令上、第二種酸素欠乏危険作業に該当

　　するものはどれか。

　　　タンクの内部における作業

　　　作業

　　　おける作業

　(1)　塩化ビニルを取り扱う特定化学設備

　(2)　化学繊維を製造する工程において、二硫化炭素を重量の５％

　(3)　シアン化カリウムを含有する排液用に設けた排液処理装置

　(4)　アーク溶接作業を行う屋内作業場に設けた全体換気装置

　(5)　フライアッシュを袋詰めする屋内の作業場所に設けたプッシュ

　(1)　木工用丸のこ盤を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置

　(2)　塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置

　(3)　アーク溶接を行う屋内の作業場所に設けた全体換気装置

　(4)　酢酸エチルを重量の５％を超えて含有する接着剤を製造する工程に

　(5)　アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置

　(1)　木材加工用丸のこ盤を使用する作業場所に設けた局所

　(2)　アーク溶接を行う屋内作業場に設けた全体換気装置

　(3)　エタノールを使用する作業場所に設けた局所排気装置

　(4)　アンモニアを使用する作業場所に設けたプッシュプル型

　(5)　塩酸を含有する廃液用に設けた廃液処理装置

　(1)　海水が滞留したことのあるピットの内部における作業

　(2)　ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのある

　(3)　果菜の塾生のために使用している倉庫の内部における

　(4)　酒類を入れたことのある醸造槽の内部における作業

　(5)　第一鉄塩類を含有している地層に接するたて坑の内部に

H287
4 全体換気は不要 (1)特定化学設備1/2年実施要 (2)有機溶剤用局排1/1年実施要 (3)廃液処理装置1/1年実施要 (5)特定粉じん用ﾌﾟｯｼｭﾌﾟﾙ換気1/1年実施要

H299
4 酢酸エチル５％超で第2種有機溶剤。局排要となる (1)(2)(5)局排等設置義務付けなし (3)全体換気は対象外

H308
5 第3類でも廃液処理装置は対象となる (1)(3)局排でも第3類特化物、第3種有機溶剤、特定粉じん以外の粉じんは対象外（局排設置が必須でない） (2)全体換気は対象外 (4)プッシュプル換気も第3類特化物は対象外

H321
1 第２種酸欠は硫化水素が発生する場所 生物の排泄物や腐敗した死骸＋酸欠で発生する（汚水や海水も含む） (2)鉄が錆びて酸欠（第1種） (3)果菜が酸素を消費（第1種） (4)酸素の消費（第1種） (5)炭酸ガスが充満（第1種）

H334
1 第二種は硫化水素発生が考えられる場所（海水、汚水等がある場所は硫化水素が発生する可能性あり） 他は酸欠のみ（硫化水素は発生しない）



１５上 問５　酸素欠乏症等防止規則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。

　　　その日の作業を開始する前に、当該作業場における

　　　空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。

　　　その日の作業を開始する前に、当該作業場における

　　　空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければ

　　　ならない。

　　　ある状態をいう。

　　　純酸素又は新鮮な外気を使用しなければならない。

　　　労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び

　　　退場させる時に、人員を点検しなければならない。

１５下 問８　酸素欠乏症等防止規則に関する次の記述のうち、

　　　正しいものはどれか。

　　　その日の作業を開始する前に、空気中の酸素及び

　　　二酸化炭素の濃度を測定しなければならない。

　　　その日の作業を開始する前に、空気中の酸素及び

　　　亜硫酸ガスの濃度を測定しなければならない。

　　　である状態をいう。

　　　純酸素又は新鮮な外気を使用しなければならない。

　　　を行う場所の換気を行うことができない場合には、

　　　送気マスク又は防毒マスクを備え、労働者に使用

　　　させなければならない。

⑤特別教育

問２ 次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安

全又は衛生のための特別の教育を行わなければならな

いものはどれか。

（１）ボンベからの給気を受けて行う潜水業務

（２）赤外線又は紫外線にさらされる業務

（３）有機溶剤等を用いて行う接着の業務

（４）特定化学物質を用いて行う分析の業務

（５）チェーンソーを用いて行う造材の業務

１４下 問２　次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は

　　衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当

　　しないものはどれか。

　　　業務

　　　業務

　(1)　第一種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、

　(2)　第二種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、

　(3)　酸素欠乏とは、空気中の酸素の濃度が１８％未満で

　(4)　酸素欠乏危険作業を行う場所の換気を行うときは、

　(5)　酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、

　(1)　第一種酸素欠乏危険作業を行う作業場については

　(2)　第二種酸素欠乏危険作業を行う作業場については

　(3)　酸素欠乏とは、空気中の酸素の濃度が１８％未満

　(4)　酸素欠乏危険作業を行う場所の換気を行うときは、

　(5)　爆発、酸化等を防止するため、酸素欠乏危険作業

13上

　(1)　石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る

　(2)　酸素欠乏危険場所における作業に係る業務

　(3)　特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る

　(4)　廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務

　(5)　エックス線装置による透過写真の撮影の業務

H345
4 換気に純酸素の使用禁止 (1)(2)第一種は酸素濃度、第二種は酸素及び硫化水素濃度を作業開始前に測定する (3)酸素１８％未満が酸欠状態 (5)酸欠危険作業時は入退場時に人員点呼が必要

H363
3 酸素１８％未満が酸欠 (1)(2)第一種の場合酸素、第二種の場合酸素＋硫化水素濃度測定 (4)換気に純酸素は使用禁止 (5)防毒マスクは使用禁止

H382
5 (1)免許 (2)(4)特別教育なし (3)有規則では不要 (5)チェーンソー等以外の振動工具は不要です

H392
3 特化物は特別教育なし（作業主任者要）



１５下 問２　次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安

　　全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない

　　ものはどれか。

　　　業務

　　　業務

　　　振動工具を取り扱う業務

１６上 問２　次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のため

　　の特別の教育を行わなければならないものはどれか。

⑥譲渡等の制限

１５上 問３　厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡し

　　貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しない

　　ものは、次のうちどれか。

１５下 問３　厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡

　　し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当する

　　ものは、次のうちどれか。

１６上 問３　厚生労働大臣が定める規格を具備していなければ、譲渡し、貸与し、

　　又は設置してはならない機械等に該当するものは、次のうちどれか。

　(1)　有機溶剤等を入れたことがあるタンクの内部における

　(2)　強烈な騒音を発する場所における作業に係る業務

　(3)　人力により重量物を取り扱う業務

　(4)　ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の

　(5)　削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の

　(1)　特定化学物質を用いて行う分析の業務

　(2)　赤外線又は紫外線にさらされる業務

　(3)　有機溶剤等を入れたことがあるタンクの内部における業務

　(4)　石綿等が使用されている建築物の解体の作業に係る業務

　(5)　ボンベからの給気を受けて行う潜水業務

　(1)　潜水器

　(2)　化学防護服

　(3)　一酸化炭素用防毒マスク

　(4)　ろ過材及び面体を有する防じんマスク

　(5)　排気量４０ｃｍ３以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー

　(1)　送気マスク

　(2)　ハロゲンガス用防毒マスク

　(3)　防音保護具

　(4)　化学防護服

　(5)　空気呼吸器

　(1)　防音保護具

　(2)　防振手袋

　(3)　遮光保護具

　(4)　硫化水素用防毒マスク

　(5)　電動ファン付き呼吸用保護具

H401
4 (1)有機則では特別教育の定めなし (2)(3)特別教育なし (5)チェーンソーは必要

H415
４ (1)(2)特別教育なし (3)有機則では不要 (5)潜水士免許要

H425
2 ①防塵マスク ②防毒マスク ③再圧室 ④潜水器 ⑤波高値による定格管電圧が10ｷﾛﾎﾞﾙﾄ以上のエックス線装置 ⑥ガンマ線照射装置 ⑦排気量４０cm3 以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー等 が対象 注）法改正により電動ファン付き呼吸用保護具が追加されました

H434
2 防毒マスク（ﾊﾛｹﾞﾝｶﾞｽ用又は有機ｶﾞｽ用のもの等）が対象

H443
５ 法改正により対象となった。 (4)防毒マスクはﾊﾛｹﾞﾝｶﾞｽ用又は有機ｶﾞｽ用、一酸化炭素用、アンモニア用、亜硫酸ガス用が対象



⑦特殊健康診断

１３上 問９ 次の物質のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所に

おける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）キシレン

（２）黄りん

（３）塩化ビニル

（４）コールタール

（５）酢酸エチル

１３下 問９　有害業務とそれに常時従事する労働者に対して特別の項目に

　　ついて行う健康診断の項目の一部との組合せとして、法令上、

　　正しいものは次のうちどれか。

量の検査

　　　　業務 検査

⑧労働基準法

１３上 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、これを所轄労働基準監督署長に届け出る場合にお

いても、労働時間の延長が１日２時間を超えてはなら

ない業務は、次のうちどれか。

（１）給湿を行う紡績又は織布の業務

（２）ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

（３）大部分の労働時間が立作業である業務

（４）病原体によって汚染された物を取り扱う業務

（５）受注、予約等の拘束型のＶＤＴ作業の業務

１３下 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、これを

　　　所轄労働基準監督署長に届け出る場合においても、労働時間の

　　　延長が１日２時間を超えてはならない業務は、次のうちどれか。

１４上 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、

　　　これを所轄労働基準監督署長に届け出る場合においても、

　　　労働時間の延長が１日２時間を超えてはならない業務は

　　　次のうちどれか。

　(1)　鉛業務　‥‥‥‥‥‥　尿中のマンデル酸の量の検査

　(2)　放射線業務　‥‥‥‥　尿中の潜血の有無の検査

　(3)　高圧室内業務　‥‥‥　四肢の運動機能の検査

　(4)　有機溶剤業務　‥‥‥　尿中のデルタアミノレブリン酸の

　(5)　石綿等を取り扱う　‥‥　尿中又は血液中の石綿の量の

　(1)　給湿を行う紡績又は織布の業務

　(2)　ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

　(3)　大部分の労働時間が立作業である業務

　(4)　病原体によって汚染された物を取り扱う業務

　(5)　受注、予約等の拘束型のＶＤＴ作業の業務

　(1)　給湿を行う紡績又は織布の業務

　(2)　ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

　(3)　大部分の労働時間が立作業である業務

　(4)　病原体によって汚染された物を取り扱う業務

　(5)　受注、予約等の拘束型のＶＤＴ作業の業務

H460
2 酸類、亜硫酸ガス、フッ化水素の他、黄りんも対象

H472
3 (1)尿中ﾃﾞﾙﾀｱﾐﾉﾚﾌﾞﾘﾝ酸量など (2)皮膚の検査、白血球数及び白血球百分率など (4)尿中の有機溶剤代謝物量など (5)胸部エックス線直接撮影など

H486
2 残業２時間超禁止業務 ①多量の高熱物体を取り扱い及び著しく暑熱な場所における業務  ２多量の低温物体を取り扱い及び著しく寒冷な場所における業務  ③ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務  ④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  ⑤異常気圧下における業務  ６削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務  ７重量物の取扱い等重激なる業務  ８ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務  ⑨鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、等有害物の発散する場所における業務

H495
2 (4)病原体汚染の恐れが著しい業務は年少者（18歳未満）、妊産婦禁止の作業

H506
2



１４下 問１０　女性については、労働基準法により下の表の左欄の

　　　年齢に応じて、右欄の重量以上の重量物を取り扱う業務に

　　　就かせてはならないとされているが、同表に入れるＡからＣ

　　　　Ａ　　　　　　Ｂ　　　　　　Ｃ

１５上 問１０　労働基準法に基づき、満１８歳に満たない者を就かせては

　　　ならない業務に該当しないものは次のうちどれか。

１５下 問１０　次のＡからＤの業務について、労働基準法に基づく

　　　時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働

　　　基準監督署長に届け出る場合においても、労働時間

　　　の延長が１日２時間を超えてはならないものの組合せ

　　　　Ａ　多量の低温物体を取り扱う業務

　　　　Ｂ　鉛、水銀、一酸化炭素、その他これらに準ずる

　　　　　有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所

　　　　　における業務

　　　　Ｃ　病原体によって汚染された物を取り扱う業務

　　　　Ｄ　ＶＤＴ作業における受注、予約等の拘束型の業務

１６上 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、これを

　　　所轄労働基準監督署長に届け出る場合においても、労働時間の

　　　延長が１日２時間を超えてはならない業務は次のうちどれか。

　　　の数字の組合せとして、正しいものは(1)～(5)のうちどれか。

　(1)　　８　　　　　２０　　　　　２５

　(2)　　８　　　　　２５　　　　　３０

　(3)　１０　　　　　２０　　　　　２５

　(4)　１０　　　　　２０　　　　　３０

　(5)　１０　　　　　２２　　　　　３０

　(1)　異常気圧下における業務

　(2)　超音波にさらされる業務

　(3)　多量の高温物体を取り扱う業務

　(4)　著しく寒冷な場所における業務

　(5)　強烈な騒音を発する場所における業務

　　　は(1)～(5)のうちどれか。

　(1)　Ａ、Ｂ

　(2)　Ａ、Ｃ

　(3)　Ｂ、Ｃ

　(4)　Ｂ、Ｄ

　(5)　Ｃ、Ｄ

　(1)　給湿を行う紡績又は織布の業務

　(2)　著しく寒冷な場所における業務

　(3)　大部分の労働時間が立作業である業務

　(4)　病原体によって汚染された物を取り扱う業務

　(5)　ＶＤＴ作業における受注、予約等の拘束型の業務

H516
2 16歳未満　継続8㎏ 16～18歳　断続25㎏ 18歳以上　　〃　30㎏

H536
2 年少者の就業 制限作業は専属の産業医選任と同じ作業 超音波業務は含まない

H543
1 対象 ①多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務  ２ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務  ③ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務  ④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  ⑤異常気圧下における業務  ６削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務  ７重量物の取扱い等重激なる業務  ８ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務  ⑨鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務

H559
2  



⑨作業主任者

１３下 問２　次の作業を行うとき、法令上、作業主任者の選任が義務付けられ

　　ているものはどれか。

１４上 問３　次のＡからＤまでの作業について、法令上、作業主任者の選任が

　　　Ａ　飼料の貯蔵のために使用しているサイロの内部における作業

　　　Ｂ　セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業

　　　Ｃ　製造工程において硫酸を用いて行う洗浄の作業

　　　Ｄ　水深１０ｍ以上の場所における潜水の業務

１４上 問２　労働安全衛生法に基づく技能講習を修了することによって取得

　　できる資格は、次のうちどれか。

１５上 問２　次のＡからＤまでの作業について、法令上、作業主任者

　　うちどれか。

　　　Ａ　飼料の貯蔵のために使用しているサイロの内部に

　　　　おける作業

　　　Ｂ　製造工程において硫酸を用いて行う洗浄の作業

　　　Ｃ　セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業

　　　Ｄ　水深１０ｍ以上の場所における潜水の作業

１５下 問４　労働安全衛生法に基づく技能講習を修了することに

　　よって取得できる資格は、次のうちどれか。

　(1)　酒類を入れたことのある醸造槽の内部における作業

　(2)　セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業

　(3)　強烈な騒音を発生する場所における作業

　(4)　水深１０ｍ以上の場所における潜水の作業

　(5)　試験研究業務としてベンゼンを取り扱う作業

　　義務付けられているものの組合せは(1)～(5)のうちどれか。

　(1)　Ａ、Ｂ

　(2)　Ａ、Ｃ

　(3)　Ａ、Ｄ

　(4)　Ｂ、Ｃ

　(5)　Ｃ、Ｄ

　(1)　潜水士の資格

　(2)　高圧室内作業主任者の資格

　(3)　エックス線作業主任者の資格

　(4)　石綿作業主任者の資格の資格

　(5)　ガンマ線透過写真撮影作業主任者の資格

　　の選任が義務付けられているものの組合せは(1)～(5)の

　(1)　Ａ、Ｂ

　(2)　Ａ、Ｃ

　(3)　Ａ、Ｄ

　(4)　Ｂ、Ｃ

　(5)　Ｃ、Ｄ

　(1)　潜水士

　(2)　高圧室内作業主任者

　(3)　エックス線作業主任者

　(4)　石綿作業主任者

　(5)　ガンマ線透過写真撮影作業主任者

H574
1 酸欠作業主任者が必要 (2)粉じん(3)騒音共に作業主任者なし (4)潜水士免許が必要 (5)特化物だが試験研究の場合作業主任者不要

H582
2 Ａ：酸欠作業主任者 Ｂ：粉じん作業（作業主任者なし） Ｃ：特化物作業主任者 Ｄ：潜水士

H594
4 (1)潜水士免許 (2)(3)(5)免許

H602
1 Ａ酸欠危険作業 Ｂ特化物 Ｃ特定粉じん作業（作業主任者なし　特別教育要） Ｄ潜水士免許要（作業主任者なし）

H616
4 他は免許



⑩特定化学物質等障害予防規則

１３上 問４ 特定化学物質のうち第一類物質を製造し、又は取り

扱う場合の措置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）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）第一類物質の粉じんを含有する気体を排出する局

所排気装置又はプッシュプル型換気装置には、スク

ラバ又はサイクロンのいずれかの方式による除じん

装置を設けなければならない。

（３）第一類物質を製造し、又は取り扱う屋内作業場に

ついては、６か月以内ごとに１回、定期に、作業環

境測定を行わなければならない。

（４）第一類物質を製造し、又は取り扱う作業場につい

ては、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、か

つ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

（５）第一類物質を製造し、又は取り扱う作業場につい

ては、労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、

かつ、その旨を作業場の見やすい箇所に表示しなけ

ればならない。

１３下 問４　次の化学物質のうち、これを製造しようとする者が、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ものはどれか。

１４上 問６　特定化学物質の第一類物質に関する次の記述のうち、法令上、正しい

　　ものはどれか。

　　　認められた化学物質並びにそれらを一定量以上含有する混合物である。

　　　当該物質を製造するプラントごとに厚生労働大臣の許可を受けなけれ

　　　ばならない。

　　　投入する作業を行うときは、発散源を密閉する設備、外付け式

　　　フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなけれ

　　　ばならない。

　　　及びその評価の記録を保存すべき期間は３年である。

　　　化学物質健康診断個人票を保存すべき期間は５年である。

　(1)　クロロメチルメチルエーテル

　(2)　ベータ－プロピオラクトン

　(3)　ベリリウム

　(4)　パラ－ニトロクロルベンゼン

　(5)　エチレンイミン

　(1)　第一類物質は、「クロム酸及びその塩」を始めとする７種の発がん性の

　(2)　第一類物質を製造しようとする者は、あらかじめ、物質ごとに、かつ、

　(3)　第一類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ

　(4)　第一類物質を取り扱う屋内作業場についての作業環境測定結果

　(5)　第一類物質を取り扱う業務に常時従事する労働者に係る特定

H631
2 粒径に応じて有効な方式の除じん装置を設ける。 スクラバ、サイクロンのいずれかではない サイクロンなどは粒径の小さなものには適さない

H653
3 

H659
2 第1類は製造許可物質 (1)クロム酸は第2類 (3)局排のフードは囲い式とする (4)(5)塩化ビフェニル以外は30年



１４下 問５　次の文中に入れるＡ及びＢの語句の組合せとして

　　　　「特定化学物質障害予防規則には、特定化学物質の

　　　用後処理として、除じん、排ガス処理、　Ａ　、残さい物

　　　処理及びぼろ等の処理規定がある。その中の　Ａ　に

　　　ついては、シアン化ナトリウムの場合には、　Ｂ　方式

　　　若しくは活性汚泥方式による　Ａ　装置又はこれらと

　　　同等以上の性能を有する　Ａ　装置を設けなければ

　　　ならないと規定されている。」

　　　　　　Ａ　　　　　　　　　　　　Ｂ

１５上 問４　特定化学物質障害予防規則による特別管理物質を製造

　　　する事業者が事業を廃止しようとするとき、法令に基づき

　　　実施した措置等に関する次のＡからＥまでの記録等に

　　　ついて、特別管理物質等関係記録等報告書に添えて

　　　所轄労働基準監督署長に提出することが、法令上、

　　　どれか。

　　　　Ａ　特別管理物質を製造する作業場所に設けられた

　　　　　局所排気装置の定期自主検査の記録又はその写し

　　　　Ｂ　特別管理物質の粉じんを含有する気体を排出する

　　　　　製造設備の排気筒に設けられた除じん装置の定期

　　　　　自主検査の記録又はその写し

　　　　Ｃ　特別管理物質を製造する作業場において常時作業

　　　　　に従事した労働者の氏名、作業の概要及び当該作業

　　　　　に従事した期間等の記録又はその写し

　　　　Ｄ　特別管理物質を製造する屋内作業場について行った

　　　　　作業環境測定の記録又はその写し

　　　　Ｅ　特別管理物質を製造する業務に常時従事する労働

　　　　　者に対し行った特定化学物質健康診断の結果に基づく

　　　　　特定化学物質健康診断個人票又はその写し

１６上 問４　次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に

　　基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。

　　正しいものは(1)～(5)のうちどれか。

　(1)　浄化処理　　　　　　　　中和

　(2)　浄化処理　　　　　　　　吸収

　(3)　浄化処理　　　　　　　　凝集沈殿

　(4)　排液処理　　　　　　　　吸着

　(5)　排液処理　　　　　　　　酸化・還元

　　　義務付けられているものの組合せは(1)～(5)のうち

　(1)　Ａ、Ｂ、Ｄ

　(2)　Ａ、Ｂ、Ｅ

　(3)　Ａ、Ｃ、Ｅ

　(4)　Ｂ、Ｃ、Ｄ

　(5)　Ｃ、Ｄ、Ｅ

　(1)　ベンゾトリクロリド

　(2)　ベリリウム

　(3)　オルト－フタロジニトリル

　(4)　ジアニシジン

　(5)　アルファ－ナフチルアミン

H686
5 特化物の用後処理は排液処理 シアン化ナトリウムは酸化・還元方式

H701
5 定期自主検査の記録の提出は義務付けられていない  必要なもの 作業環境測定及び作業の記録、特定化学物質の健康診断個人票

H728
３ 対象 .ジクロルベンジジン、.アルファ－ナフチルアミン、.塩化ビフェニル（ＰＣＢ）、.オルト-トリジン、ジアニシジン、.ベリリウム、ベンゾトリクロリド　　　　



１６上 問９　次の文中に入れるＡ及びＢの語句の組合せとして、正しい

　　　「特定化学物質障害予防規則には、特定化学物質の用後処理

　　　として、除じん、排ガス処理、　Ａ　、残さい物処理及びぼろ等の

　　　処理の規定がある。その中の　Ａ　については、シアン化ナトリ

　　　ウムの場合には、　Ｂ　方式若しくは活性汚泥方式による　Ａ

　　　装置又はこれらと同等以上の性能をゆうする　Ａ　装置を設け

　　　なければならないと規定されている。」

　　　　　Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ

⑪製造禁止物質

１４下 問４　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、原則として

　　禁止されているものはどれか。

１５上 問９　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、

　　　原則として禁止されているものはどれか。

　　ものは(1)～(5)のうちどれか。

　(1)　浄化処理　　　　　　　　　　中和

　(2)　浄化処理　　　　　　　　　　吸収

　(3)　浄化処理　　　　　　　　　　凝集沈殿

　(4)　排液処理　　　　　　　　　　吸着

　(5)　排液処理　　　　　　　　　　酸化・還元

　(1)　オーラミン

　(2)　ベンジジン及びその塩

　(3)　ジクロルベンジジン及びその塩

　(4)　オルト-トリジン及びその塩

　(5)　五酸化バナジウム

　(1)　オーラミン

　(2)　ベンジジン及びその塩

　(3)　ジクロルベンジジン及びその塩

　(4)　オルト-トリジン及びその塩

　(5)　五酸化バナジウム

H744
５ 除じん、排ガス、排液処理、残さい物処理等あり。シアン化ナトリウム排液は酸化還元方式

H761
2 製造禁止物質 1.黄りんマッチ　　2.ベンジジン及びその塩　　　3.４－アミノジフェニル及びその塩、4.石綿　　　　5.4-ニトロジフェニル及びその塩、6.ビス（クロロメチル）エーテル　　　7.ベータ-ナフチルアミン及びその塩、8.ベンゼンを含有するｺﾞﾑのりで含有するベンゼンの容量が５％を超えるもの

H769
2 



⑫石綿障害予防規則

１３下 問５　石綿障害予防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。

　　　定期に、作業環境測定を行うとともに、測定結果等を記録し、これを

　　　４０年間保存しなければならない。

　　　ついては、原則として、１年以内ごとに１回、定期に、自主検査を

　　　行うとともに、検査の結果等を記録し、これを３年間保存しなけれ

　　　ばならない。　

　　　を超えない期間ごとに、作業の概要、従事した期間等を記録し、

　　　これを当該労働者が常時当該作業に従事しないこととなった日

　　　から４０年間保存する必要がある。

　　　業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ時又は配置替え時

　　　及びその後６か月以内ごとに１回、定期に、特別の項目の健康

　　　診断を行い、その結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し

　　　これを当該労働者が常時当該業務に従事しないこととなった日

　　　から４０年間保存しなければならない。

　　　関係記録等報告書に、石綿等に係る作業の記録及び局所排気

　　　装置、除じん装置等の定期自主検査の記録を添えて所轄労働

　　　基準監督署長に提出しなければならない。

１５下 問６　石綿障害予防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。

　　　に、測定結果等を記録し、これを３年間保存しなけれ

　　　ばならない。

　　　場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入

　　　れ時又は配置替え時及びその後６か月以内ごとに１回

　　　定期に、特別の項目について医師による健康診断を

　　　行い、その結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成

　　　し、これを当該労働者が常時当該業務に従事しないこ

　　　ととなった日から４０年間保存しなければならない。

　　　において、常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働

　　　概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が

　　　常時当該作業に従事しないこととなった日から４０年間

　　　保存する必要がある。

　　　は、石綿関係記録等報告書に、石綿等に係る作業の

　　　記録及び局所排気装置、除じん装置等の定期自主検査

　　　の記録を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなけば

　　　ならない。

　(1)　石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに１回、

　(2)　石綿の粉じんが発散する屋内作業場に設けた局所排気装置に

　(3)　石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において

　　　常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者については、1か月

　(4)　石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における

　(5)　石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、石綿

　(1)　石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月

　　　以内ごとに1回、定期に、作業環境測定を行うととも

　(2)　石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けた

　　　局所排気装置については、原則として、1年以内ごと

　　　に1回、定期に、自主検査を行うとともに、検査の結果

　　　等を記録し、これを3年間保存しなければならない。

　(3)　石綿等の取り扱いに伴い石綿の粉じんを発散する

　(4)　石綿等の取り扱いに伴い石綿粉じんを発散する場所

　　　者については、1か月を超えない期間ごとに、作業の

　(5)　石綿等を取り扱う事業場が事業を廃止しようとするとき

H801
5 作業の記録及び作業環境測定の記録、石綿健康診断個人票を提出する。 定期自主検査記録は不要

H828
5 定期自主検査記録は不要。作業の記録、作業環境測定の記録、石綿健康診断結果が要 (1)作業環境測定1/6M　40年保存 (2)局排定期自主検査1/Ｙ、3年保存（他の局排と同じ。 (3)特殊健診1/6M　40年保存 (4)作業の記録1/Ｍ　40年保存



⑬有機溶剤中毒予防規則

１３上 問５ 屋内作業場において、第二種有機溶剤等を使用して

常時洗浄作業を行う場合の措置として、法令上、正し

いものは次のうちどれか。

ただし、消費する有機溶剤等が一定量を超えない場

合や、臨時又は短時間の有機溶剤業務を行う場合など

の有機溶剤中毒予防規則に定める適用除外及び設備の

特例はないものとする。

（１）作業場所に設ける局所排気装置について、囲い式

力を有するものにする。

（２）作業中の労働者が有機溶剤等の区分を容易に知る

ことができるよう容器に赤色の表示をする。

（３）作業場における空気中の有機溶剤の濃度を、１年

以内ごとに１回、定期に測定する。

（４）作業に常時従事する労働者に対し、１年以内ごと

に１回、定期に、有機溶剤等健康診断を行う。

（５）作業場所に設けたプッシュプル型換気装置につい

て、２年を超える期間使用しない場合を除き、２年

以内ごとに１回、定期に、自主検査を行う。

１３下 問６　屋内作業場において、第二種有機溶剤等を使用して常時洗浄

　　作業を行う場合の措置として、法令上、正しいものは次のうちどれか。

　　　　ただし、有機溶剤中毒予防規則に定める適用除外及び設備の

　　特例はないものとする。

　　　よう容器に青色の表示をする。

　　　定期に、測定する。

　　　有機溶剤等健康診断を行う。

　　　期間使用しない場合を除き、１年以内ごとに１回、定期に、自主検査

　　　を行う。

１４上 問７　有機溶剤中毒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。

　　　　ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。

　　　有機溶剤を当該混合物の重量の１０％を超えて含有するものをいう。

　　　種有機溶剤等であるキシレンを総重量の８％含有し、残りは有機溶剤

　　　以外の物から成る混合物は、第二種有機溶剤等に区分される。

　　　については、黄色で行わなければならない。

　　　おそれのあるものについては、密閉するか、又は屋外の一定の場所

　　　に集積しておかなければならない。

　　　おそれのあるものの内部における業務に労働者を従事させるときは、

　　　当該労働者に送気マスクを使用させなければならない。

フードの場合は０.４ｍ /Ｓ の制御風速を出し得る能

　(1)　作業場所に設ける局所排気装置について、外付け式フードの

　　　場合は０．４m/sの制御風速を出し得る能力を有するものにする。

　(2)　作業中の労働者が有機溶剤等の区分を容易に知ることができる

　(3)　作業場における空気中の有機溶剤の濃度を、１年以内ごとに１回、

　(4)　作業に常時従事する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、

　(5)　作業場所に設けたプッシュプル型換気装置について、1年を超える

　(1)　有機溶剤含有物とは、有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で

　(2)　第一種有機溶剤等であるトリクロルエチレンを総重量の４％、第二

　(3)　有機溶剤等の区分を色分けにより表示するとき、第二種有機溶剤等

　(4)　有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散する

　(5)　有機溶剤等を入れたことのあるタンクで有機溶剤の蒸気が発散する

H859
1 有機溶剤の囲い式は0.4m/s (2)二種は黄色 (3)作業環境測定は1/６Ｍ (4)特殊健康診断は1/6M (5)局排の定期自主検査1/年

H879
5 局排の定期自主検査は１／年 (1)外付けフードは０.５m/ｓ (2)第2種は黄色 (3)作業環境測定頻度1／６月 (4)特殊健康診断 1／６月

H895
1 ５％超含有するもの (2)第一種５％以下、第二種５％超なので第二種



１４下 問６　屋内作業場において、第二種有機溶剤等を使用して常時

　　洗浄作業を行う場合の措置として、法令上、誤っているもの

　　は次のうちどれか。

　　　ただし、有機溶剤中毒予防規則に定める適用除外及び

　　設備の特例はないものとする。

　　　有するものにする。

　　　以内ごとに１回、定期に測定し、その測定結果等の記

　　　録を３年間保存する。

　　　１回、定期に、特別の項目について医師による健康診断

　　　を行い、その結果に基づき作成した有機溶剤等健康診断

　　　個人票を５年間保存する。

　　　行い、その検査の結果等の記録を３年間保存する。

１５上 問６　屋内作業場において第一種有機溶剤等を使用して有機

　　　溶剤業務を行う場合の措置として、法令上、正しいものは

　　　次のうちどれか。

　　　　ただし、有機溶剤中毒予防規則に定める適用除外及び

　　　設備の特例はないものとする。

　　　し３年間保存する。

　　　ことができるよう、見やすい場所に、赤色及び「第一種

　　　有機溶剤等」の文字の表示をする。

　　　作業主任者を選任する。

　　　作業主任者に、６か月以内ごとに１回、定期に、作業環境

　　　測定を実施させる。

　(1)　作業場所に設けた局所排気装置について、外付け式

　　　フードの場合は０．４m/sの制御風速を出し得る能力を

　(2)　有機溶剤等の区分の色分けによる表示を黄色で行う。

　(3)　作業場における空気中の有機溶剤の濃度を、6か月

　(4)　作業に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに

　(5)　作業場所に設けたプッシュプル型換気装置について、

　　　原則として、1年以内ごとに１回、定期に、自主検査を

　(1)　有機溶剤業務に常時従事する労働者に対し、1年以内

　　　ごとに1回、定期に、有機溶剤等健康診断を行う。

　(2)　有機溶剤業務を行う作業場所に設けた局所排気装置

　　　について、2年を超える期間使用しない場合を除き、2年

　　　以内ごとに1回、定期自主検査を行い、その結果を記録

　(3)　作業中の労働者が、有機溶剤等の区分を容易に知る

　(4)　第一種衛生管理者免許を有する者のうちから有機溶剤

　(5)　有機溶剤業務を行う屋内作業場について、有機溶剤

H915
1 外付けフードは0.5m/s (2)第二種は黄色 (3)作業環境測定1/6月 (4)特殊健診1/6月 (5)プッシュプル換気の定期自主検査１／年

H933
3 第1種は赤色表示 (1)有機溶剤健康診断は１／６月 (2)局排定期自主検査は１／年 (4)作業主任者の資格を持つ人から選ぶ (5)有機溶剤作業の作業環境測定は作業環境測定士が行う必要がある



１５下 問５　有機溶剤業務を行う場合の措置について、有機溶剤

　　中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。

　　　行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け

　　　稼働させているが、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。

　　　行わせるとき、その作業場所にプッシュプル型換気

　　　装置を設けブース内の気流の乱れもなく稼働させて

　　　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。

　　　等を用いて製品の払しょく作業を行わせるとき、有機

　　　溶剤作業主任者を選任していない。

　　　装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の

　　　有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から２ｍとして

　　　いる。

　　　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。

１６上 問６　屋内作業場において、第二種有機溶剤等を使用して常時洗浄

　　作業を行う場合の措置として、有機溶剤中毒予防規則上、正しい

　　ものは次のうちどれか。

　　　ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものと

　　する。

　　場合は最大で０．４ｍ／ｓの制御風速を出し得る能力を有する

　　ものにする。

　　できるよう、容器に青色の表示をする。

　　１回、定期に、測定する。

　　超える期間使用しない場合を除き、１年以内ごとに１回、定期に、

　　自主検査を行う。

　　に、有機溶剤等健康診断を行う。

⑭粉じん障害防止規則

１３上 問６ 次の粉じん作業のうち、法令上、特定粉じん作業に

該当するものはどれか。

（１）屋内のガラスを製造する工程において、原料を溶

解炉に投げ入れる作業

（２）耐火物を用いた炉を解体する作業

（３）屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具に

より金属を研磨する箇所における作業

（４）屋内において、フライアッシュを袋詰めする箇所

における作業

（５）タンクの内部において、アーク溶接する作業

　(1)　地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて作業を

　(2)　地下室の内部で第二種有機溶剤等を用いて作業を

　(3)　屋内作業場の製造工程において、第三種有機溶剤

　(4)　屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気

　(5)　有機溶剤等を入れてあった空容器で、有機溶剤の

　(1)　作業場所に設ける局所排気装置について、外付け式フードの

　(2)　作業中の労働者が有機溶剤等の区分を容易に知ることが

　(3)　作業場における空気中の有機溶剤の濃度を、１年以内ごとに

　(4)　作業場所に設けたプッシュプル型換気装置について、1年を

　(5)　作業に常時従事する労働者に対し、１年以内ごとに１回、定期

H970
3 第三種でも作業主任者要 (1)(2)局排、プッシュプル換気があればマスク不要 (4)屋根から1.5m以上で排出の場合空気清浄装置不要 (5)屋外に集積は可

H993
４ プッシュプル型換気装置の定期自主検査は１/年 (1)外付けフードは０．５m/s (2)第二種は黄色 (3)作業環境測定は１／６Ｍ (5)特殊健康診断は１／６Ｍ

H1012
4 特定粉じん作業は発生源対策が可能な粉じん作業。袋詰め作業は発生源が決まっているため対策が可能 (1)投げ入れる場合発生源が広がるため対策ができない (2)解体は発生源が特定できない (3)（4)発生源が移動してしまう



１４上 問８　次の粉じん作業のうち、法令上、特定粉じん作業に該当するものは

　　どれか。

　　　作業

　　　する箇所における作業

１４下 問７　粉じん障害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。

　　　　ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないもの

　　　とする。

　　　密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若し

　　　は湿潤な状態に保つための設備又はこれらと同等以上の

　　　措置を講じなければならない。

　　　以内ごとに１回、定期に、空気中の粉じん濃度の測定を行い

　　　測定結果等を記録して、これを７年間保存しなければならない。

　　　除じん装置は、ヒュームとヒューム以外の粉じんとに応じて、

　　　除じん方式が定められている。

　　　は、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の

　　　措置を講じなければならない。

　　　作業の場合は毎日１回以上、特定粉じん作業以外の粉じん

　　　作業の場合は毎週１回以上、清掃を行わなければならない。

１５上 問７　粉じん障害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。

　　　　ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものと

　　する。

　　　密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若し

　　　くは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等

　　　以上の措置を講じなければならない。

　　　以内ごとに１回、定期に、空気中の粉じん濃度の測定を行い

　　　測定結果等を記録して、これを７年間保存しなければならない。

　　　除じん装置は、粉じんの種類がヒュームとヒューム以外の

　　　場合に応じて、除じん方式が定められている。

　　　は、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の

　　　措置を講じなければならない。

　　　作業の場合は毎日１回以上、特定粉じん作業以外の粉じん

　　　作業の場合は毎週１回以上、清掃を行わなければならない。

　(1)　屋内のガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる

　(2)　耐火物を用いた炉を解体する作業

　(3)　屋内において、研ま材を用いて手持式動力工具により金属を研ま

　(4)　屋内において、セメントを袋詰めする箇所における作業

　(5)　タンクの内部において、金属をアーク溶接する作業

　(1)　屋内の特定粉じん発生源については、その区分に応じて

　(2)　常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月

　(3)　特定粉じん発生源の局所排気装置に、法令に基づき設ける

　(4)　特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場につい

　(5)　粉じん作業を行う屋内の作業場所については、特定粉じん

　(1)　屋内の特定粉じん発生源については、その区分に応じて

　(2)　常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月

　(3)　特定粉じん発生源の局所排気装置に、法令に基づき設ける

　(4)　特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業について

　(5)　粉じん作業を行う屋内の作業場所については、特定粉じん

H1028
4 特定粉じん作業は発生源対策を行う必要のあるもので、有効な発生源対策が可能なもの (4)以外は発生源が移動してしまう等のため有効な発生源対策が不可

H1038
5 粉じん作業場所（特定以外も）１/日清掃する (1)特定粉じん作業は局排、湿潤等の対策要（特定粉じん作業は発生源対策可の作業） (2)作業環境測定1/6月 (3)ヒュームはろ過、電気除じん等が定められている (4)特定以外は全体換気等で可

H1060
5 粉じん作業場は毎日清掃する（特定粉じん作業のみではない） (1)特定粉じん作業は発生源対策が可の作業　∴密閉・局排等の措置を講じる必要がある (2)作業環境測定は1/6月、記録は7年保存 (3)ヒュームとヒューム以外場合で除じん方式が決められている （ヒュームはろ過又は電気除じん方式） (4)特定粉じん以外（発生源対策ができない）は全体換気等を実施



１５下 問９　粉じん障害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。

　　　　ただし、同規則に定める適用除外及び特例はない

　　　ものとする。

　　　１年以内ごとに１回、定期に、作業環境測定を行うと

　　　ともに、測定結果等を記録し、これを７年間保存しな

　　　ければならない。

　　　に応じて、密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル

　　　型換気装置、若しくは湿潤な状態に保つための設備

　　　の設置、又はこれらと同等以上の措置を講じなけれ

　　　ばならない。

　　　については、全体換気装置による換気の実施又は

　　　これと同等以上の措置を講じなければならない。

　　　１回以上、清掃を行わなければならない。

　　　特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、

　　　粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を

　　　設けなければならない。

１６上 問７　粉じん障害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。

　　　 ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。

　　する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤

　　な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を

　　講じなければならない。

　　ごとに１回、定期に、空気中の粉じん濃度の測定を行い、測定結果

　　等を記録して、これを７年間保存しなければならない。

　　装置は、ヒュームとヒューム以外の粉じんとに応じて、除じん方式が

　　定められている。

　　全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じ

　　なければならない。

　　の場合は毎日１回以上、特定粉じん作業以外の場合は毎週１回

　　以上、清掃を行わなければならない。

　(1)　常時特定粉じん作業を行う屋内作業場につては、

　(2)　屋内の特定粉じん発生源については、発生源の区分

　(3)　特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場

　(4)　粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日

　(5)　粉じん作業に労働者を従事させるときは、坑内等の

　(1)　屋内の特定粉じん発生源については、その区分に応じて密閉

　(2)　常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、６か月以内

　(3)　特定粉じん発生源の局所排気装置に、法令に基づき設る除じん

　(4)　特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については

　(5)　粉じん作業を行う屋内の作業場については、特定粉じん作業

H1085
1 作業環境測定1／６Ｍ 1/Ｙは鉛のみ (2)特定粉じんは発生源対策が可能なものなので対策が必要 (3)特定粉じん以外は全体換気で可 (4)清掃は毎日（特定粉じん以外も） (5)休憩所は作業場外に設置

H1110
５ 清掃は特定粉じん以外の場合も１/日以上 (1)特定粉じんは発生源対策可の粉じん作業なので発生源対策要 (2)特定粉じんは作業環境測定１／６Ｍ要 (3)ヒュームとヒューム以外の場合に応じて除じん方式が定められている (4)特定粉じん以外は全体換気で可



⑮安全衛生規則

１３上 問８ 労働安全衛生規則の衛生基準について、法令上、誤

っているものは次のうちどれか。

（１）廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務

ついては、６か月以内ごとに１回、定期に、当該作

業場における空気中のダイオキシン類の濃度を測定

しなければならない。

（２）屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があると

きは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はそ

の放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講

じなければならない。

は、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、

その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

（４）著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等

特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、

休憩の設備を作業場外に設けなければならない。

（５）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。

１３下 問７　労働安全衛生規則の衛生基準について、誤っているものは次のうち

　　どれか。

　　　に１回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。

　　　空気を直接外気に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を

　　　保護する措置を講じなければならない。

　　　以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に

　　　表示しなければならない。

　　　やむを得ない事由がある場合を除き、休憩の施設を作業場外に設け

　　　なければならない。

　　　者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しな

　　　ければならない。

⑯健康管理手帳

１５下 問７　次の有害業務に従事した者のうち、離職の際に又は

　　　離職後に、法令に基づく健康管理手帳の交付対象と

　　　なるものはどれか。

　　　管理二又は管理三のもの

(設備の解体等に伴うものを除く。)を行う作業場に

（３）炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が１％を超える場所に

　(1)　著しい騒音を発する一定の屋内作業場については、6か月以内ごと

　(2)　屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された

　(3)　炭酸ガス（二酸化炭素）濃度が０．１５％を超える場所には、関係者

　(4)　著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場で

　(5)　硫化水素濃度が１００万分の１０を超える場所には、関係者以外の

　(1)　水銀を取り扱う業務に３年以上従事した者

　(2)　硝酸を取り扱う業務に５年以上従事した者

　(3)　鉛化合物を製造する業務に７年以上従事した者

　(4)　メタノールを取り扱う業務に１０年以上従事した者

　(5)　粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が

H1145
3 立ち入り禁止は炭酸ガス１．５％以上

H1165
3 炭酸ガスの立入禁止は １.５％以上 (1)騒音測定1/6月 (2)溶融炉があるときは空気を直接屋外に排出し、ふく射熱から労働者を保護する措置をとる (4)高温多湿な作業場外に休憩の設備を設ける (5)硫化水素100万分の10（10ppm）超は立入禁止

H1185
5 粉じんの場合じん肺管理区分が管理２又は管理３の者が対象



１６上 問５　特定の有害業務に従事した者については、離職の際に又は離職

　　の後に、法令に基づく健康管理手帳が交付されるが、次の者のうち、

　　対象とならないものはどれか。

　　　した者で、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から１０年以上

　　　経過しているもの

⑲電離放射線障害防止規則

１３下 問８　管理区域内において放射線業務に従事する労働者の被ばく限度

　　に関する次の文中のＡからＤに入れる語句又は数値の組合せとして

　　　　「男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性が受ける

　　　実効線量の限度は、緊急作業に従事する場合を除き、　Ａ　間に

　　　つき　Ｂ　、かつ、　Ｃ　間につき　Ｄ　である。」

　　　　Ａ　　　　　　Ｂ　　　　　　Ｃ　　　　　　Ｄ

１４上 問９　電離放射線障害防止規則に基づく管理区域に関する次の文中に

　　　「①　管理区域とは、外部放射線による実効線量と空気中の放射性

　　　　　物質による実効線量との合計が　Ａ　間につき　Ｂ　を超えるおそ

　　　　　れのある区域又は放射性物質の表面密度が法令に定める表面

　　　　　汚染に関する限度の１０分の１を超えるおそれのある区域をいう。

　　　　②　①の外部放射線による実効線量の算定は、　Ｃ　線量当量に

　　　　　よって行う。

　　　　Ａ　　　　　　　　　Ｂ　　　　　　　　　　Ｃ

１６上 問８　管理区域内において放射線業務に従事する労働者の被ばく

　　限度に関する次の文中のＡからＤに入れる語句又は数値の組合

　　　「男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性が受ける

　　　実行線量の限度は、緊急作業に従事する場合を除き、　Ａ　間

　　　につき　Ｂ　、かつ、　Ｃ　間につき　Ｄ　である。」

　　　　Ａ　　　　　　　Ｂ　　　　　　Ｃ　　　　　　　Ｄ

終わり

安全衛生技術試験協会　公表試験問題より

　(1)　水銀を取り扱う業務に５年以上従事した者

　(2)　塩化ビニルを重合する業務に４年以上従事した者

　(3)　ベータ－ナフチルアミンを取り扱う業務に３か月以上従事した者

　(4)　ジアニシジンを取り扱う業務に３か月以上従事した者

　(5)　石綿等が吹き付けられた建築物の解体の作業に１年以上従事

　　法令上、正しいものは(1)～(5)のうちどれか。

　(1)　1年　　　　５０mSv　　　１か月　　　５mSv

　(2)　3年　　　 10０mSv　　　３か月　　１０mSv

　(3)　3年　　　 １００mSv　　　１年　　　５０mSv

　(4)　5年　　　 １００mSv　　　１年　　　５０mSv

　(5)　5年 　　　２５０mSv　　　１年　　１００mSv

　　入れるＡからＣの語句又は数値の組合せとして、正しいものは(1)～

　　(5)のうちどれか。

　(1)　1か月　　　　　１．３mSv　　　　　　７０μm

　(2)　3か月　　　　　１．３mSv　　　　　　７０μm

　(3)　3か月　　　　　１．３mSv　　　　　　　１cm

　(4)　1か月　　　　　５　mSv　　　　　　　　１cm

　(5)　3か月　　　　　５　mSv　　　　　　　７０μm

　　せとして、法令上、正しいものは(1)～(5)のうちどれか。

　(1)　1年　　　　５０mSv　　　　1か月　　　　５mSv

　(2)　3年　　　１００mSv　　　　３か月　　　１０mSv

　(3)　3年　　　１００mSv　　　　　１年　　　 ５０mSv

　(4)　5年　　　１００mSv　　　　　１年　　　 ５０mSv

　(5)　5年　　　２００mSv　　　　　1年　　　１００mSv

H1199
１ 対象 ・ベータナフチルアミン　３月以上 ・粉じん作業　じん肺管理区分２又は３ ・塩化ビニル重合　４年以上 ・石綿　胸膜肥厚あり、ばく露した日から１０年経過 ・ベリリウム　両肺野に慢性の結節性陰影あり ・ベンジジン　３月以上 ・コークスを製造５年以上

H1214
4 実効線量の限度5年間につき100mSv、かつ1年間につき50mSv

H1226
3 外部放射線　線量：実効線量が3月あたり1.3mSv 外部放射線による実効線量の算定：1cm線量当量による

H1241
４ 5年間につき100mSv、かつ1年間につき50mSv



1
(2)800人なので３人
(3)2以上選ぶ場合1人は社外の労働衛生コンサルタントで可
(4)(5)500人以上でも暑熱な場所での作業に30人未満しか従事していないため衛生工学衛生管理者及び専任の衛生管理者は不要
∴違反は無い

H8:

1
800人の場合は３人必要
(2)2人以上選任する場合1人は非専属の労働衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等で可となる
(3)(4)500人以上で鉛、水銀等発散業務に30人の場合衛生工学衛生管理者及び専任の衛生管理者が1名ずつ必要
(5)一定の有害業務（深夜業等）に500人以上の場合に専属の産業医が必要。深夜業300人なので非専属で可

H35:

5
500人以上で30人が低温物体取扱いなので専任の衛生管理者が必要
(1)深夜業500人未満のため非専属で可
(2)800人なので3人で可
(3)2人以上選任の場合　非専属の労働衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ1名を選任可
(4)低温物体の場合選任不要（専任の衛生管理者不要で衛生工学衛生管理者要のパターンは無い）

H58:

2
800人の場合３人必要
(3)2人以上選任の場合1人は非専属で可
(4）(5)暑熱な場所の業務30人未満なので専任、衛生工学共に不要

H87:

4
深夜業500人以上の場合　専属の産業医が必要
(1)300人以上の製造業は総括安全衛生管理者要
(2)(3)500人以上で多量の高温物体取扱い等に30人以上の場合衛生工学衛生管理者及び専任の衛生管理者が1人必要
(5)特化物作業主任者は第三類でも必要

H115:

1
800人なので衛生管理者は３人。有害業務従事３０人未満なので専任、衛生工学衛生管理者は不要。
∴違反なし
(3)2人以上選任する場合非専属の労働衛生コンサルタント等1名は選任可

H134:

1
Ａ　1,800人なので４人必要
Ｂ　労働衛生コンサルタントは衛生管理者を２人以上選任する場合１名は非専属で可
Ｃ　労働者1,000人超の場合1人を専任の衛生管理者とする必要あり
Ｄ　有害業務従事者が30人未満なので衛生工学衛生管理者不要

H172:

3
粉じん、特化物、有機溶剤、鉛、放射性物質
は作業環境測定士が測定する

H206:

2
騒音測定1/6月
(1)放射性物質1/月
(3)坑内の通気量1/半月
(4)鉛1/年（1/年は鉛だけ）
(5)寒冷場所の気温・湿度1/半月

H230:

1
放射性物質の濃度測定1/月
(2)騒音1/6月
(3)坑内の通気量1/半月
(4)鉛1/年
(5)気温、湿度1/半月

H248:

3
定期自主検査は対象設備の設置が義務付けられた物質に設置した場合のみ必要となる。
一酸化炭素は第３類の特化物、排ガス処理装置の設置は義務付けられていないため対象外
(1)特定化学設備は第3類も対象となる

H269:

4
全体換気は不要
(1)特定化学設備1/2年実施要
(2)有機溶剤用局排1/1年実施要
(3)廃液処理装置1/1年実施要
(5)特定粉じん用ﾌﾟｯｼｭﾌﾟﾙ換気1/1年実施要

H287:

4
酢酸エチル５％超で第2種有機溶剤。局排要となる
(1)(2)(5)局排等設置義務付けなし
(3)全体換気は対象外

H299:

5
第3類でも廃液処理装置は対象となる
(1)(3)局排でも第3類特化物、第3種有機溶剤、特定粉じん以外の粉じんは対象外（局排設置が必須でない）
(2)全体換気は対象外
(4)プッシュプル換気も第3類特化物は対象外

H308:



1
第２種酸欠は硫化水素が発生する場所
生物の排泄物や腐敗した死骸＋酸欠で発生する（汚水や海水も含む）
(2)鉄が錆びて酸欠（第1種）
(3)果菜が酸素を消費（第1種）
(4)酸素の消費（第1種）
(5)炭酸ガスが充満（第1種）

H321:

1
第二種は硫化水素発生が考えられる場所（海水、汚水等がある場所は硫化水素が発生する可能性あり）
他は酸欠のみ（硫化水素は発生しない）

H334:

4
換気に純酸素の使用禁止
(1)(2)第一種は酸素濃度、第二種は酸素及び硫化水素濃度を作業開始前に測定する
(3)酸素１８％未満が酸欠状態
(5)酸欠危険作業時は入退場時に人員点呼が必要

H345:

3
酸素１８％未満が酸欠
(1)(2)第一種の場合酸素、第二種の場合酸素＋硫化水素濃度測定
(4)換気に純酸素は使用禁止
(5)防毒マスクは使用禁止

H363:

5
(1)免許
(2)(4)特別教育なし
(3)有規則では不要
(5)チェーンソー等以外の振動工具は不要です

H382:

3
特化物は特別教育なし（作業主任者要）

H392:

4
(1)有機則では特別教育の定めなし
(2)(3)特別教育なし
(5)チェーンソーは必要

H401:

４
(1)(2)特別教育なし
(3)有機則では不要
(5)潜水士免許要

H415:

2
①防塵マスク
②防毒マスク
③再圧室
④潜水器
⑤波高値による定格管電圧が10ｷﾛﾎﾞﾙﾄ以上のエックス線装置
⑥ガンマ線照射装置
⑦排気量４０cm3 以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー等
が対象
注）法改正により電動ファン付き呼吸用保護具が追加されました

H425:

2
防毒マスク（ﾊﾛｹﾞﾝｶﾞｽ用又は有機ｶﾞｽ用のもの等）が対象

H434:

５
法改正により対象となった。
(4)防毒マスクはﾊﾛｹﾞﾝｶﾞｽ用又は有機ｶﾞｽ用、一酸化炭素用、アンモニア用、亜硫酸ガス用が対象

H443:

2
酸類、亜硫酸ガス、フッ化水素の他、黄りんも対象

H460:

3
(1)尿中ﾃﾞﾙﾀｱﾐﾉﾚﾌﾞﾘﾝ酸量など
(2)皮膚の検査、白血球数及び白血球百分率など
(4)尿中の有機溶剤代謝物量など
(5)胸部エックス線直接撮影など

H472:

2
残業２時間超禁止業務
①多量の高熱物体を取り扱い及び著しく暑熱な場所における業務 
２多量の低温物体を取り扱い及び著しく寒冷な場所における業務 
③ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務 
④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 
⑤異常気圧下における業務 
６削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務 
７重量物の取扱い等重激なる業務 
８ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 
⑨鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、等有害物の発散する場所における業務

H486:

2
(4)病原体汚染の恐れが著しい業務は年少者（18歳未満）、妊産婦禁止の作業

H495:

2H506:



2
16歳未満　継続8㎏
16～18歳　断続25㎏
18歳以上　　〃　30㎏

H516:

2
年少者の就業
制限作業は専属の産業医選任と同じ作業
超音波業務は含まない

H536:

1
対象
①多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 
２ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 
③ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務 
④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 
⑤異常気圧下における業務 
６削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務 
７重量物の取扱い等重激なる業務 
８ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 
⑨鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他こ
れに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務

H543:

2H559:

1
酸欠作業主任者が必要
(2)粉じん(3)騒音共に作業主任者なし
(4)潜水士免許が必要
(5)特化物だが試験研究の場合作業主任者不要

H574:

2
Ａ：酸欠作業主任者
Ｂ：粉じん作業（作業主任者なし）
Ｃ：特化物作業主任者
Ｄ：潜水士

H582:

4
(1)潜水士免許
(2)(3)(5)免許

H594:

1
Ａ酸欠危険作業
Ｂ特化物
Ｃ特定粉じん作業（作業主任者なし　特別教育要）
Ｄ潜水士免許要（作業主任者なし）

H602:

4
他は免許

H616:

2
粒径に応じて有効な方式の除じん装置を設ける。
スクラバ、サイクロンのいずれかではない
サイクロンなどは粒径の小さなものには適さない

H631:

3H653:

2
第1類は製造許可物質
(1)クロム酸は第2類
(3)局排のフードは囲い式とする
(4)(5)塩化ビフェニル以外は30年

H659:

5
特化物の用後処理は排液処理
シアン化ナトリウムは酸化・還元方式

H686:

5
定期自主検査の記録の提出は義務付けられていない

必要なもの
作業環境測定及び作業の記録、特定化学物質の健康診断個人票

H701:

３
対象
.ジクロルベンジジン、.アルファ－ナフチルアミン、.塩化ビフェニル（ＰＣＢ）、.オルト-トリジン、ジアニシジン、.ベリリウム、ベンゾトリクロリド　　
　　

H728:

５
除じん、排ガス、排液処理、残さい物処理等あり。シアン化ナトリウム排液は酸化還元方式

H744:

2
製造禁止物質
1.黄りんマッチ　　2.ベンジジン及びその塩　　　3.４－アミノジフェニル及びその塩、4.石綿　　　　5.4-ニトロジフェニル及びその塩、6.ビス（クロ
ロメチル）エーテル　　　7.ベータ-ナフチルアミン及びその塩、8.ベンゼンを含有するｺﾞﾑのりで含有するベンゼンの容量が５％を超えるもの

H761:



2H769:

5
作業の記録及び作業環境測定の記録、石綿健康診断個人票を提出する。
定期自主検査記録は不要

H801:

5
定期自主検査記録は不要。作業の記録、作業環境測定の記録、石綿健康診断結果が要
(1)作業環境測定1/6M　40年保存
(2)局排定期自主検査1/Ｙ、3年保存（他の局排と同じ。
(3)特殊健診1/6M　40年保存
(4)作業の記録1/Ｍ　40年保存

H828:

1
有機溶剤の囲い式は0.4m/s
(2)二種は黄色
(3)作業環境測定は1/６Ｍ
(4)特殊健康診断は1/6M
(5)局排の定期自主検査1/年

H859:

5
局排の定期自主検査は１／年
(1)外付けフードは０.５m/ｓ
(2)第2種は黄色
(3)作業環境測定頻度1／６月
(4)特殊健康診断
1／６月

H879:

1
５％超含有するもの
(2)第一種５％以下、第二種５％超なので第二種

H895:

1
外付けフードは0.5m/s
(2)第二種は黄色
(3)作業環境測定1/6月
(4)特殊健診1/6月
(5)プッシュプル換気の定期自主検査１／年

H915:

3
第1種は赤色表示
(1)有機溶剤健康診断は１／６月
(2)局排定期自主検査は１／年
(4)作業主任者の資格を持つ人から選ぶ
(5)有機溶剤作業の作業環境測定は作業環境測定士が行う必要がある

H933:

3
第三種でも作業主任者要
(1)(2)局排、プッシュプル換気があればマスク不要
(4)屋根から1.5m以上で排出の場合空気清浄装置不要
(5)屋外に集積は可

H970:

４
プッシュプル型換気装置の定期自主検査は１/年
(1)外付けフードは０．５m/s
(2)第二種は黄色
(3)作業環境測定は１／６Ｍ
(5)特殊健康診断は１／６Ｍ

H993:

4
特定粉じん作業は発生源対策が可能な粉じん作業。袋詰め作業は発生源が決まっているため対策が可能
(1)投げ入れる場合発生源が広がるため対策ができない
(2)解体は発生源が特定できない
(3)（4)発生源が移動してしまう

H1012:

4
特定粉じん作業は発生源対策を行う必要のあるもので、有効な発生源対策が可能なもの
(4)以外は発生源が移動してしまう等のため有効な発生源対策が不可

H1028:

5
粉じん作業場所（特定以外も）１/日清掃する
(1)特定粉じん作業は局排、湿潤等の対策要（特定粉じん作業は発生源対策可の作業）
(2)作業環境測定1/6月
(3)ヒュームはろ過、電気除じん等が定められている
(4)特定以外は全体換気等で可

H1038:

5
粉じん作業場は毎日清掃する（特定粉じん作業のみではない）
(1)特定粉じん作業は発生源対策が可の作業　∴密閉・局排等の措置を講じる必要がある
(2)作業環境測定は1/6月、記録は7年保存
(3)ヒュームとヒューム以外場合で除じん方式が決められている
（ヒュームはろ過又は電気除じん方式）
(4)特定粉じん以外（発生源対策ができない）は全体換気等を実施

H1060:



1
作業環境測定1／６Ｍ
1/Ｙは鉛のみ
(2)特定粉じんは発生源対策が可能なものなので対策が必要
(3)特定粉じん以外は全体換気で可
(4)清掃は毎日（特定粉じん以外も）
(5)休憩所は作業場外に設置

H1085:

５
清掃は特定粉じん以外の場合も１/日以上
(1)特定粉じんは発生源対策可の粉じん作業なので発生源対策要
(2)特定粉じんは作業環境測定１／６Ｍ要
(3)ヒュームとヒューム以外の場合に応じて除じん方式が定められている
(4)特定粉じん以外は全体換気で可

H1110:

3
立ち入り禁止は炭酸ガス１．５％以上

H1145:

3
炭酸ガスの立入禁止は
１.５％以上
(1)騒音測定1/6月
(2)溶融炉があるときは空気を直接屋外に排出し、ふく射熱から労働者を保護する措置をとる
(4)高温多湿な作業場外に休憩の設備を設ける
(5)硫化水素100万分の10（10ppm）超は立入禁止

H1165:

5
粉じんの場合じん肺管理区分が管理２又は管理３の者が対象

H1185:

１
対象
・ベータナフチルアミン　３月以上
・粉じん作業　じん肺管理区分２又は３
・塩化ビニル重合　４年以上
・石綿　胸膜肥厚あり、ばく露した日から１０年経過
・ベリリウム　両肺野に慢性の結節性陰影あり
・ベンジジン　３月以上
・コークスを製造５年以上

H1199:

4
実効線量の限度5年間につき100mSv、かつ1年間につき50mSv

H1214:

3
外部放射線　線量：実効線量が3月あたり1.3mSv
外部放射線による実効線量の算定：1cm線量当量による

H1226:

４
5年間につき100mSv、かつ1年間につき50mSv

H1241:
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〔労働衛生（有害業務）〕

①物質の状態

問１２ 次の化学物質のうち、常温、常圧の空気中で蒸気と

して存在するものはどれか。

ただし、蒸気とは、常温、常圧で液体又は固体の物

質が蒸気圧に応じて揮発又は昇華して気体となってい

るものをいうものとする。

（１）塩素

（２）塩化水素

（４）二酸化硫黄

（５）アンモニア

問１２　有害物質とその常温、常圧で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。

　　　　ただし、ガスとは、常温、常圧で気体のものをいい、蒸気とは

　　　常温、常圧で液体又は個体の物質が蒸気圧に応じて揮発又は

　　　昇華して気体となっているものをいうものとする。

問１２　有害物質とその常温、常圧（２５℃、１気圧）での空気中における

　　　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。

　　　　　ただし、ガスとは、常温、常圧で気体のものをいい、蒸気とは

　　　常温、常圧で液体又は個体の物質が蒸気圧に応じて揮発又は

　　　昇華して気体となっているものをいうものとする。

問１２　次の化学物質のうち、常温、常圧（２５℃、１気圧）の空気

　　　中で蒸気として存在するものはどれか。

　　　　　ただし、蒸気とは、常温、常圧で液体又は個体の物質が

　　　蒸気圧に応じて揮発又は昇華して気体となっているものを

　　　いうものとする。

問１５　次の化学物質のうち、常温・常圧（２５℃、１気圧）

　　　の空気中で蒸気として存在するものはどれか。

　　　 　ただし、蒸気とは、常温・常圧で液体又は個体の物質

　　　が蒸気圧に応じて揮発又は昇華して気体となっている

　　　ものをいうものとする。

Ｐ１１４　表5-1

13上

（３）トリクロルエチレン(トリクロロエチレン)

13下

　(1)　塩素　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　ガス

　(2)　アセトン　‥‥‥‥‥‥‥‥‥  　蒸気

　(3)　硫酸ジメチル　‥‥‥‥‥‥‥　　蒸気

　(4)　ニッケルカルボニル　‥‥‥‥　　粉じん

　(5)　ジクロルベンジジン　‥‥‥‥ 　　粉じん

14上

　(1)　塩素　 ‥‥‥‥‥‥‥‥　ガス

　(2)　アセトン　‥‥‥‥‥‥‥　蒸気

　(3)　硫酸ジメチル　‥‥‥‥‥　蒸気

　(4)　ニッケルカルボニル　 ‥‥　粉じん

　(5)　ジクロルベンジジン 　‥‥　粉じん

14下

　(1)　塩素

　(2)　ジクロルベンジジン

　(3)　硫酸ジメチル

　(4)　二酸化硫黄

　(5)　アンモニア

15上

　(1)　塩素

　(2)　塩化水素

　(3)　トリクロロエチレン

　(4)　二酸化硫黄

　(5)　アンモニア

H7
3 塩素、アンモニア、塩化水素、二酸化硫黄はガス

H18
4 ニッケルカルボニル：蒸気

H29
4 蒸気

H40
3 硫酸ジメチルは蒸気又はミスト (1)(4)(5)ガス (2)粉じん

H51
3 塩素、塩化水素、二硫化硫黄、アンモニア：ガス
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問１２　有害物質とその常温・常圧（２５℃、１気圧）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。

　　　　 ただし、ガストは、常温・常圧で気体のものをいい、

　　　蒸気とは、常温・常圧で液体又は個体の物質が蒸気圧

　　　に応じて揮発又は昇華して気体となっているものをいう

　　　ものとする。

１６上 問１２　化学物質とその常温・常圧（２５℃、１気圧）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。

　　　　 ただし、「ガス」とは、常温・常圧で気体のものをいい、「蒸気」

　　　とは、常温・常圧で液体又は個体の物質が蒸気圧に応じて揮発

　　　又は昇華して気体となっているものをいうものとする。

②塩素の発生 Ｐ７８

問１３　有害化学物質に関する次の文中のＡ及びＢに入れる語句の

　　　　「消毒や漂白等に用いられる次亜塩素酸塩溶液と、洗浄や水処理

　　　　等に用いられる　Ａ　溶液が混触すると、人体に有害な　Ｂ　ガス

　　　　が発生し、中毒を起こすことがある。」

　　　　　Ａ　　　　　　　　　Ｂ

問１３　有害化学物質に関する次の文中のＡ、Ｂに入る

　　　　「消毒や漂白などに用いられる次亜塩素酸塩溶液と

　　　洗浄や水処理などに用いられる　Ａ　溶液が混触すると、

　　　人体に有害な　Ｂ　ガスが発生し、中毒を起こすことがあ

　　　る。」

Ａ 　　　Ｂ

塩化ビニル

塩素

塩化水素

塩化ビニル

塩素

15下

　(1)　ホルムアルデヒド　‥‥‥‥‥　ガス

　(2)　ジクロルベンジジン　‥‥‥‥ 　ガス

　(3)　硫酸ジメチル　‥‥‥‥‥‥‥ 蒸気

　(4)　アセトン　‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 蒸気

　(5)　水銀　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  蒸気

　(1)　ホルムアルデヒド　‥‥‥　ガス

　(2)　塩素　‥‥‥‥‥‥‥‥　ガス

　(3)　二硫化炭素　‥‥‥‥‥　蒸気

　(4)　二酸化硫黄　‥‥‥‥‥　蒸気

　(5)　水銀　‥‥‥‥‥‥‥‥　蒸気

14上

　　　組合せとして、正しいものは(1)～(5)のうちどれか。

　(1)　アルカリ性　　　弗化水素

　(2)　酸性　　　　　　　塩素

　(3)　アルカリ性　　　塩化水素

　(4)　酸性　　　　　　　弗化水素

　(5)　アルカリ性　　　塩素

15下

　　　Ａ及びＢの語句の組合せとして正しいものは(1)～

　　　(5)のうちどれか。

　(1)　アルカリ性

　(2)　酸性

　(3)　アルカリ性

　(4)　酸性

　(5)　アルカリ性

H64
2 粉じん

H75
４ 二酸化硫黄　：　ガス

H90
2 次亜塩素酸塩溶液と酸が混ざると塩素ガスが発生する

H102
2 次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液が混ざると塩素ガスが発生する
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③職業性疾病（有害物）

問１１ 化学物質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）酢酸メチルによる中毒では、再生不良性貧血や白

血病などがみられる。

（２）ノルマルヘキサンによる中毒では、多発性神経炎がみられる。

（３）シアン化水素による中毒では、細胞内での酸素利

用の障害による呼吸困難や痙攣がみられる。

（４）二酸化硫黄による慢性中毒では、慢性気管支炎や

歯牙酸蝕症がみられる。

（５）弗化水素による慢性中毒では、骨の硬化や斑状歯

がみられる。

問１７　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。

　　　や溶血などがみられる。

　　　呼吸困難や痙攣などがみられる。

　　　精神障害などがみられる。

　　　障害がみられる。

　　　みられる。

問１７　化学物質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。

　　　溶血などがみられる。

　　　呼吸困難、痙攣などがみられる。

　　　などがみられる。

問１７　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。

　　　機能の障害がみられる。

　　　による呼吸困難や痙攣などがみられる。

　　　等の精神障害などがみられる。

　　　貧血や溶血などがみられる。

　　　みられる。

ａ.化学物質全般

13上

13下

　(1)　一酸化炭素による中毒では、ヘモグロビン合成の障害による貧血

　(2)　シアン化水素による中毒では、細胞内の酸素の利用の障害による

　(3)　弗化水素による中毒では、脳神経細胞が侵され、幻覚、錯乱等の

　(4)　塩素による中毒では、再生不良性貧血や溶血などの造血機能の

　(5)　二酸化窒素による慢性中毒では、骨の硬化や斑状歯などが

14上

　(1)　一酸化炭素による中毒では、ヘモグロビン合成の障害による貧血、

　(2)　シアン化水素による中毒では、細胞内での酸素利用の障害による

　(3)　硫化水素による中毒では、意識消失、呼吸麻痺などがみられる。

　(4)　二酸化硫黄による慢性中毒では、慢性気管支炎、歯牙酸蝕症

　(5)　弗化水素による慢性中毒では、骨の硬化、斑状歯などがみられる。

14下

　(1)　塩素による中毒では、再生不良性貧血や溶血などの造血

　(2)　シアン化水素による中毒では、細胞内の酸素の利用の障害

　(3)　弗化水素による中毒では、脳神経細胞が侵され、幻覚、錯乱

　(4)　一酸化炭素による中毒では、ヘモグロビン合成の障害による

　(5)　二酸化窒素による慢性中毒では、骨の硬化や斑状歯などが

H130
1 酢酸メチル：視神経障害

H142
2 シアン化水素は細胞の酸欠 (1)ＣＯは酸素より先にヘモグロビンに結合し細胞の酸欠を起こす (3)肺炎、肺水腫、歯牙酸蝕症など (4)咽頭痛、肺水腫など (5)粘膜刺激、歯牙酸蝕症など

H155
1 一酸化炭素が血液中のヘモグロビンに結合し酸素が運ばれなくなることによる体内各組織の酸素欠乏

H166
2 体の細胞内の呼吸を障害 (1)粘膜刺激症状。高濃度で肺水腫 (3)肺炎、肺水腫、骨の硬化、斑状歯、歯牙酸蝕症 (4)体内各組織の酸素欠乏状態 (5)粘膜刺激、歯牙酸蝕症、慢性気管支炎、胃腸障害
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問１１　化学物質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。

　　　がみられる。

　　　みられる。

　　　障害による呼吸困難や痙攣がみられる。

　　　歯牙酸蝕症がみられる。

　　　みられる。

問１７　化学物質と、それにより発症するおそれのある主たる

　　　がんとの組合せとして、正しいのは次のうちどれか。

１６上 問１７　化学物質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。

　　炎などがみられる。

　　肝機能障害などがみられる。

　　によるチアノーゼなどがみられる。

Ｐ６８

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）じん肺は、粉じんを吸入することによって肺に生

じた線維増殖性変化を主体とする疾病である。

石灰化を伴う胸膜肥厚や胸膜中皮腫を生じさせると

いう特徴がある。

（３）じん肺は、肺結核のほか、続発性気管支炎、続発

性気胸、原発性肺がんなどを合併することがある。

（４）溶接工肺は、溶接に際して発生する酸化鉄ヒュー

ムのばく露によって発症するじん肺である。

（５）炭素を含む粉じんもじん肺を起こすことがある。

問１５　粉じん（ヒュームを含む）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。

　　　を主体とする疾病である。

　　　肥厚や胸膜中皮腫を生じさせるという特徴がある。

　　　肺がんなどを合併することがある。

　　　発症するじん肺である。

15上

　(1)　酢酸メチルによる中毒では、再生不良性貧血や白血病

　(2)　ノルマルヘキサンによる中毒では、多発性神経炎が

　(3)　シアン化水素による中毒では、細胞内での酸素利用の

　(4)　二酸化硫黄による慢性中毒では、慢性気管支炎や

　(5)　弗化水素による慢性中毒では、骨の硬化や斑状歯が

Ｐ８５　表4-4

15下

　(1)　ベンゼン　‥‥‥‥‥‥‥‥‥　白血病

　(2)　ベンジジン　‥‥‥‥‥‥‥‥ 　胃がん

　(3)　ビス（クロロメチル）エーテル‥‥ 膀胱がん

　(4)　コールタール　‥‥‥‥‥‥‥　 肝血管肉腫

　(5)　石綿　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 皮膚がん

　(1)　酢酸メチルによる健康障害では、視力低下、視野狭窄などがみられる。

　(2)　ノルマルヘキサンによる健康障害では、頭痛、めまい、多発性神経

　(3)　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドによる健康障害では、頭痛、めまい、

　(4)　弗化水素による健康障害では、貧血、溶血、メトヘモグロビン形成

　(5)　ベンゼンによる健康障害では、再生不良性貧血、白血病などがみられる。

ｂ.粉じん

13上 問１５ 粉じん(ヒュームを含む。)による健康障害に関する

（２）鉱物性粉じんに含まれる遊離けい酸(ＳiＯ
２
 )は、

13下

　(1)　じん肺は、粉じんを吸入することによって肺に生じた繊維増殖性変化

　(2)　鉱物性粉じんに含まれる遊離けい酸（ＳｉＯ
２
）は、石灰化を伴う胸膜

　(3)　じん肺は、肺結核のほか、続発性気管支炎、続発性気胸、原発性

　(4)　溶接工肺は、溶接の際に発生する酸化鉄ヒュームのばく露によって

　(5)　炭素を含む粉じんもじん肺を起こすことがある。

H187
1 視神経障害 (2)ノルマルヘキサン：多発性神経炎（要暗記） (3)細胞内の酸素利用障害による呼吸困難・痙攣 (4)気管支炎、歯牙酸蝕症 (5)骨の硬化、斑状歯

H202
1 (2)膀胱がん (3)肺がん (4)皮膚がん、肺がん (5)肺がん

H210
４ 弗化水素：　肺炎、肺水腫、骨の硬化、斑状歯、歯牙酸蝕症

H223
2 遊離けい酸の吸入により、線維性の結節が形成される→けい肺。 胸膜肥厚（石灰化）、胸膜中皮種→石綿肺

H237
2 遊離ケイ酸で起きるけい肺は線維性の結節が形成される 胸膜肥厚、胸膜中皮腫は石綿肺
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問１５　粉じん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。

　　　性変化を主体とする疾病で、けい肺、石綿肺などがある。

　　　によって発症するじん肺である。

　　　腫等の重篤な疾病を起こすおそれがある。

　　　ぜんそくを起こすことがある。

問１２　粉じん（ヒュームを含む）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。

　　　増殖性変化を主体とする疾病である。

　　　を伴う胸膜肥厚や胸膜中皮腫を生じさせるという特徴がある。

　　　原発性肺がんなどを合併することがある。

　　　ばく露によって発症するじん肺である。

ｐ６９

問２０ 金属による中毒に関する次の記述のうち、正しいも

のはどれか。

（１）鉛中毒では、貧血、伸筋麻痺、腹部の疝痛などの

症状がみられる。

（２）ベリリウム中毒では、溶血性貧血、尿の赤色化な

どの症状がみられる。

（３）マンガン中毒では、指の骨の溶解、肝臓の血管肉

腫などがみられる。

（４）クロム中毒では、低分子蛋白尿、歯への黄色の色

素沈着、視野狭窄などの症状がみられる。

（５）金属水銀中毒では、骨軟化症、鼻中隔穿孔などの

症状がみられる。

問１５　金属等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。

　　　震えなどがみられる。

　　　がみられる。

問１７　金属による中毒に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。　

　　　手指の震えなどの症状がみられる。

　　　症状がみられる。

　　　がみられる。

　　　がみられる。

　　　穿孔などの症状がみられる。

14下

　(1)　じん肺は、粉じんを吸入することによって肺に生じた繊維増殖

　(2)　じん肺は、続発性気管支炎、肺結核などを合併することがある。

　(3)　けい肺は、鉄、アルミニウムなどの金属粉じんを吸入すること

　(4)　石綿は、その粉じんを吸入することによって肺がんや胸膜中皮

　(5)　米杉、ラワンなどの木材は、その粉じんを吸入することによって

15上

　(1)　じん肺は、粉じんを吸入することによって肺に生じた繊維

　(2)　鉱物性粉じんに含まれる遊離けい酸（ＳｉＯ
２
）は、石灰化

　(3)　じん肺は、肺結核のほか、続発性気管支炎、続発性気胸、

　(4)　溶接工肺は、溶接に際して発生する酸化鉄ヒュームの

　(5)　炭素を含む粉じんもじん肺を起こすことがある。

ｃ.金属

13上

14上

　(1)　金属水銀中毒では、感情不安定、幻覚などの精神障害や手指の

　(2)　鉛中毒では、貧血、末梢神経障害、腹部の疝痛などがみられる。

　(3)　マンガン中毒では、指の骨の溶解、肝臓の血管肉腫などがみられる。

　(4)　カドミウム中毒では、上気道炎、肺炎、腎障害などがみられる。

　(5)　砒素中毒では、角化症、黒皮症などの皮膚障害や鼻中隔穿孔など

15上

　(1)　金属水銀中毒では、感情不安定、幻覚などの精神障害や

　(2)　鉛中毒では、貧血、末梢神経障害、腹部の疝痛などの

　(3)　マンガン中毒では、指の骨の溶解、肝臓の血管肉腫など

　(4)　カドミウム中毒では、上気道炎、肺炎、腎障害などの症状

　(5)　砒素中毒では、角化症、黒皮症などの皮膚障害や鼻中隔

H250
3 遊離けい酸（土、ガラス等）が原因 (1)じん肺は粉じん（種類に関係ない）による (2)肺結核等の合併有り (4)石綿肺：胸膜肥厚、胸膜中皮種等 (5)米杉、ラワン：　喘息

H265
2 胸膜肥厚、胸膜中皮腫は石綿肺 (1)じん肺：粉じんにより肺に生じた線維増殖性変化 (3)肺結核等を合併する (4)溶接工肺：溶接で発生するヒュームにより発症 (5)じん肺は粉じんの種類に関係なく発生する

H277
1 (2)接触性皮膚炎、皮膚潰瘍、肺炎　慢性中毒で慢性ベリリウム肺 (3)慢性中毒では筋のこわばり、ふるえ、歩行困難 (4)皮膚障害、鼻の障害（鼻中隔穿孔）、肺がん、上気道がん (5)手指のふるえ、精神障害

H292
3 マンガン：筋のこわばり、歩行困難など

H300
3 筋のこわばり、ふるえ、歩行困難（要暗記） (1)精神障害、手指の震え (2)貧血、末梢神経障害、腹部の疝痛 (4)上気道炎、肺炎、腎障害 (5)角化症、黒皮症、鼻中隔穿孔
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問１５　金属など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。

　　　障害や手指の震えなどの症状・障害がみられる。

　　　がみられる。

　　　などのパーキンソン病に似た症状・障害がみられる。

　　　の症状・障害がみられる。

　　　末梢神経障害などがみられる。

１６上 問１５　金属など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。

　　震えなどの症状・障害がみられる。

　　ンソン病に似た症状・障害がみられる。

　　みられる。

　　などがみられる。

Ｐ７３

問１３ 有機溶剤に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）有機溶剤は、呼吸器から吸収されやすいが、皮膚

から吸収されるものもある。

（２）トルエンのばく露の生物学的モニタリングの指標

としての尿中代謝物は、メタノールである。

（３）キシレンのばく露の生物学的モニタリングの指標

としての尿中代謝物は、メチル馬尿酸である。

（４）有機溶剤による皮膚又は粘膜の障害としては、皮

膚の角化、結膜炎などがある。

（５）低濃度の有機溶剤の繰り返しばく露では、頭痛、

めまい、物忘れ、不眠などの不定愁訴がみられる。

１３下 問１３　有機溶剤に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

　　　皮膚から吸収されることはない。

　　　などの造血器障害である。

　　　脳血管障害である。

問１３　有機溶剤に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

　　　吸収されるものもある。

　　　を伴う脳血管障害である。

　　　結膜炎などがある。

　　　記憶力減退、不眠などの不定愁訴がみられる。

15下

　(1)　金属水銀中毒では、感情不安定、幻覚などの精神

　(2)　鉛中毒では、骨の硬化、斑状歯などの症状・障害

　(3)　マンガン中毒では、筋のこわばり、震え、歩行困難

　(4)　カドミウム中毒では、上気道炎、肺炎、腎障害など

　(5)　砒素中毒では、角化症、黒皮症などの皮膚障害、

　(1)　金属水銀中毒では、感情不安定、幻覚などの精神障害や手指の

　(2)　鉛中毒では、骨の硬化、斑状歯などの症状・障害がみられる。

　(3)　マンガン中毒では、筋のこわばり、震え、歩行困難などのパーキ

　(4)　カドミウム中毒では、上気道炎、肺炎、腎障害などの症状・障害が

　(5)　砒素中毒では、角化症、黒皮症などの皮膚障害、末梢神経障害

ｄ.有機溶剤

13上

　(1)　有機溶剤の蒸気は、空気より重く、呼吸器から吸収されやすいが

　(2)　有機溶剤は、脂溶性が低いため、脂肪の多い脳などには入りにくい。

　(3)　二硫化炭素による健康障害として顕著なものは、再生不良性貧血

　(4)　トルエンによる健康障害として顕著なものは、網膜細動脈瘤を伴う

　(5)　酢酸メチルによる健康障害では、視力低下、視野狭窄などがみられる。

14下

　(1)　有機溶剤は、呼吸器から吸収されやすいが、皮膚から

　(2)　メタノールによる障害として顕著なものは、網膜細動脈瘤

　(3)　二硫化炭素は、精神障害を起こすことがある。

　(4)　有機溶剤による皮膚や粘膜の症状には、皮膚の角化、

　(5)　低濃度の有機溶剤の繰り返しばく露では、頭痛、めまい、

H312
2 貧血、末梢神経障害、腹部の疝痛、腎障害 (1)手指の震え等 (3)筋のこわばり、歩行困難 (4)上気道炎、肺炎など (5)角化症、黒皮症等

H324
２ 鉛は貧血、末梢神経障害、腹部の疝痛、腎障害など

H338
2 トルエンの尿中代謝物は馬尿酸

H350
5 (1)皮膚からも吸収される (2)脂溶性が高い。脳に入る (3)神経障害 (4)麻酔作用による中枢抑制など

H361
2 視神経障害 (1)皮膚からも吸収される (3)神経障害（意識障害、精神異常） (4)皮膚の角化、結膜炎などあり (5)低濃度の繰り返しばく露による慢性中毒では不定愁訴あり
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Ｐ７８

１６上 問１３　一酸化炭素に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

　　かないことが多い。

　　し、体内の各組織が酸素欠乏状態を起こすことにより発生する。

　　混濁がみられ、濃度や吸入時間によっては死亡に至る。

　　れることがある。

②職業性疾病（有害物以外）

Ｐ８６

問１６ 作業環境における有害因子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）減圧症は、潜函作業や潜水作業で、高圧下から急

激に減圧したとき発生し、皮膚のかゆみ、関節痛、

神経の麻痺などの症状がみられる。

（２）金属熱は、亜鉛、銅その他の金属の溶解時などに

発生するヒュームを吸入した後に発生し、悪寒、発

熱、関節痛などの症状がみられる。

（３）熱中症のうち、熱痙攣は、高温環境下で多量に発汗

したとき、水分だけが補給されて、血液中の塩分濃度

が低下することによって発生し、筋肉痙攣がみられる。

（４）低体温症は、全身が冷やされ体内温度が２５℃以

下にまで低下したとき発生し、意識消失、筋の硬直

などの症状がみられる。

症状の一つで、冬季に現れやすい。

問１６　作業環境における有害因子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。

　　　吐き気などの症状がみられる。

　　　従事した際に、高温により体温調節機能が障害を受けることにより発生

　　　する。

　　　込んでいた酸素が気泡となり、血管を閉塞したり組織を圧迫することに

　　　より発生する。

　　　脂溶性による皮膚炎、角化などの症状がみられる。

　　　寒冷にばく露することによって発生する。

ｅ.一酸化炭素

　(1)　一酸化炭素は、無色・無臭の気体であるため、吸入しても気が付

　(2)　一酸化炭素は、エンジンの排気ガス、たばこの煙などに含まれる。

　(3)　一酸化炭素中毒は、血液中のグロブリンと一酸化炭素が強く結合

　(4)　一酸化炭素中毒では、息切れ、頭痛などから始まり、虚脱や意識

　(5)　一酸化炭素中毒の後遺症として、健忘やパーキンソン症状がみら

ａ.有害因子全般

13上

（５）レイノー現象(白指発作)は、振動障害の特徴的な

13下

　(1)　空気中の酸素濃度が１５～１６％程度の酸素欠乏症では、一般に頭痛

　(2)　金属熱は、鉄、アルミニウムなどの金属を溶融する作業などに長時間

　(3)　潜水業務における減圧症は、浮上による減圧に伴い、血液中に溶け

　(4)　鉛中毒では、中枢神経系の麻酔作用による頭痛、めまい、失神と

　(5)　凍瘡は、皮膚組織の凍結壊死を伴うしもやけのことで、０℃以下の

H376
３ 一酸化炭素が結合するのは赤血球中のヘモグロビン

H392
4 低体温症　：　体内温度が全体的に３５℃以下に冷やされ発生

H408
1 １５％程度の軽い酸欠は高山病と同じ症状（高山病は軽い酸欠） (2)金属熱は酸化鉛等のヒュームを吸引後に起きる発熱 (3)血液中の窒素により起きる (4)鉛は貧血、末梢神経障害、腹部の疝痛、腎障害 (5)凍瘡はしもやけのこと。凍結壊死はしない
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問１６　作業環境における有害因子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。

　　　被ばく線量がしきい値を超えると発生率及び重症度が線量に応じて

　　　増加する。

　　　へ水分だけが補給されたとき、体内の塩分濃度が低下することにより

　　　発生する。

　　　が麻痺することにより発生し、長期間にわたる発熱、関節痛などの症状

　　　がみられる。

　　　寒冷にばく露することによって発生する。

　　　込んでいた酸素が気泡となり、血管を閉塞したり組織を圧迫することに

　　　より発生する。

問１６　作業環境における有害要因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。

　　　に分類され、発生する確率が被ばく線量の増加に応じて増加する。

　　　代償的に心拍数が減少することにより生じ、発熱、徐脈、めまい

　　　などの症状がみられる。

　　　中枢が麻痺することにより発生し、長期間にわたる発熱、間接痛

　　　などの症状がみられる。

　　　の寒冷にばく露することによって発生する。

　　　溶け込んでいた酸素が気泡となり、血管を閉塞したり組織を圧迫

　　　することにより発生する。

問１６　作業環境における有害因子による健康障害に関する

　　　次の記述のうち、正しいのはどれか。

　　　部位の組織を加熱する作用がある。

　　　に血液がたまり、脳への血液の流れが少なくなることにより

　　　発生し、めまい、失神などの症状がみられる。

　　　手指のしびれ感などの末梢神経障害がみられ、局所振動

　　　障害では、関節痛などの筋骨格系障害がみられる。

　　　ヒュームを吸入したとき発生し、悪寒、発熱、関節痛など

　　　の症状がみられる。

14上

　(1)　電離放射線による中枢神経系障害は、確率的影響に分類され、

　(2)　熱痙攣は、多量の発汗により体内の水分と塩分が失われたところ

　(3)　金属熱は、金属の溶融作業において、高温環境により体温調節中枢

　(4)　凍瘡は、皮膚組織の凍結壊死を伴うしもやけのことで、０℃以下の

　(5)　潜水業務における減圧症は、浮上による減圧に伴い、血液中に溶け

14下

　(1)　電離放射線の被ばくによる発がんと遺伝的影響は、確率的影響

　(2)　熱虚脱は、暑熱環境下で脳へ供給される血液量が増加したとき

　(3)　金属熱は、金属の溶融作業において、高温環境により体温調節

　(4)　凍瘡は、皮膚組織の凍結壊死を伴うしもやけのことで、0℃以下

　(5)　潜水業務における減圧症は、浮上による減圧に伴い、血液中に

15上

　(1)　マイクロ波は、赤外線より波長が短い電磁波で、照射

　(2)　熱痙攣は、高温環境下での労働において、皮膚の血管

　(3)　全身振動障害では、レイノー現象などの末梢循環障害や

　(4)　凍瘡は、皮膚組織の凍結壊死を伴うしもやけのことで、

　　　0℃以下の寒冷にばく露することによって発生する。

　(5)　金属熱は、金属の溶融作業などで亜鉛、銅などの

H436
2 (1)造血系障害、発ガン（白血病など）、白内障、遺伝的影響 (3)酸化亜鉛等のヒューム吸引により発生する発熱 (4)凍瘡は凍結壊死はしない (5)窒素の気泡により起こる

H453
1 確率的影響に分類され、発生する確率が被ばく線量の増加に応じて増加 (2)皮膚に血液がたまり、循環血液が減少し循環不全を呈する (3)酸化亜鉛等を吸入後数時間して発生（高温環境とは無関係） (4)しもやけ、凍結壊死はしない (5)血液中に溶け込んだ窒素

H469
5 悪寒、発熱など（熱中症ではない） (1)赤外線より波長が長い (2)発汗により塩分が喪失したところに水だけを飲み血中塩分が低下し発生 (3)レイノー現象は局所振動障害 (4)凍瘡はしもやけ、凍結壊死はない
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問１６　作業環境における有害要因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。

　　　確率的影響に分類され、発生する確率が被ばく線量

　　　の増加に応じて増加する。

　　　増加したとき、代償的に心拍数が減少することにより

　　　生じ、発熱、徐脈、めまいなどの症状がみられる。

　　　より体温調節中枢が麻痺することにより発生し、長期

　　　間にわたる発熱、関節痛などの症状がみられる。

　　　で、０℃以下の寒冷にばく露することによって発生する。

　　　血液中に溶け込んでいた酸素が気泡となり、血管を

　　　閉塞したり組織を圧迫することにより発生する。

１６上 問１６　作業環境における有害要因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。

　　頭痛、吐き気などの症状がみられる。

　　長時間従事した際に、高温により体温調節機能が障害を受けた

　　ことにより発生する。

　　溶け込んでいた酸素が気泡となり、血管を閉塞したり組織を圧迫

　　することにより発生する。

　　発生しやすい。

　　の寒冷にばく露することによって発生する。

Ｐ５０、９０

問１４ 作業環境における騒音及びそれ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）騒音レベルの測定は、通常、騒音計の周波数補正

分間ごとのピーク値の騒音レベルを平均化した評価

値で、変動する騒音に対して適用される。

（３）騒音性難聴は、音を神経に伝達する内耳の聴覚器

官の有毛細胞の変性と脱落によって起こる。

（５）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、交感神経の活動の亢進や

副腎皮質ホルモンの分泌の増加が認められることがある。

問１４　作業環境における騒音及びそれ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。

　　　いう特徴がある。

　　　の亢進や副腎皮質ホルモンの分泌の増加が認められることがある。

　　　として表した量である。

15下

　(1)　電離放射線の被ばくによる発がんと遺伝的影響は、

　(2)　熱虚脱は、暑熱環境下で脳へ供給される血液量が

　(3)　金属熱は、金属の溶融作業において、高温環境に

　(4)　凍瘡は、皮膚組織の凍結壊死を伴うしもやけのこと

　(5)　潜水業務における減圧症は、浮上による減圧に伴い

　(1)　空気中の酸素濃度が１５～１６％程度の酸素欠乏症では、一般に

　(2)　金属熱は、鉄、アルミニウムなどの金属を溶融する作業などに

　(3)　潜水業務による減圧症は、浮上による減圧に伴い、血液中に

　(4)　レイノー現象は、振動障害に特有の末梢神経障害で、夏季に

　(5)　凍瘡は、皮膚組織の凍結壊死を伴うしもやけのことで、０℃以下

ｃ.騒音

13上

回路のＡ特性で行い、その大きさはｄＢ(Ａ)で表示する。

（２）等価騒音レベルは、単位時間(１時間)について１０

（４）騒音性難聴の初期に認められる４０００Ｈz付近を

中心とする聴力低下の型をＣ５ ディップという。

14上

　(1)　騒音レベルの測定は、通常、騒音計の周波数補正回路のＡ特性で

　　　行い、その大きさdB(A)で表示する。

　(2)　騒音性難聴は、初期には気づかないことが多く、また、治りにくいと

　(3)　騒音は、自律神経系や内分泌系へも影響を与え、交感神経の活動

　(4)　騒音性難聴では、通常、会話音域より高い音域から聴力低下が始まる。

　(5)　等価騒音レベルは、変動する騒音のある時間範囲について、２５０、

　　　５００、１０００、２０００、４０００及び８０００Ｈzの音圧レベルの平均値

H497
1 発生確率は被ばく線量の増加に応じて増加する (2)循環血液が減少して発生 (3)金属熱は熱中症ではない (4)凍結壊死はしない (5)酸素ではなく窒素が原因

H515
１ (2)金属熱は酸化亜鉛等のヒュームを吸入後発生する発熱等（高温とは無関係） (3)窒素が血管を閉塞する (4)冬季に発生しやすい (5)凍瘡はしもやけ（凍結壊死はしない）  

H533
2 単位時間あたりの騒音レベルをエネルギー的に平均化した評価値

H548
5 単位時間あたりの騒音レベルをエネルギー的に平均化した評価値
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問１４　作業環境における騒音及びそれ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。

　　　Ａ特性で行い、その大きさはｄＢ（Ａ）で表示する。

　　　よって起こる。

　　　の活動の亢進や副腎皮質ホルモンの分泌の増加が認められ

　　　ることがある。

　　　が始まる。

　　　２５０、５００、１０００、２０００、４０００及び８０００Ｈｚの音圧レベル

　　　の平均値として表した量である。

問１４　作業環境における騒音及びそれによる健康障害に

　　　関する次のうち、誤っているものはどれか。

　　　のＡ特性で行い、その大きさはｄＢ（Ａ）で表示する。

　　　ごとのピーク値の騒音レベルを平均化した評価値で、

　　　変動する騒音に対して適用される。

　　　有毛細胞の変性によって起こる。

　　　交感神経の活動の亢進や副腎皮質ホルモンの分泌の

　　　増加が認められることがある。

問１４　作業環境における騒音及びそれによる健康障害に

　　　関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

　　　機能に障害を受けたことにより生じる。

　　　また、治りにくいという特徴がある。

　　　回路のＡ特性で行い、その大きさはｄＢ（Ａ）で表示する。

　　　のエネルギー的な平均値を表す量で、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している。

１６上 問１４　作業環境における騒音及びそれ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。

　　という特徴がある。

　　起こる。

　　影響を与えることがある。

　　的な平均値を表す量で、変動する騒音に対する人間の生理・心理的

　　反応とよく対応している。

14下

　(1)　騒音レベルの測定は、通常、騒音計の周波数補正回路の

　(2)　騒音性難聴は、内耳にある聴覚器官の有毛細胞の変性に

　(3)　騒音は、自律神経系や内分泌系へも影響を与え、交感神経

　(4)　騒音性難聴では、通常、会話音域より高い音域から聴力低下

　(5)　等価騒音レベルは、変動する騒音のある時間範囲について

15上

　(1)　騒音レベルの測定は、通常、騒音計の周波数補正回路

　(2)　等価騒音レベルは、単位時間（１時間）について１０分間

　(3)　騒音性難聴は、音を神経に伝達する内耳の聴覚器官の

　(4)　騒音性難聴の初期に認められる４０００Ｈｚ付近を中心

　　　とする聴力低下の型をＣ５ｄｉｐという。

　(5)　騒音は、自律神経系や内分泌系へも影響を与え、

15下

　(1)　騒音性難聴は、騒音により内耳の前庭や半規管の

　(2)　騒音性難聴は、初期には気付かないことが多く、

　(3)　騒音レベルの測定は、通常、騒音計の周波数補正

　(4)　騒音性難聴の初期に認められる４，０００Ｈｚ付近

　　　の音から始まる聴力低下の型をＣ５dipという。

　(5)　等価騒音レベルは、時間的に変動する騒音レベル

　(1)　騒音性難聴は、初期には気付かないことが多く、また、治りにくい

　(2)　騒音性難聴は、内耳にある聴覚器官の有毛細胞の変性によって

　(3)　騒音下では、神経的疲労が生じたり、自律神経系や内分泌系にも

　(4)　騒音性難聴は、通常、会話域である５００Hzから２，０００Hzの

　　周波数帯で著しい聴力低下を示し、この聴力低下の型をＣ５ｄｉｐという。

　(5)　等価騒音レベルは、時間的に変動する騒音レベルのエネルギー

H561
5 単位時間あたりの騒音レベルをエネルギー的に平均化した評価値 (1)騒音レベルはＡ特性　単位ｄＢ（Ａ） (2)内耳の聴覚器官の有毛細胞の脱落と変性 (3)交感神経の活動の亢進や副腎皮質ホルモンの分泌の増加が認められることがある (4)通常の会話音より高い音から始まる（4000HZ付近から始まる。会話は1000HZ程度）

H577
2 騒音レベルをエネルギー的に平均化した評価値（ピーク値ではない） (1)騒音はＡ特性で測定 (3)内耳の有毛細胞の変性・脱落による (4)Ｃ5dip：4000Hz付近を中心とする聴力低下 (5)交感神経の活動の亢進や副腎皮質ホルモンの分泌の増加が認められることがある

H590
1 聴覚は蝸牛。前庭・半規管は平衡感覚 (2)会話より高い音から始まるため初期は気づかない (3)騒音はＡ特性　単位dＢ (4)4000Hzからの聴力低下C5dip (5)等価騒音は騒音レベルのエネルギー的な平均値

H605
４ 騒音性難聴は通常の会話音より高い４，０００Hz付近の音から始まる。 Ｃ５ dip：４０００Ｈz付近から始まる特徴的な聴力低下の型
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Ｐ９２

問１４　レーザー光線に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

　　　を発生させることができる。

　　　出力パワーなどに基づくクラス分けに応じた労働衛生上の対策を

　　　講ずる必要がある。

⑤作業環境改善（局所排気装置） Ｐ１２８

問１８ 局所排気装置に関する次の記述のうち、正しいもの

はどれか。

（１）ダクトの形状には円形、角形などがあるが、その断

面積を大きくするほど、ダクトの圧力損失が増大する。

（２）フード開口部の周囲にフランジがあると、フラン

ジがないときに比べ、気流の整流作用が増し、大き

な排風量が必要となる。

（３）ドラフトチェンバ型フードは、発生源からの飛散

速度を利用して捕捉するもので、外付け式フードに

分類される。

（４）建築ブース型フードは、作業面を除き周りが覆わ

れているもので、囲い式フードに分類される。

（５）空気清浄装置を付設する局所排気装置を設置する

場合、排風機は、一般にフードに接続した吸引ダク

トと空気清浄装置の間に設ける。

問１８　次の図は局所排気装置のフードを模式的に表したものである。

　　　のうちどれか。

　　　　　　Ａ　　　　　　　　　　Ｂ　　　　　　　　　　　Ｃ

　　　　グリッド型　　　　キャノピー型　　　　チェンバー型

　　　　スロット型　　　　チェンバー型　　　　カバー型

　　　　クリッド型　　　　チェンバー型　　　　　カバー型

　　　　スロット型　　　　キャノピー型　　　　チェンバー型

　　　　スロット型　　　　キャノピー型　　　　カバー型

ｄ.電磁波（有害光線）

13下

　(1)　レーザー光線は、半導体製造、金属加工などに使用されている。

　(2)　レーザー光線は、連続スペクトルの白色の人工光線である。

　(3)　レーザー光線の強い指向性や集束性を利用し、高密度のエネルギー

　(4)　レーザー光線が目に入ると網膜を損傷することがある。

　(5)　レーザー光線にさらされるおそれがある業務は、レーザー機器の

13上

13下

　　　各図のフードの型式の名称の組合せとして正しいものは(1)～(5)

　(1)　外付け式　　　　レシーバー式　　　　囲い式ドラフト

　(2)　外付け式　　　　囲い式ドラフト　　　　レシーバー式

　(3)　外付け式　　　　囲い式ドラフト　　　　レシーバー式

　(4)　外付け式　　　　レシーバー式　　　　囲い式ドラフト

　(5)　外付け式　　　　レシーバー式　　　　レシーバー式

H624
2 一定の波長を持ち、位相がそろっている。さまざまな波長が有る←連続スペクトルではない

H637
4 (1)断面積を大きくすると圧力損失は低下する（搬送速度が低下） (2)フランジ設置で風量を節約できる (3)ドラフトチェンバーは囲い式 (4)建築ブースは囲い式 (5)排風機は空気清浄機の後に取り付ける

H653
1 Ａ外付けグリッド（格子）型 Ｂレシーバー式キャノピー型（気流の方向で受けている。） Ｃ囲い式ドラフトチェンバー（発散原を囲っている。作業面が開口している）
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問１８　有害物質を発散する屋内作業場の作業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。

　　　等の設置に優先して検討する。

　　　細すぎると圧力損失が増大することを考慮して、ダクト径を決める。

　　　を通過した後の空気が通る位置に設置する。

　　　できない場合は、装置内の圧力を外気圧より低くする。

　　　低下するので、排気量に見合った吸気経路を確保する。

問１３　有害物質を発散する屋内作業場の作業環境改善に関する

　　　次の記述のうち、誤っているものはどれか。

　　　排気装置などの設置に優先して検討する。

　　　が不足し、細すぎると圧力損失が増大することを考慮して、

　　　ダクト径を定めるる

　　　に接続された排風機を通過した後の空気が通る位置に設置する。

　　　完全に密閉できない場合は、装置内の圧力を外気圧より

　　　わずかに低くする。

　　　排気効果が低下するので、排気量に見合った給気経路

　　　を確保する。

問１８　局所排気装置の基本的な構成に関する次の文中のＡ、Ｂ、Ｃ

　　　　「局所排気装置は、有害物の発生源の近くにフード

　　　を設けて定常的な吸引気流をつくり、有害物が拡散

　　　する前に吸引除去するものであり、空気清浄装置を

　　　付設した場合の基本的な構成は、発生源の側から

　　　順に次のとおりである。

フード→吸引ダクト（枝ダクト→主ダクト）→

Ａ　→　Ｂ　→　Ｃ　→　排気口」

　　　　Ａ 　　　Ｂ 　　Ｃ

空気清浄装置 排気ダクト

空気清浄装置 ファン

ファン 排気ダクト

排気ダクト 空気清浄装置

ファン 空気清浄装置

問１１　化学物質等による疾病のリスクの低減措置を検討する

　　　場合、次のアからエの対策について、優先度の高い順に

　　　　ア　マニュアルの整備等の管理的対策

　　　　イ　有害性の高い化学物質等の使用の中止

　　　　ウ　化学物質等に係る機械設備等の密閉化、局所

　　　　　排気装置の設置等の労働衛生工学的対策

　　　　エ　個人用保護具の使用

14上

　(1)　粉じんを発散する作業工程では、密閉化や自動化を局所排気装置

　(2)　局所排気装置を設ける場合、ダクトが太すぎると搬送速度が不足し

　(3)　局所排気装置に設ける空気清浄装置は、ダクトに接続された排風機

　(4)　有害物質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

　(5)　局所排気装置を設置する場合は、吸気量が不足すると排気効果が

15上

　(1)　粉じんを発散する作業工程では、密閉化や湿式化を局所

　(2)　局所排気装置を設ける場合、ダクトが太すぎると搬送速度

　(3)　局所排気装置に設ける空気清浄装置は、原則として、ダクト

　(4)　有害物質を取り扱う装置を構造上又は作業上の理由で

　(5)　局所排気装置を設置する場合は、給気量が不足すると

15下

　　　に入れる語句の組合せとして、正しいものは(1)～(5)のうちどれか。

　(1)　ファン

　(2)　排気ダクト

　(3)　空気清浄装置

　(4)　ファン

　(5)　排気ダクト

15下

　　　並べたものは(1)～(5)のうちどれか。

　(1)　ア　－　イ　－　ウ　－　エ

　(2)　ア　－　イ　－　エ　－　ウ

　(3)　イ　－　ア　－　エ　－　ウ

　(4)　イ　－　ウ　－　ア　－　エ

　(5)　エ　－　ア　－　イ　－　ウ

H683
3 空気清浄装置（フィルターなど）は排風機の前に設置する

H697
3 空気清浄装置の前に設置する (1)粉じんの発散防止が優先 (2)太いと搬送速度（風速）不足。細いと圧力損失増大 (4)装置内の圧力を低くすれば発散を防止できる (5)排気する場合は給気が必要

H713
3 ファンは空気清浄装置の後に設置する

H728
4 有害物の使用禁止＞発散防止＞管理＞保護具 ハード対策が優先
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１６上 問１１　化学物質等による疾病のリスクの低減措置を検討する場合、

　　　次のアからエの対策について、優先度の高い順に並べたものは

　　　　　ア　マニュアルの整備等の管理的対策

　　　　　イ　有害性の高い化学物質等の使用の中止

　　　　　ウ　化学物質等に係る機械設備等の密閉化、局所排気装置

　　　　　　の設置等の労働衛生工学的対策

　　　　　エ　個人用保護具の使用

④作業環境測定 Ｐ１１７

問１７ 厚生労働省の「作業環境測定基準」及び「作業環境

評価基準」に基づく作業環境測定及びその結果の評価

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、有害物質に関する作業環境の状態を

単位作業場所の作業環境測定結果から評価するため

の指標として、行政的見地から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）Ｂ測定は、単位作業場所中の有害物質の発散源か

ら遠い場所で作業が行われる場合等において、有害

物質の作業者の位置における濃度を知るために行う

測定である。

（４）Ａ測定の第二評価値が管理濃度を超えている単位

作業場所の管理区分は、Ｂ測定の結果に関係なく第

三管理区分となる。

る単位作業場所の管理区分は、Ａ測定の結果に関係

なく第三管理区分となる。

問１８　厚生労働省の「作業環境測定基準」及び「作業環境評価

　　　基準」に基づく作業環境測定及びその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。

　　　の作業中の行動範囲、有害物の分布の状況などに基づいて

　　　設定する。

　　　場所ごとにその作業環境測定結果から評価するための指標とし

　　　て定められている。

　　　伴う作業の場合の労働者のばく露状況は、Ａ測定の実施結果

　　　により適正に評価することができる。

　　　場所で作業が行われる場合において、空気中の有害物質の

　　　最高濃度を知るために行う測定である。

　　　用いて求めた第一評価値及び第二評価値とＢ測定の測定値

　　　に基づき、単位作業場所を第一管理区分から第三管理区分

　　　までのいずれかに区分する。

　　　(1)～(5)のうちどれか。

　(1)　ア　－　イ　－　ウ　－　エ

　(2)　ア　－　イ　－　エ　－　ウ

　(3)　イ　－　ア　－　エ　－　ウ

　(4)　イ　－　ウ　－　ア　－　エ

　(5)　エ　－　ア　－　イ　－　ウ

13上

（５）Ｂ測定の測定値が管理濃度の１.５倍を超えてい

14下

　(1)　作業環境測定を実施する場合の単位作業場所は、労働者

　(2)　管理濃度は、有害物質に係る作業環境の状態を、単位作業

　(3)　原材料の反応槽への投入など間けつ的に有害物の発散を

　(4)　Ｂ測定は、単位作業場所中の有害物質の発散源に近接する

　(5)　Ａ測定とＢ測定を併せて行う場合は、Ａ測定の測定値を

H745
４ 有害物使用中止＞局排等設置＞マニュアル化＞保護具

H763
3 Ｂ測定 ：　有害物の発散源に近接した作業位置における最高濃度を知るために実施

H782
3 間欠的な有害物の発散はＢ測定 (1)作業中の行動範囲、有害物の分布などから設定 (2)管理濃度は結果から評価するための指標 (4)発散現に近接する場所での有害物の最高濃度を知るための測定 (5)Ａ測定の第一、第二評価値及びＢ測定の測定値に基づき管理区分を決める
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問１８　厚生労働省の「作業環境測定基準」及び「作業環境評価

　　　基準」に基づく作業環境測定及びその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。

　　　作業場所の作業環境測定結果から評価するための指標

　　　として設定されたものである。

　　　に大量の有害物質の発散を伴う作業における最高濃度を

　　　知るために行う測定である。

　　　平均的な分布を知るために行う測定である。

　　　管理濃度に満たない単位作業場所は、第一管理区分になる。

　　　の管理区分は、Ａ測定の結果に関係なく第三管理区分となる。

１６上 問１８　厚生労働省の「作業環境測定基準」及び「作業環境評価基準」

　　　に基づく作業環境測定及びその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。

　　物質へのばく露限界を示すものである。

　　有害物質の発散を伴う作業における最高濃度を知るために行う測定

　　である。

　　分布を知るために行う測定である。

　　満たない単位作業場所は、第一管理区分になる。

　　は、Ａ測定の結果に関係なく第三管理区分になる。

⑥保護具 Ｐ１８７

問１９ 呼吸用保護具に関する次の記述のうち、正しいもの

はどれか。

（１）防毒マスクの吸収缶の色は、一酸化炭素用は黒色

で、有機ガス用は赤色である。

（２）高濃度の有害ガスに対しては、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。

（３）型式検定合格標章のある防じんマスクでも、ヒュ

ームのような微細な粒子に対しては無効である。

（４）防じんマスクの手入れの際、ろ過材に付着した粉

じんは圧縮空気で吹き飛ばすか、ろ過材を強くたた

いて払い落として除去する。

（５）防じんマスクは作業に適したものを選択し、顔面

とマスクの面体の高い密着性が要求される有害性の

高い物質を取り扱う作業については、使い捨て式の

ものを選ぶ。

問１９　呼吸用保護具に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

　　　黄色である。

　　　無効である。

　　　で吹き飛ばすか、ろ過材を強くたたいて払い落として除去する。

　　　にタオルなどを当てて、密着度を高めるとよい。

15上

　(1)　管理濃度は、有害物質に関する作業環境の状態を単位

　(2)　Ａ測定は、原材料を反応槽へ投入する場合など、間欠的

　(3)　Ｂ測定は、単位作業場所における気中有害物資濃度の

　(4)　Ａ測定の第二評価値及びＢ測定の測定値がいずれも

　(5)　Ｂ測定の測定値が管理濃度を超えている単位作業場所

　(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

　(2)　Ａ測定は、原材料を反応槽へ投入する場合など、間欠的に大量の

　(3)　Ｂ測定は、単位作業場所における気中有害物質濃度の平均的な

　(4)　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

　(5)　Ｂ測定の測定値が管理濃度の１．５倍を超えている単位作業場所

13上

13下

　(1)　一酸化炭素用の防毒マスクの吸収缶の色は、赤色である。

　(2)　トルエン等の有機ガス用の防毒マスクの吸収缶の色は、

　(3)　型式検定合格標章のある防じんマスクでも、ヒュームに対しては

　(4)　防じんマスクの手入れの際、ろ過材に付着した粉じんは圧縮空気

　(5)　防じんマスクや防毒マスクの使用にあたっては、面体と顔面の間

H808
1 管理濃度は評価するための指標 (2)(3)Ａ測定：作業場所全体の平均的な分布を知るために実施 Ｂ測定 ：発散源に近接した作業位置における最高濃度を知るために実施 (4)Ａ測定の第一評価値 (5)管理濃度の1.5倍を超える場合

H824
５ Ｂ測定が管理濃度の１．５倍超の場合第三管理区分 (1)管理濃度は管理区分を決定する為の指標 (2)(3)Ａ測定、Ｂ測定が逆になっている。 (4)Ａ測定の第一評価値とＢ測定の測定値が管理濃度に満たない場合

H842
2 （1)一酸化炭素：赤、有機ガス：黒 (2)高濃度の場合は送気マスク等を使用 (3)検定付はヒュームにも有効 (4)粉じんが舞うような手入れは不可 (5)有害性の高い場合は取替え式を使う（使い捨て式は簡易作業で使用する）

H859
1 (2)有機ガス用は黒 (3)検定付きはヒュームにも有効 (4)粉じんが舞うような方法は禁止 (5)タオルなどを挟むと密着度が下がる（粉じんが侵入する）
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問１９　呼吸用保護具に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

　　　である。

　　　無効である。

　　　で吹き飛ばすか、ろ過材を強くたたいて払い落として除去する。

　　　にタオルなどを当てて、密着度を高めるとよい。

問１９　労働衛生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。　

　　　ガス用は黒色である。

　　　空気で吹き飛ばすか、ろ過材を強くたたいて払い落として除去する。

　　　中で防毒マスクを使用するときは、防じん機能を有する防毒マス

　　　クを選択する。

　　　などの作業の種類に応じて適切な遮光度番号のものを使用する。

　　　耳栓のどちらを選ぶかは、作業の性質や騒音の特性で決まる

　　　が、非常に強烈な騒音に対しては両者の併用も有効である。

問１９　呼吸用保護具に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

　　　面体との高い密着性が要求される有害性の高い物質を取り

　　　扱う作業については、使い捨て式のものを選ぶ。

　　　マスクと顔面との密着性が良くなる。

　　　も毒性の強いガス用の防毒マスクを使用する。

　　　時間を破過時間という。

問１９　労働衛生保護具などに関する次の記述のうち、誤って

　　　　いるものはどれか。

　　　有害物質を含む空気を拡散して呼吸域から除去する

　　　呼吸用保護具である。

　　　により作業者に供給する呼吸用保護具である。

　　　を当てて着用してはならない。

　　　収まるよう装着し、しめひもについては、耳にかける

　　　ことなく、後頭部において固定する。

　　　に付着しないようにする目的で塗布するものである。

１６上 問１９　呼吸用保護具に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

　　は無効である。

　　で吹き飛ばすか、ろ過材を強くたたいて払い落として除去する。

　　使用する。

14上

　(1)　一酸化炭素用の防毒マスクの吸収缶の色は、赤色である。

　(2)　トルエン等の有機ガス用の防毒マスクの吸収缶の色は、黄色

　(3)　型式検定合格標章のある防じんマスクでも、ヒュームに対しては

　(4)　防じんマスクの手入れの際、ろ過材に付着した粉じんは圧縮空気

　(5)　防じんマスクや防毒マスクの使用にあたっては、面体と顔面の間

14下

　(1)　防毒マスクの吸収缶の色は、一酸化炭素用は赤色で、有機

　(2)　防じんマスクの手入れの際、ろ過材に付着した粉じんは圧縮

　(3)　ガス又は蒸気状の有害物質が粉じんと混在している作業環境

　(4)　遮光保護具には、遮光度番号が定められており、溶接作業

　(5)　騒音作業における防音保護具として、耳覆い（イヤーマフ）と

15上

　(1)　防じんマスクは作業に適したものを選択し、顔面とマスクの

　(2)　防じんマスクの面体の接顔部に接顔メリヤスを使用すると、

　(3)　2種類以上の有害ガスが混在している場合には、そのうち最

　(4)　防毒マスクの吸収缶が除毒能力を喪失するまでの

　(5)　一酸化炭素用防毒マスクの吸収缶の色は、黄色である。

15下

　(1)　電動ファン付き呼吸用保護具は、電動ファンにより

　(2)　送気マスクは、清浄な空気をパイプ、ホースなど

　(3)　防じんマスクは、面体と顔面との間にタオルなど

　(4)　防毒マスクは、顔面と接する部分が適切な位置に

　(5)　保護クリームは、作業中に有害な物質が直接皮膚

　(1)　一酸化炭素用の防毒マスクの吸収缶の色は、赤色である。

　(2)　有機ガス用の防毒マスクの吸収缶の色は、黄色である。

　(3)　型式検定合格標章のある防じんマスクでも、ヒュームに対して

　(4)　防じんマスクの手入れの際、ろ過材に付着した粉じんは圧縮空気

　(5)　有毒ガスの濃度が高い場合には、電動ファン付き呼吸用保護具を

H870
1 (2)有機ガス用は黒 (3)ヒュームに対しても有効 (4)粉じんが舞うような方法は× (5)タオル等をはさむと密着度が落ちる

H881
2 粉じんが舞うような方法は× (1)一酸化炭素は赤、有機ガス黒 (3)粉じんがある場合は防じん機能も必要 (4)適切な遮光度番号のものを選ぶ (5)併用も可

H895
4 能力を失うまでの時間：破過時間 (1)高い密着性が要求される場合は取替え式を使用 (2)接顔部に物を挟まない (3)2種類以上のガスがある場合使用不可 (5)一酸化炭素は赤

H909
1 粉じんなどをフィルターでろ過し、その空気を電動ファンで面体内へ送り込むもの

H924
１ 一酸化炭素：赤 (2)有機ガス：黒 (3)検定付はヒュームにも有効 (4)粉じんが舞うような手入れは不可 (5)電動ファン付き呼吸用保護具は防じん用（石綿等の場合に使用）
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③特殊健康診断 Ｐ２１５、２２５

問２０　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。

　　　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。

　　　疾患との判別が、一般健康診断よりも一層強く求められる。

　　　又は軽度の場合はほとんど無自覚で、諸検査の結果により発見

　　　されることが多い。

　　　有害物の体内摂取量や有害物による軽度の影響の程度を把握

　　　するための検査である。

　　　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。

問２０　特殊健康診断に関する次の文中のＡからＣに入れる語句の組合

　　　　「特殊健康診断における有害物の体内摂取量を把握する検査として

　　　代表的なものが生物学的モニタリングである。有機溶剤の場合は生物

　　　学的半減期が　Ａ　ので、有機溶剤等健康診断における　Ｂ　の量の

　　　検査においては、　Ｃ　の時刻を厳重にチェックする必要がある。」

　　　　Ａ　　　　　　　　　Ｂ　　　　　　　　　　Ｃ

問２０　有害業務従事者に対する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。

　　　業務適正の判断と、その後の業務の影響を調べるための

　　　基礎資料を得る目的がある。

　　　他覚的所見より、自覚症状が先に出現するため、特殊健康

　　　診断では問診の重要性が高い。

　　　等健康診断における尿中の代謝物の量の検査のための

　　　採尿の時刻は、厳重にチェックする必要がある。

　　　有害物の体内摂取量や有害物による軽度の影響の程度を

　　　把握するための検査である。

13下

　(1)　有害業務への配置替えの際に行う特殊健康診断には、業務適正

　(2)　特殊健康診断では、対象とする特定の健康障害と類似の他の

　(3)　有害物質による健康障害の大部分は、急性発症を除き、初期

　(4)　特殊健康診断における生物学的モニタリングによる検査は、

　(5)　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

14上

　　　せとして、正しいものは(1)～(5)のうちどれか。

　(1)　短い　　　有機溶剤代謝物　　　　採尿

　(2)　長い　　　有機溶剤代謝物　　　　採血

　(3)　短い　　　尿中蛋白　　　　　　　　 採血

　(4)　長い　　　尿中蛋白　　　　　　　　 採尿

　(5)　短い　　　血清トリグリセライド　　採尿

14下

　(1)　有害業務への配置替えの際に行う特殊健康診断には、

　(2)　有害物質による健康障害の多くは、諸検査の異常などの

　(3)　多くの有機溶剤は、生物学的半減期が短いので、有機溶剤

　(4)　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回は冬季に行うとよい。

　(5)　特殊健康診断における生物学的モニタリングによる検査は

H938
5 有機溶剤の生物学的半減期が短い。鉛は任意で可

H951
1 この問題文は暗記して下さい 繰り返し出題されている問題です

H965
2 他覚的所見が先 (1)業務適正判断とその後の影響を調べるため実施 (3)有機溶剤は生物学的半減期が短い (4)冬季はレイノー現象等が起きやすいため (5)生物学的モニタリングで尿中の有機溶剤代謝物を調べるなど軽度の影響を調べる
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問２０　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。

　　　作業適正の判断と、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。

　　　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。

　　　他の疾患との判別が、一般健康診断よりも一層強く求められる。

　　　の他覚的所見より自覚症状が先に出現するため、特殊健康診断

　　　では問診の重要性が高い。

　　　診断における尿中の代謝物の量の検査のための採尿の時刻

　　　は、厳重にチェックする必要がある。

問２０　特殊健康診断に関する次の文中のＡからＣの語句

　　　　「特殊健康診断における有害物の体内摂取量を把握

　　　する検査として、代表的なものが生物学的モニタリング

　　　である。有機溶剤の場合は生物学的半減期が　Ａ

　　　ので、有機溶剤等健康診断における　Ｂ　の量の検査

　　　においては、　Ｃ　の時刻を厳重にチェックする必要が

　　　ある。」

　　　　Ａ 　　　Ｂ 　Ｃ

有機溶剤代謝物 採尿

有機溶剤代謝物 採血

有機溶剤代謝物 採血

尿中蛋白 採尿

尿中蛋白 採尿

１６上 問２０　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。

　　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。

　　へのばく露状況を把握する必要がある。

　　との判別や異常所見の業務起因性についての判断が、一般健康診断

　　よりも一層強く求められる。

　　他覚的所見より自覚症状が先に出現するため、特殊健康診断では

　　問診の重要性が高い。

　　有機溶剤等健康診断における尿中の代謝物の量の検査のための

　　採尿の時刻は、厳重にチェックする必要がある。

15上

　(1)　有害業務への配置替えの際に行う特殊健康診断には、

　(2)　特殊健康診断において適切な健診デザインを行うため

　(3)　特殊健康診断では、対象とする特定の健康障害と類似の

　(4)　有害物質による健康障害は、多くの場合、諸検査の異常など

　(5)　有機溶剤は、生物学的半減期が短いので、有機溶剤等健康

15下

　　　の組合せとして正しいものは(1)～(5)のうちどれか。

　(1)　短い

　(2)　長い

　(3)　短い

　(4)　長い

　(5)　短い

　(1)　有害業務への配置替えの際に行う特殊健康診断には、業務適正

　(2)　特殊健康診断の実施に当たっては、現在の作業内容及び有害要因

　(3)　特殊健康診断では、対象とする特定の健康障害と類似の他の疾患

　(4)　有害物質による健康障害は、多くの場合、諸検査の異常などの

　(5)　体内に取り込まれた有機溶剤の生物学的半減期は短いので、

H995
4 有害物質は自覚症状より他覚的所見が先 (1)配置替え時に適性判断と作業による影響を調べる (2)(3)作業に関係するかどうか？が重要 (5)「有機溶剤の生物学的半減期が短い」は要暗記

H1011
1 有機溶剤の生物学的半減期は短い。 検査するのは有機溶剤の尿中代謝物

H1026
４ 他覚的所見が先行する。初期は無自覚。 (5)有機溶剤の生物学的半減期は短い
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⑩作業管理 Ｐ１６８

問１１　労働衛生対策を進めていくに当たっては、作業管理、作業環境

　　　管理及び健康管理が必要であるが、次のＡからＥまでの対策例に

　　　　Ａ　ＶＤＴ作業における作業姿勢は、椅子に深く腰かけて背もたれ

　　　　　に背を十分あて、履き物の足裏全体が床に接した姿勢を基本

　　　　　とする。

　　　　Ｂ　有機溶剤業務を行う場所に設置した局所排気装置のフード

　　　　　付近の気流の風速を測定する。

　　　　Ｃ　放射線業務に従事する者の被ばく線量を蛍光ガラス線量計

　　　　　等の個人被ばく線量測定器により測定する。

　　　　Ｄ　ずい道建設工事の掘削作業において、土石又は岩石を湿潤

　　　　　な状態を保つための設備を設ける。

　　　　Ｅ　介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に従事する労働

　　　　　者に対し、腰痛予防体操を実施する。

問１１　労働衛生対策を進めるに当たっては、作業環境管理、作業

　　　管理及び健康管理が必要であるが、その中の作業管理に関する

　　　次の記述のうち、不適切なものはどれか。

　　　作業環境を良好な状態に維持することをいう。

　　　作業の標準化、労働者の教育、作業方法の改善等を行っていく

　　　ことが重要である。

　　　多岐にわたる。

　　　姿勢などによる身体への悪影響を減少させることが含まれる。

　　　有害な物資への身体のばく露を少なくすることが含まれる。

問１１　労働衛生対策を進めるに当たっては、作業環境管理、

　　　作業管理及び健康管理が必要であるが、その中の作業

　　　管理に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

　　　によって、作業環境を良好な状態に維持することをいう。

　　　評価して、作業の標準化、労働者の教育、作業方法の

　　　改善などを行っていくことが重要である。

　　　手法など多岐にわたる。

　　　作業負荷や姿勢などによる身体への悪影響を減少させ

　　　ることが含まれる。

　　　有害な物質への身体ばく露を少なくすることが含まれる。

終わり

安全衛生技術試験協会　公表試験問題より

13下

　　　ついて、作業管理に該当するもの組合せは(1)～(5)のうちどれか。

　(1)　Ａ、Ｂ

　(2)　Ａ、Ｃ

　(3)　Ｂ、Ｃ

　(4)　Ｃ、Ｄ

　(5)　Ｄ、Ｅ

14上

　(1)　作業管理とは、局所排気装置の設置等の工学的な対策によって

　(2)　作業管理を進めるには、作業の実態を調査・分析し、評価して、

　(3)　作業管理の手法は、労働生理学的手法、人間工学的手法等、

　(4)　作業管理の内容には、作業方法の変更などにより作業負荷や

　(5)　作業管理の内容には、労働衛生保護具の適正な使用により

14下

　(1)　作業管理とは、局所排気装置の設置などの工学的な対策

　(2)　作業管理を進めるには、作業の実態を調査・分析し、

　(3)　作業管理の手法は、労働生理学的手法、人間工学的

　(4)　作業管理の内容には、作業方法の変更などにより

　(5)　作業管理の内容には、労働衛生保護具の適正な使用により

H1056
2 作業管理はルールを決め守らせること ＢＤ作業環境管理 Ｅ健康管理

H1077
1 作業管理は作業方法を決め守らせること 局排設置等は作業環境管理

H1093
1 作業管理は作業の方法等を定め指導・訓練し守らせること 作業方法決定のために労働生理学的、人間工学的手法や保護具の検討等も含まれる



46 / 111 ページ

3
塩素、アンモニア、塩化水素、二酸化硫黄はガス

H7:

4
ニッケルカルボニル：蒸気

H18:

4
蒸気

H29:

3
硫酸ジメチルは蒸気又はミスト
(1)(4)(5)ガス
(2)粉じん

H40:

3
塩素、塩化水素、二硫化硫黄、アンモニア：ガス

H51:

2
粉じん

H64:

４
二酸化硫黄　：　ガス

H75:

2
次亜塩素酸塩溶液と酸が混ざると塩素ガスが発生する

H90:

2
次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液が混ざると塩素ガスが発生する

H102:

1
酢酸メチル：視神経障害

H130:

2
シアン化水素は細胞の酸欠
(1)ＣＯは酸素より先にヘモグロビンに結合し細胞の酸欠を起こす
(3)肺炎、肺水腫、歯牙酸蝕症など
(4)咽頭痛、肺水腫など
(5)粘膜刺激、歯牙酸蝕症など

H142:

1
一酸化炭素が血液中のヘモグロビンに結合し酸素が運ばれなくなることによる体内各組織の酸素欠乏

H155:

2
体の細胞内の呼吸を障害
(1)粘膜刺激症状。高濃度で肺水腫
(3)肺炎、肺水腫、骨の硬化、斑状歯、歯牙酸蝕症
(4)体内各組織の酸素欠乏状態
(5)粘膜刺激、歯牙酸蝕症、慢性気管支炎、胃腸障害

H166:

1
視神経障害
(2)ノルマルヘキサン：多発性神経炎（要暗記）
(3)細胞内の酸素利用障害による呼吸困難・痙攣
(4)気管支炎、歯牙酸蝕症
(5)骨の硬化、斑状歯

H187:

1
(2)膀胱がん
(3)肺がん
(4)皮膚がん、肺がん
(5)肺がん

H202:

４
弗化水素：　肺炎、肺水腫、骨の硬化、斑状歯、歯牙酸蝕症

H210:

2
遊離けい酸の吸入により、線維性の結節が形成される→けい肺。
胸膜肥厚（石灰化）、胸膜中皮種→石綿肺

H223:

2
遊離ケイ酸で起きるけい肺は線維性の結節が形成される
胸膜肥厚、胸膜中皮腫は石綿肺

H237:

3
遊離けい酸（土、ガラス等）が原因
(1)じん肺は粉じん（種類に関係ない）による
(2)肺結核等の合併有り
(4)石綿肺：胸膜肥厚、胸膜中皮種等
(5)米杉、ラワン：　喘息

H250:

2
胸膜肥厚、胸膜中皮腫は石綿肺
(1)じん肺：粉じんにより肺に生じた線維増殖性変化
(3)肺結核等を合併する
(4)溶接工肺：溶接で発生するヒュームにより発症
(5)じん肺は粉じんの種類に関係なく発生する

H265:

1
(2)接触性皮膚炎、皮膚潰瘍、肺炎　慢性中毒で慢性ベリリウム肺
(3)慢性中毒では筋のこわばり、ふるえ、歩行困難
(4)皮膚障害、鼻の障害（鼻中隔穿孔）、肺がん、上気道がん
(5)手指のふるえ、精神障害

H277:

3
マンガン：筋のこわばり、歩行困難など

H292:
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3
筋のこわばり、ふるえ、歩行困難（要暗記）
(1)精神障害、手指の震え
(2)貧血、末梢神経障害、腹部の疝痛
(4)上気道炎、肺炎、腎障害
(5)角化症、黒皮症、鼻中隔穿孔

H300:

2
貧血、末梢神経障害、腹部の疝痛、腎障害
(1)手指の震え等
(3)筋のこわばり、歩行困難
(4)上気道炎、肺炎など
(5)角化症、黒皮症等

H312:

２
鉛は貧血、末梢神経障害、腹部の疝痛、腎障害など

H324:

2
トルエンの尿中代謝物は馬尿酸

H338:

5
(1)皮膚からも吸収される
(2)脂溶性が高い。脳に入る
(3)神経障害
(4)麻酔作用による中枢抑制など

H350:

2
視神経障害
(1)皮膚からも吸収される
(3)神経障害（意識障害、精神異常）
(4)皮膚の角化、結膜炎などあり
(5)低濃度の繰り返しばく露による慢性中毒では不定愁訴あり

H361:

３
一酸化炭素が結合するのは赤血球中のヘモグロビン

H376:

4
低体温症　：　体内温度が全体的に３５℃以下に冷やされ発生

H392:

1
１５％程度の軽い酸欠は高山病と同じ症状（高山病は軽い酸欠）
(2)金属熱は酸化鉛等のヒュームを吸引後に起きる発熱
(3)血液中の窒素により起きる
(4)鉛は貧血、末梢神経障害、腹部の疝痛、腎障害
(5)凍瘡はしもやけのこと。凍結壊死はしない

H408:

2
(1)造血系障害、発ガン（白血病など）、白内障、遺伝的影響
(3)酸化亜鉛等のヒューム吸引により発生する発熱
(4)凍瘡は凍結壊死はしない
(5)窒素の気泡により起こる

H436:

1
確率的影響に分類され、発生する確率が被ばく線量の増加に応じて増加
(2)皮膚に血液がたまり、循環血液が減少し循環不全を呈する
(3)酸化亜鉛等を吸入後数時間して発生（高温環境とは無関係）
(4)しもやけ、凍結壊死はしない
(5)血液中に溶け込んだ窒素

H453:

5
悪寒、発熱など（熱中症ではない）
(1)赤外線より波長が長い
(2)発汗により塩分が喪失したところに水だけを飲み血中塩分が低下し発生
(3)レイノー現象は局所振動障害
(4)凍瘡はしもやけ、凍結壊死はない

H469:

1
発生確率は被ばく線量の増加に応じて増加する
(2)循環血液が減少して発生
(3)金属熱は熱中症ではない
(4)凍結壊死はしない
(5)酸素ではなく窒素が原因

H497:

１
(2)金属熱は酸化亜鉛等のヒュームを吸入後発生する発熱等（高温とは無関係）
(3)窒素が血管を閉塞する
(4)冬季に発生しやすい
(5)凍瘡はしもやけ（凍結壊死はしない）

H515:

2
単位時間あたりの騒音レベルをエネルギー的に平均化した評価値

H533:

5
単位時間あたりの騒音レベルをエネルギー的に平均化した評価値

H548:

5
単位時間あたりの騒音レベルをエネルギー的に平均化した評価値
(1)騒音レベルはＡ特性　単位ｄＢ（Ａ）
(2)内耳の聴覚器官の有毛細胞の脱落と変性
(3)交感神経の活動の亢進や副腎皮質ホルモンの分泌の増加が認められることがある
(4)通常の会話音より高い音から始まる（4000HZ付近から始まる。会話は1000HZ程度）

H561:
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2
騒音レベルをエネルギー的に平均化した評価値（ピーク値ではない）
(1)騒音はＡ特性で測定
(3)内耳の有毛細胞の変性・脱落による
(4)Ｃ5dip：4000Hz付近を中心とする聴力低下
(5)交感神経の活動の亢進や副腎皮質ホルモンの分泌の増加が認められることがある

H577:

1
聴覚は蝸牛。前庭・半規管は平衡感覚
(2)会話より高い音から始まるため初期は気づかない
(3)騒音はＡ特性　単位dＢ
(4)4000Hzからの聴力低下C5dip
(5)等価騒音は騒音レベルのエネルギー的な平均値

H590:

４
騒音性難聴は通常の会話音より高い４，０００Hz付近の音から始まる。
Ｃ５ dip：４０００Ｈz付近から始まる特徴的な聴力低下の型

H605:

2
一定の波長を持ち、位相がそろっている。さまざまな波長が有る←連続スペクトルではない

H624:

4
(1)断面積を大きくすると圧力損失は低下する（搬送速度が低下）
(2)フランジ設置で風量を節約できる
(3)ドラフトチェンバーは囲い式
(4)建築ブースは囲い式
(5)排風機は空気清浄機の後に取り付ける

H637:

1
Ａ外付けグリッド（格子）型
Ｂレシーバー式キャノピー型（気流の方向で受けている。）
Ｃ囲い式ドラフトチェンバー（発散原を囲っている。作業面が開口している）

H653:

3
空気清浄装置（フィルターなど）は排風機の前に設置する

H683:

3
空気清浄装置の前に設置する
(1)粉じんの発散防止が優先
(2)太いと搬送速度（風速）不足。細いと圧力損失増大
(4)装置内の圧力を低くすれば発散を防止できる
(5)排気する場合は給気が必要

H697:

3
ファンは空気清浄装置の後に設置する

H713:

4
有害物の使用禁止＞発散防止＞管理＞保護具
ハード対策が優先

H728:

４
有害物使用中止＞局排等設置＞マニュアル化＞保護具

H745:

3
Ｂ測定 ：　有害物の発散源に近接した作業位置における最高濃度を知るために実施

H763:

3
間欠的な有害物の発散はＢ測定
(1)作業中の行動範囲、有害物の分布などから設定
(2)管理濃度は結果から評価するための指標
(4)発散現に近接する場所での有害物の最高濃度を知るための測定
(5)Ａ測定の第一、第二評価値及びＢ測定の測定値に基づき管理区分を決める

H782:

1
管理濃度は評価するための指標
(2)(3)Ａ測定：作業場所全体の平均的な分布を知るために実施
Ｂ測定 ：発散源に近接した作業位置における最高濃度を知るために実施
(4)Ａ測定の第一評価値
(5)管理濃度の1.5倍を超える場合

H808:

５
Ｂ測定が管理濃度の１．５倍超の場合第三管理区分
(1)管理濃度は管理区分を決定する為の指標
(2)(3)Ａ測定、Ｂ測定が逆になっている。
(4)Ａ測定の第一評価値とＢ測定の測定値が管理濃度に満たない場合

H824:

2
（1)一酸化炭素：赤、有機ガス：黒
(2)高濃度の場合は送気マスク等を使用
(3)検定付はヒュームにも有効
(4)粉じんが舞うような手入れは不可
(5)有害性の高い場合は取替え式を使う（使い捨て式は簡易作業で使用する）

H842:

1
(2)有機ガス用は黒
(3)検定付きはヒュームにも有効
(4)粉じんが舞うような方法は禁止
(5)タオルなどを挟むと密着度が下がる（粉じんが侵入する）

H859:

1
(2)有機ガス用は黒
(3)ヒュームに対しても有効
(4)粉じんが舞うような方法は×
(5)タオル等をはさむと密着度が落ちる

H870:
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2
粉じんが舞うような方法は×
(1)一酸化炭素は赤、有機ガス黒
(3)粉じんがある場合は防じん機能も必要
(4)適切な遮光度番号のものを選ぶ
(5)併用も可

H881:

4
能力を失うまでの時間：破過時間
(1)高い密着性が要求される場合は取替え式を使用
(2)接顔部に物を挟まない
(3)2種類以上のガスがある場合使用不可
(5)一酸化炭素は赤

H895:

1
粉じんなどをフィルターでろ過し、その空気を電動ファンで面体内へ送り込むもの

H909:

１
一酸化炭素：赤
(2)有機ガス：黒
(3)検定付はヒュームにも有効
(4)粉じんが舞うような手入れは不可
(5)電動ファン付き呼吸用保護具は防じん用（石綿等の場合に使用）

H924:

5
有機溶剤の生物学的半減期が短い。鉛は任意で可

H938:

1
この問題文は暗記して下さい
繰り返し出題されている問題です

H951:

2
他覚的所見が先
(1)業務適正判断とその後の影響を調べるため実施
(3)有機溶剤は生物学的半減期が短い
(4)冬季はレイノー現象等が起きやすいため
(5)生物学的モニタリングで尿中の有機溶剤代謝物を調べるなど軽度の影響を調べる

H965:

4
有害物質は自覚症状より他覚的所見が先
(1)配置替え時に適性判断と作業による影響を調べる
(2)(3)作業に関係するかどうか？が重要
(5)「有機溶剤の生物学的半減期が短い」は要暗記

H995:

1
有機溶剤の生物学的半減期は短い。
検査するのは有機溶剤の尿中代謝物

H1011:

４
他覚的所見が先行する。初期は無自覚。
(5)有機溶剤の生物学的半減期は短い

H1026:

2
作業管理はルールを決め守らせること
ＢＤ作業環境管理
Ｅ健康管理

H1056:

1
作業管理は作業方法を決め守らせること
局排設置等は作業環境管理

H1077:

1
作業管理は作業の方法等を定め指導・訓練し守らせること
作業方法決定のために労働生理学的、人間工学的手法や保護具の検討等も含まれる

H1093:



〔関係法令（有害業務に係るもの以外）〕

①衛生管理体制

　

問２１　産業医の職務として法令で定められた事項に関する次の文中

　　　うちどれか。

　　　　「事業者は、産業医に、次の事項を含む労働者の健康管理等に

　　　関する事項で、医学に関する専門的知識を必要とするものを行わ

　　　せなければならない。

　　　・健康診断及び　Ａ　等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の

　　　健康を保持するための措置に関すること

　　　・　Ｂ　の維持管理に関すること

　　　・　Ｃ　に関すること」

　　　　　　Ａ　　　　　　　　　　Ｂ　　　　　　　　　　　Ｃ

システム　　　　　　の表明

メントシステム　　　の表明

メントシステム　

問２１　総括安全衛生管理者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。

　　　統括管理する者に準ずる者を充てることができる。

　　　認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業

　　　者に勧告することができる。

　　　１４日以内に選任しなければならない。

　　　を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

　　　事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しな

　　　ければならない。

問２１　衛生管理者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。

　　　障害を防止するための措置に関すること等の業務のうち

　　　衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

　　　得る権限を与えなければならない。

　　　設備、作業方法等に有害のおそれがあるときは、直ちに

　　　労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなけ

　　　ればならない。

　　　から１４日以内に選任しなければならない。

　　　必要があると認めるときは、事業者に対し、衛生管理者

　　　の増員又は解任を命ずることができる。

13下

　　　のＡからＣに入れる語句の組合せとして、正しいものは(1)～(5)の

　(1)　健康測定　　　作業環境　　　　　　衛生推進者の選任

　(2)　面接指導　　　作業環境　　　　　　作業の管理

　(3)　健康測定　　　化学物質管理　　　安全衛生に関する方針

　(4)　面接指導　　　安全衛生マネジ　　安全衛生に関する方針

　(5)　健康測定　　　安全衛生マネジ　　衛生推進者の選任

14上

　(1)　総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を

　(2)　都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると

　(3)　総括安全衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から

　(4)　総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書

　(5)　総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない

14下

　(1)　事業者は、衛生管理者に、労働者の危険又は健康

　(2)　事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし

　(3)　衛生管理者は、少なくとも毎月１回作業場等を巡視し、

　(4)　事業者は、衛生管理者を選任すべき事由が発生した日

　(5)　所轄労働基準監督署長は、労働災害を防止するため

H5
2 産業医の職務 ・健康診断及び面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること ・作業環境の維持管理に関すること ・作業の管理に関すること ・労働者の健康管理に関すること ・健康教育に関すること ・衛生教育に関すること

H25
1 準ずる者は不可 (2)災害防止の勧告は当然可 (3)(4)選任は14日以内。選任報告は遅滞なく (5)職務ができない場合は代理者要

H41
3 衛生管理者の巡視は1/週 (1)衛生にかかる技術的事項の管理が業務 (2)権限を与える必要あり (4)14日以内に選任 (5)必要があれば命令できる



問２１　衛生管理者が、その職務として行うべき業務として、

　　　法令上、誤っているものは次のうちどれか。

　　　衛生に係る技術的事項を管理すること。

　　　措置に関する業務のうち、衛生に係る技術的事項を

　　　管理すること。

　　　業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理すること。

　　　業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理すること。

　　　健康障害を防止するため必要な措置を講じること。

問２１　衛生管理者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。

　　　を防止するための措置に関すること等の業務のうち衛生に

　　　係る技術的事項を管理させなければならない。

　　　なし得る権限を与えなければならない。

　　　設備、作業方法等に有害のおそれがあるときは、直ち

　　　に、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を

　　　講じなければならない。

　　　必要があると認めるときは、事業者に対し、衛生管理者

　　　の増員又は解任を命ずることができる。

１６上 問２１　衛生管理者の職務に関する次の文中に入れるＡからＣの語句

　　　　　「常時５０人以上の労働者を使用する事業場の事業者は、

　　　　衛生管理者を選任し、その者に　Ａ　が統括管理すべき業務

　　　　のうち、衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

　　　　衛生管理者は、少なくとも　Ｂ　作業場等を巡視し、設備、作業

　　　　方法又は　Ｃ　に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の

　　　　健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」

　　　　　　　Ａ　　　　　　　　　　　　　　Ｂ　　　　　　　　Ｃ　

15上

　(1)　安全衛生に関する方針の表明に関する業務のうち、

　(2)　健康診断の実施その他健康の保持増進のための

　(3)　労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関する

　(4)　労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関する

　(5)　少なくとも毎月１回、作業場等を巡視し、労働者の

15下

　(1)　事業者は、衛生管理者に、労働者の危険又は健康障害

　(2)　事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置を

　(3)　衛生管理者は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、

　(4)　事業者は、衛生管理者を選任すべき事由が発生した

　　　日から14日以内に選任しなければならない。

　(5)　所轄労働基準監督署長は、労働災害を防止するため

　　　の組合せとして、法令上、正しいのは(1)～(5)のうちどれか。

　(1)　総括安全衛生管理者　　　毎週1回　　　　衛生状態

　(2)　総括安全衛生管理者　　　毎月1回　　　　作業環境

　(3)　総括安全衛生管理者　　　毎週1回　　　　作業条件

　(4)　産業医　　　　　　　　　　　　毎週1回　　　　作業環境

　(5)　産業医　　　　　　　　　　　　毎月1回　　　　衛生状態

H59
5 衛生管理者の職場巡視は１/週 衛生管理者の職務は総括安全衛生管理者の職務中　衛生に係る技術的事項

H74
3 巡視は1/週 (1)衛生管理者の業務は総括安全衛生管理者の業務中衛生に係る技術的事項 (2)衛生管理者には必要な権限を与えなければならない (4)選任する事由が発生後14日以内に選任 (5)労働基準監督署長には労災防止のための権限がある

H89
１ 総括安全衛生管理者の業務中　衛生に係る技術的事項を管理させる。 巡視は１／週 設備、作業方法、衛生状態に問題がある場合は必要な措置をとる



②雇い入れ時の安全教育

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）常時使用する労働者数が１０人未満の事業場であ

っても、教育を省略することはできない。

（２）３か月以内の期間を定めて雇用する労働者であっ

ても、教育を省略することはできない。

（３）教育事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技

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。

（４）百貨店など各種商品小売業の事業場においては、

「作業開始時の点検に関すること」についての教育

を省略することができる。

（５）銀行など金融業の事業場においては、「作業手順

に関すること」についての教育を省略することがで

きる。

③健康診断

問２４ 労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目の

うち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必

要でないと認めるときは省略することができる項目に

該当しないものはどれか。

（１）腹囲の検査

（２）心電図検査

（３）肝機能検査

（４）血中脂質検査

（５）自覚症状及び他覚症状の有無の検査

問２３　労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目のうち、

　　　厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと

　　　認めるときは省略することができる項目に該当しないものは

　　　どれか。

問２３　労働安全衛生規則に規定されている医師による健康診断について、

　　　法令に違反しているものは次のうちどれか。

　　　意見を聴いて、貧血検査及び心電図検査を省略している。

　　　に１回、定期に健康診断を行っているが、胸部エックス線検査について

　　　は、１年以内ごとに１回しか行っていない。

　　　就かせるとき、一時的な就業の場合を除いて、海外派遣労働者健康

　　　診断を行っている。

　　　の結果について、所轄労働基準監督署長に報告を行っていない。

　　　結果について、所轄労働基準監督署長に報告を行っていない。

13上

13上

13下

　(1)　腹囲の検査

　(2)　心電図検査

　(3)　肝機能検査

　(4)　血中脂質検査

　(5)　自覚症状及び他覚症状の有無の検査

14上

　(1)　雇入時の健康診断において、３５歳未満の者については、医師の

　(2)　深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、６か月以内ごと

　(3)　海外に６か月以上派遣して帰国した労働者について、国内の業務に

　(4)　常時５０人の労働者を使用する事業場において、雇入時の健康診断

　(5)　常時４０人の労働者を使用する事業場において、定期健康診断の

H118
4 小売業は製造業などと同じとなるため省略できない（省略できる業種は総括安全衛生管理者を1000人以上の場合に選任する業種）

H137
5 定期健診で省略できるのは主に40歳未満が受診しない項目（1)～(4)は40未満は受診しない（医師の判断で省略されている）

H147
5 省略可の項目は40歳未満の人が受診しない項目 （←医師の判断で省略されている）

H157
1 雇入時は省略不可 (2)胸部Ｘ線検査は1/年で可 (3)帰国時の検診が必要 (4)雇入時は報告不要 (5)50人未満の事業場は報告不要



問２３　労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断の項目の

　　　うち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要で

　　　ないと認めるときに省略することができる項目に該当しない

　　　ものはどれか。

問２３　労働安全衛生規則に規定されている医師による健康診断

　　　について、法令に違反しているものは次のうちどれか。

　　　医師の意見を聴いて、貧血検査及び心電図検査を省略して

　　　いる。

　　　以内ごとに１回、定期に健康診断を行っているが、胸部

　　　エックス線検査については、１年以内ごとに１回しか行って

　　　いない。

　　　国内の業務に就かせるとき、一時的な就業の場合を除

　　　いて、海外派遣労働者健康診断を行っている。

　　　時の健康診断の結果について、所轄労働基準監督署長

　　　に報告を行っていない。

　　　健康診断の結果について、所轄労働基準監督署長に

　　　報告を行っていない。

問２３　労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目の

　　　うち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要

　　　でないと認めるときは、省略することができる項目に該当

　　　しないものはどれか。

１６上 問２３　労働安全衛生規則に基づく医師による雇入時の健康診断に

　　　関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

　　入れる場合、その健康診断の結果を証明する書面の提出があった

　　ときは、その健康診断の項目に相当する雇入時の健康診断の項目

　　を省略することができる。

　　ないと認めるときは、貧血検査、肝機能検査等一定の検査項目を

　　省略することができる。

　　所見があると診断された労働者については、その結果に基づき

　　健康を保持するために必要な措置について、健康診断実施日

　　から３か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

　　５年間保存しなければならない。

　　時の健康診断の結果については、所轄労働基準監督署長に

　　報告する必要はない。

14下

　(1)　身長の検査

　(2)　血圧の検査

　(3)　貧血検査

　(4)　心電図検査

　(5)　血中脂質検査

15上

　(1)　雇入れ時の健康診断において、35歳未満の者については、

　(2)　深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6か月

　(3)　海外に6か月以上派遣して帰国した労働者について、

　(4)　常時５０人の労働者を使用する事業場において、雇入

　(5)　常時４０人の労働者を使用する事業場において、定期

15下

　(1)　血糖検査

　(2)　心電図検査

　(3)　肝機能検査

　(4)　血中脂質検査

　(5)　尿検査

　(1)　医師による健康診断を受けた後、３か月を経過しない者を雇い

　(2)　雇入時の健康診断では、４０歳未満の者について医師が必要で

　(3)　事業場において実施した雇入時の健康診断の項目に異常の

　(4)　雇入時の健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成し

　(5)　常時５０人以上の労働者を使用する事業場であっても、雇入

H175
2 血圧は省略不可 省略可の項目は40歳未満の者が受信しない項目（医師の判断で省略されている）

H184
1 雇入時の健診は項目の省略不可 (2)胸部Ｘ線検査は1/年で可 (3)帰国した場合は健診要 (4)雇入時は50人以上の場合でも報告不要 (5)50人未満なので報告不要

H203
5 省略不可の項目は健康診断で年齢に関係なく全員が受ける項目

H210
２ 雇入時の健診では医師の判断による項目の省略は不可 (1)健診後３か月以内なら可 (3)医師の意見聴取は３か月以内 (4)雇入時も健康診断個人票要、5年保存 (5)雇入時は報告不要



④安全衛生規則

問２５　事業場の建物、設備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るものは次のうちどれか。

　　　となっている。

　　　昆虫等による被害の状況について、６か月以内ごとに１回、定期に

　　　統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき必要な措置を講じて

　　　いる。

　　　向かって開放することのできる窓の面積が常時床面積の１／１５で

　　　あるものに、換気設備を設けていない。

　　　用には臥床できる休養室を設けているが、男性用には休養室や休養

　　　所を設けていない。

問２５　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るものは次のうちどれか。

　　　となっている。

　　　昆虫等による被害の状況について、６か月以内ごとに１回、定期に

　　　統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき必要な措置を講じて

　　　いる。

　　　向かって開放することのできる窓の面積が常時床面積の１５分の１

　　　であるものに、換気設備を設けていない。

　　　女性用には臥床できる休養室を設けているが、男性用には休養室

　　　や休養所を設けていない。

問２４　事業場の建築物、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るものは次のうち

　　　どれか。

　　　設備の占める容積及び床面から４ｍを超える高さにある空間

　　　ごとに１回、定期に点検を行っている。

　　　で、女性用の臥床できる休養室を設けているが、男性用には

　　　休養室の代わりに休憩設備を利用させている。

　　　のほかに、一般従業員と共用の休憩室を設けている。

13下

　(1)　６０人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の

　　　占める容積及び床面から３ｍを超える高さにある空間を除き６００ｍ３

　(2)　ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ

　(3)　事業場に付属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、約

　　　１．５ｍ２となるようにしている。

　(4)　労働衛生上有害な業務を行っていない屋内作業場で、直接外気に

　(5)　男性５人と女性５５人の労働者を常時使用している事業場で、女性

14上

　(1)　６０人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の

　　　占める容積及び床面から３ｍを超える高さにある空間を除き６００ｍ３

　(2)　ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ

　(3)　事業場に付属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、１．５

　　　ｍ２となるようにしている。

　(4)　労働衛生上有害な業務を行っていない屋内作業場で、直接外気に

　(5)　男性５人と女性５５人の労働者を常時使用している事業場で、

14下

　(1)　常時60人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が

　　　を除き８００ｍ３となっている。

　(2)　労働者を常時就業させる場所の照明設備について、６か月

　(3)　常時男性５人と女性２５人の労働者が就業している事業場

　(4)　事業場に付属する食堂の床面積を、食事の際の1人について

　　　１．２ｍ２としている。

　(5)　事業場に付属する食堂の炊事従業員について、専用の便所

H234
5 女性30人以上、又は男女計50人以上の事業場は男女別に臥床できる休憩室等を設ける (1)設備等の容積及び高さ4m超の空間を除き10㎥/人（60人なので600㎥で可） (2)1/6月調査・発生防止措置等が必要 (3)1㎡/人必要（1.5㎡なのでＯＫ） (4)1/20以上で換気設備不要（1/15なのでＯＫ)

H253
5 50人以上又は女性30人以上の場合男女別に設けなければならない (1)設備の容積と４ｍを超える高さを除き10㎥/人なのでＯＫ (2)1/6ヶ月実施でＯＫ (3)1㎡/人なのでＯＫ (4)1/20以上なのでＯＫ

H274
5 休憩室も専用とする (1)設備、４ｍを超える高さを除き1㎥/人。６０人で600㎥で可 (2)１／６月で点検 (3)男女別の休養室が必要なのは女30人以上又は男女50人以上の場合 (4)１㎡/人



問２５　事業場の建築物、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るものは次のうち

　　　どれか。　　

　　　設備の占める容積及び床面から３ｍをこえる高さにある空間

　　　ねずみ、昆虫等による被害の状況について、６か月以内ごとに

　　　１回、定期に統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき

　　　必要な措置を講じている。

　　　外気に向かって開放することのできる窓の面積が常時床面

　　　大掃除を行っている。

問２５　事業場の建築物、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るものは次のうち

　　　どれか。

　　　で、女性用には臥床できる休養室を設けているが、男性用

　　　には休養室や休養所を設けていない。

　　　作業については３５０ルクス、粗な作業については１５０

　　　ルクスとしている。

　　　にねずみ、昆虫等による被害の状況について、６か月以内

　　　ごとに１回、定期に、統一的に調査を実施し、その長さ結果

　　　に基づき必要な措置を講じている。

１６上 問２５　事業場の建築物、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るものは次のうちどれか。

　　設備の占める容積及び床面から４ｍを超える高さにある空間を

　　ごとに１回、定期に、点検を行っている。

　　で、女性用には臥床できる休養室を設けているが、男性用に

　　は休養室や休養所を設けていない。

　　のほかに、一般従業員と共用の休憩室を設けている。

15上

　(1)　６０人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が

　　　を除き、６００ｍ３となっている。

　(2)　ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びに

　(3)　事業場に付属する食堂の床面積を、食事の際の１人について

　　　１．５ｍ２となるようにしている。

　(4)　労働衛生上有害な行を行っていない屋内作業場で、直接

　　　積の1/15であるものに、換気設備を設けていない。

　(5)　日常的に行う清掃のほか、1年ごとに１回、定期的に

15下

　(1)　６０人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積

　　　が、設備の占める容積及び床面から３mを超える高さにある

　　　空間を除き６００ｍ３となっている。

　(2)　男性５人と女性２５人の労働者を常時使用している事業場

　(3)　事業場に付属する食堂の床面積を、食事の際の1人に

　　　ついて、０．８ｍ２となるようにしている。

　(4)　労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な

　(5)　ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並び

　(1)　常時５０人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、

　　除き６００ｍ３となっている。

　(2)　労働者を常時就業させる場所の照明設備について、6か月

　(3)　男性５人と女性２５人の労働者を常時使用している事業場

　(4)　事業場に付属する食堂の床面積を、食事の際１人について

　　１．１ｍ２としている。

　(5)　事業場に付属する食堂の炊事従業員について、専用の便所

H288
5 大掃除は1/6月 (1)4mを超える高さを除き10㎥/人なのでＯＫ (2)ねずみ等の調査、措置1/6月 (3)食堂床面積1㎡/人なのでＯＫ (4)窓の面積が床面積の1/20以上なのでＯＫ

H306
3 1㎡/人以上必要 (1)機械の容積及び４ｍ超の容積を除き10㎥/人なのでＯＫ (2)女性30人、男女計50人以上で男女別の休養室等が必要となる (4)精密な作業300ルクス、粗な作業70ルクス以上なのでＯＫ (5)ねずみ等の被害等の調査１／６Ｍ

H324
５ 休憩室も専用とする必要あり (1)５０×１０＝５００ｍ３以上あれば可 (2)照明点検１／６Ｍ (3)常時５０人以上又は常時女性３０人以上でないので可 (4)１ｍ２/人以上なので可



⑤労働時間

問２６　労働基準法に基づく妊産婦に関する次の記述のうち、誤っている

　　　ものはどれか。

　　　　 ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合

　　　（その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者）と

　　　使用者との書面による協定」をいい、また、管理監督者等とは、

　　　「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に

　　　関する既定の適用除外者」をいう。

　　　準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合

　　　には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはなら

　　　ない。

　　　妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、１週間

　　　及び１日それぞれの法定労働時間を超えて労働させてはならない。

　　　が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、１週間及び１日

　　　それぞれの法定労働時間を超えて労働させてはならない。

　　　をさせてはならない。

問２６　労働基準法に定める妊産婦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。

　　　　　ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合

　　　（その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者）と使

　　　用者との書面による協定」をいい、また、管理監督者等とは、「監督

　　　又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する

　　　規定の適用除外者」をいう。

　　　基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した

　　　場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせ

　　　てはならない。

　　　妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、１週間

　　　及び１日それぞれの法定労働時間を超えて労働させてはならない。

　　　のそれぞれの法定労働時間を超えて労働させてはならない。

　　　した場合には、管理監督者等の場合を除き、フレックスタイム制に

　　　よる労働をさせてはならない。

　　　深夜業をさせてはならない。

13下

　(1)　妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後１年を経過しない女性をいう。

　(2)　時間外・休日労働に関する労使協定を締結し、これを所轄労働基

　(3)　１か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、

　(4)　1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦

　(5)　妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、深夜業

14上

　(1)　時間外・休日労働に関する労使協定を締結し、これを所轄労働

　(2)　１か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、

　(3)　1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦

　　　が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週間及び1日

　(4)　フレックスタイム制を採用している場合であっても、妊産婦が請求

　(5)　妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合であっても、

H348
5 妊産婦が請求した場合は深夜業をさせてはならない（管理監督者の場合も不可） (2)時間外、休日労働は請求が有れば不可（管理監督者除く） (3)(4)変形労度時間制の場合も請求が有った場合時間延長不可（管理監督者除く）

H367
4 フレックスタイムは妊産婦禁止の対象となっていない



問２７　労働基準法に基づく労使協定による時間外・休日労働

　　　に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

　　　　ただし、「労使協定」とは、「労働者の過半数で組織する

　　　労働組合（その労働組合がない場合は労働者の過半数

　　　を代表する者）と使用者との書面による協定」をいう。

　　　労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者

　　　時間又は休日労働について、定めなければならない。

　　　場合を除き、有効期間の定めをする必要がある。

　　　大臣が定める時間外労働の限度基準に適合したものとなる

　　　ようにしなければならない。

　　　未満の者については、休日労働はさせることはできないが、

　　　満１５歳以上の者であれば時間外労働を１日２時間を超え

　　　ない範囲内でさせることができる。

　　　又は産後１年を経過しない女性が請求したときには、監督

　　　又は管理の地位にある者等労働時間等に関する規定の

　　　適用除外者を除き、当該女性に対して時間外・休日労働

　　　をさせることはできない。

問２６　１か月単位の変形労働時間制に関する次の記述のうち

　　　労働基準法上、誤っているものはどれか。

　　　　ただし、常時使用する労働者数が１０人以上の規模の

　　　事業場の場合とし、「労働協定」とは、「労働者の過半数

　　　で組織する労働組合（その労働組合がない場合は労働

　　　者の過半数を代表する者）と使用者との書面による協定」

　　　をいう。

　　　労働時間が４０時間を超えないこと等、この制度に関する

　　　定めをする必要がある。

　　　８時間を超えて労働させることができる。

　　　監督署長に届け出る必要はないが、就業規則は届け出る

　　　必要がある。

　　　を経過しない女性が請求した場合には、監督又は管理の

　　　地位にある者等労働時間に関する規定の適用除外者を

　　　除き、当該女性に対して法定労働時間を超えて労働させる

　　　ことはできない。

　　　特別な配慮を要するものに対して、これらの者が育児

　　　等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければ

　　　ならない。

14下

　(1)　時間外・休日労働に関する労使協定には、時間外・休日

　　　の数並びに1日及び1日を超える一定の期間における延長

　(2)　時間外・休日労働に関する労使協定には、労働協約による

　(3)　時間外・休日労働に関する労使協定の内容は、厚生労働

　(4)　労使協定による時間外・休日労働をさせる場合、満１８歳

　(5)　労使協定による時間外・休日労働をさせる場合、妊娠中

15下

　(1)　この制度を採用する場合には、労働協定又は就業規則

　　　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

　(2)　この制度を採用した場合には、この制度に関する定め

　　　により特定された週又は日において1週４０時間又は１日

　(3)　この制度に関する定めをした労使協定は所轄労働基準

　(4)　この制度を採用した場合であっても、妊娠中又は産後1年

　(5)　この制度で労働させる場合には、育児を行う者等

H401
4 時間外、休日の労働に関する規定（36協定等）は１８歳未満の者には適用しない→時間外も禁止 (1)具体的事由、業務の種類、労働者の数等を定める必要あり (2)労働協約による場合を除き、有効期間の定めをする必要あり (3)内容は厚生労働大臣が定める時間外労働の限度基準に適合したもの (5)妊産婦が請求した場合時間外、休日労働は不可（管理監督者等を除く）

H425
3 労使協定も届出が必要 (1)制度に関する定めが必要 (2)定めにより特定された週又は日は超過可 (4)妊産婦が請求した場合は超過不可（管理監督者を除く） (5)配慮が必要



１６上 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。

　　　 　ただし、「労使協定」とは、「労働者の過半数で組織する　

　　　労働組合（その労働組合がない場合は労働者の過半数を

　　　代表する者）と使用者との書面による協定」をいう。

　　労働の労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に

　　届け出た場合に限られている。

　　する場合は労働時間を通算しない。

　　する労働時間が１時間であるときは、少なくとも４５分の休憩

　　を労働時間の途中に与えなければならない。

　　労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間

　　休憩及び休日に関する規定は適用されない。

　　限られる。

⑥産前産後の就業制限

問２７ 労働基準法に基づく産前産後の休業に関する次の文

中の内に入れるＡからＣの数字の組合せとし

した場合においては、その者を就業させてはならない。

また、使用者は、原則として、産後Ｃ 週間を経

過しない女性を就業させてはならない。」

　　　　Ａ 　　　Ｂ　　　 Ｃ

（１）　６ 　　　１４　　　 ８

（２）　６ 　　　１６ 　　　８

（３）　８ 　　　１６ 　　　８

（４）　８ 　　　１４ 　　　６

（５）　８　　　 １２　　　 ６

問２６　労働基準法に基づく産前産後の休業に関する次の文中の

　　　のうちどれか。

　　　　「使用者は、　Ａ　週間（多胎妊娠の場合にあっては、　Ｂ　

　　　　週間）以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合

　　　　においては、その者を就業させてはならない。

　　　　　使用者は、産後　Ｃ　週間を経過しない女性を就業させ

　　　　てはならない。ただし、産後　Ｄ　週間を経過した女性が

　　　　請求した場合において、その者について医師が支障が　　

　　　　がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。」

　　　　Ａ 　　　　　Ｂ　　　　　Ｃ　　　　　Ｄ

　(1)　１日８時間を超えて労働させることができるのは、時間外

　(2)　労働時間に関する規定の適用については、事業場を異に

　(3)　所定労働時間が７時間３０分である事業場において、延長

　(4)　監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄

　(5)　フレックスタイム制の清算期間は、３か月以内の期間に

13上

て、正しいものは(１)～(５)のうちどれか。

「使用者は､Ａ 週間(多胎妊娠の場合にあっては、

Ｂ 週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求

14下

　　　ＡからＤに入れる数字の組合せとして、正しいものは(1)～(5)

　(1)　６　　　　　１０　　　　　６　　　　　５

　(2)　６　　　　　１４　　　　　８　　　　　６

　(3)　８　　　　　１０　　　　　６　　　　　５

　(4)　８　　　　　１０　　　　　８　　　　　６

　(5)　８　　　　　１４　　　　　８　　　　　５

H463
４ 監視又は断続的労働は監督署長の許可により労働時間等の既定の適用除外となる (1)変形労働時間制、フレックスタイム制等あり (2)事業場を異にする場合も通算する (3)８時間以上となるため６０分の休憩時間要 (5)清算期間は1か月

H480
1 産前の休業は6週間（多胎妊娠14週） 産後の就業制限は8週間

H497
2 産前の休業は6週間（多胎妊娠14週） 産後の就業制限は8週間（本人が請求した場合6週間でも可）



⑦衛生委員会

問２３ 衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正し

いものはどれか。

（１）衛生委員会及び安全委員会の設置に代えて安全衛

生委員会として設置することはできない。

（２）事業場で衛生管理者として選任している者のうち

から事業者が指名した者を、衛生委員会の議長とし

なければならない。

（３）選任している産業医が、事業場に専属の者でない

場合は、その産業医を衛生委員会の委員として指名

することはできない。

（４）事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があ

るときは、その労働組合との間における労働協約に

別段の定めがある場合を除き、衛生委員会の議長を

除く全委員の半数は、その労働組合の推薦に基づき

指名しなければならない。

（５）事業場で選任している衛生管理者は、すべて衛生

委員会の委員としなければならない。

問２２　衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものは

　　　どれか。

　　　事業者が指名しなければならない。

　　　労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければ

　　　ならない。

　　　することはできない。

　　　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が含まれる。

　　　記録を作成して、３年間保存しなければならない。

問２２　衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものは

　　　どれか。

　　　が指名しなければならない。

　　　組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の

　　　推薦に基づき指名しなければならない。

　　　コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することはできない。

　　　健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。

　　　議事に係る記録を作成して３年間保存しなければならない。

13上

13下

　(1)　衛生委員会の議長は、衛生管理者である委員のうちから、

　(2)　衛生委員会の議長を除く全委員は、事業場の労働組合又は

　(3)　衛生委員会の委員として、事業場に専属でない産業医を指名

　(4)　衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者

　(5)　衛生委員会は、３か月以内ごとに１回開催し、重要な議事に係る

14上

　(1)　衛生委員会の議長は、衛生管理者である委員のうちから、事業者

　(2)　衛生委員会の議長を除く全委員は、事業場に労働者の過半数で

　(3)　衛生管理者として選任しているが事業場に専属でない労働衛生

　(4)　衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の

　(5)　衛生委員会は、６か月以内ごとに１回開催し、委員会における重要な

H517
4 (1)設置可 (2)議長は総括安全衛生管理者又は事業を統括管理する者 (3)非専属でも選任しなければならない (5)事業者が指名した者を委員とする

H535
4 長時間労働による健康障害の件は付議事項となっている (1)議長は総括安全衛生管理者又は事業の実施を総括する者(準ずる者) (2)委員の半数は労働組合等の推薦に基づき指名する (3)産業医は専属・非専属に関わらず委員とする必要がある (5)1ヶ月以内に1回

H549
4 長時間労働の健康障害防止は付議事項 (1)総括安全衛生管理者又は事業の実施を総括する者(準ずる者) (2)全委員の過半数は労組推薦とする (3)衛生管理者として選任していれば可 (5)1ヶ月に１回



問２２　衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しい

　　　ものはどれか。

　　　非工業的業種の事業場では常時１００人以上の労働者を

　　　使用する事業場において設置しなければならない。

　　　委員会として設置することはできない。

　　　の委員としなければならない。

　　　衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場に

　　　おいてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに

　　　準ずる者のうちから事業者が指名した者である。

　　　規模にかかわらずその事業場に専属の者でなければなら

　　　ない。

問２２　衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しい

　　　ものはどれか。

　　　以上、非工業的業種の事業場では常時８０人以上の

　　　労働者を使用する事業場において設置しなければ

　　　ならない。

　　　委員会を設置することはできない。

　　　会の委員としなければならない。

　　　者のうちから事業者が指名した者である。

　　　に専属のものでなくてもよい。

問２２　衛生委員会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。

　　　者を使用する事業場において設置しなければならない。

　　　又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場において

　　　その事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる

　　　者のうちから事業者が指名した委員がなる。

　　　労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働

　　　者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければ

　　　ならない。

　　　議事の概要を、書面の交付等一定の方法によって労働者

　　　に周知させなければならない。

　　　し、３年間保存しなければならない。

14下

　(1)　衛生委員会は、工業的業種の事業場では常時５０人以上

　(2)　衛生委員会及び安全委員会の設置に代えて安全衛生

　(3)　事業場で選任している衛生管理者は、すべて衛生委員会

　(4)　衛生委員会の議長となる委員は、原則として、総括安全

　(5)　衛生委員会の委員として指名する産業医は、事業場の

15上

　(1)　衛生委員会は、工業的業種の事業場では常時５０人

　(2)　衛生委員会及び安全委員会の設置に代えて安全衛生

　(3)　事業場で選任している衛生管理者は、すべて衛生委員

　(4)　衛生委員会の議長となる委員は、原則として、衛生管理

　(5)　衛生委員会の委員として指名する産業医は、その事業場

15下

　(1)　衛生委員会は、業種にかかわらず、常時50人以上の労働

　(2)　衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者

　(3)　衛生委員会の議長を除く全委員については、事業場に

　(4)　衛生委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における

　(5)　衛生委員会の議事で重要なものについては、記録を作成

H573
4 議長は総括安全衛生管理者又は事業の実施を総括する者(準ずる者) (1)業種にかかわらず50人以上 (2)設置可 (3)事業者から指名した者を委員とする (5)専属・非専属にかかわらず委員とする

H589
5 専属の産業医を選任不要の事業場では非専属の産業医を委員として指名する (1)業種に関係なく50人 (2)設置可 (3)事業者が指名した者 (4)議長は総括安全管理者又は事業の実施を総括する者(準ずる者)のうち事業者が指名した者

H605
3 全委員の半数を労働組合等の推薦者とする (1)衛生委員会は業種にかかわらず50人以上で設置 (2)議長は総括安全管理者又は事業の実施を統括管理するもの（準ずる者も可） (4)周知要 (5)議事録保存は3年間



１６上 問２２　衛生委員会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。

　　過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表

　　する者の推薦に基づき指名しなければならない。

　　総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施

　　を統括管理するもの若しくはこれに準じる者のうちから事業者が

　　指名した委員がなる。

　　労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名する

　　ことができる。

　　の概要を、書面の交付等一定の方法によって労働者に周知

　　させなければならない

　　３年間保存しなければならない。

⑧長時間労働を行なった労働者に対する医師の面接指導

問２５ 労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に

対して、法令により実施することが義務付けられてい

る医師による面接指導に関する次の記述のうち、正し

いものはどれか。

（１）面接指導の対象となる労働者は、休憩時間を除き、

１週間当たり４０時間を超えて労働させた場合にお

けるその超えた時間が１か月当たり１２０時間を超

え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者である。

（２）面接指導を行う医師として事業者が指定すること

のできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。

（３）労働者は、事業者の指定した医師による面接指導

を希望しない場合は、他の医師の行う面接指導を受

け、その結果を提出することができる。

（４）面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなけ

ればならない。

（５）事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健

康を保持するために必要な措置について、面接指導

実施日から３か月以内に、医師の意見を聴かなけれ

ばならない。

問２４　労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、

　　　法令により実施することが義務付けられている医師による面接

　　　指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

　　　当たり４０時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が

　　　１か月当たり１２０時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められること

　　　である。

　　　申出があったときは、遅滞なく面接指導を行わなければならない。

　　　当該事業場の産業医に限られる。

　　　医師の意見を聴かなければならない。

　　　間保存しなければならない。

　(1)　衛生委員会の議長を除く全委員については、事業場に労働者の

　(2)　衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は

　(3)　事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している

　(4)　衛生委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事

　(5)　衛生委員会の議事で重要なものについては、記録を作成し、

13上

13下

　(1)　面接指導の対象となる労働者の要件は、休憩時間を除き1週間

　(2)　事業者は、面接指導の対象となる要件に該当する労働者から

　(3)　面接指導を行う医師とし事業者が指定することのできる医師は、

　(4)　事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持する

　　　ため必要な措置について、面接指導実施日から3か月以内に、

　(5)　事業者は、面接指導の結果に基づき、その記録を作成し、3年

H629
１ 議長以外の委員の半数が労働者の代表推薦とする。 (2)議長は準じる者でも可 (3)衛生管理者として指名していれば非専属でも可 (4)(5)議事録を作成し、周知するとともに、重要なものは記録を作成し3年間保存する。 

H650
3 (1)100時間 (2)他の医師で可（3)が正しい (4)健診ではないので不要 (5)医師からの意見聴取は遅滞無く（すぐに）行う

H671
2 対象労働者の申出により行う (1)１ヶ月当たり１００時間 (3)産業医以外でも可 (4)遅滞なく実施 (5)5年間保存



問２４　労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、

　　　法令により実施することが義務付けられている医師による面接

　　　指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

　　　当たり４０時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が

　　　１か月当たり１２０時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められること

　　　である。

　　　申出があったときは、遅滞なく面接指導を行わなければならない。

　　　当該事業場の産業医に限られる。

　　　ため必要な措置について、面接指導実施日から３か月以内に、

　　　医師の意見を聴かなければならない。

　　　保存しなければならない。

問２５　労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して

　　　法令により実施することが義務付けられている医師による面接

　　　指導に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

　　　おけるその超えた時間が１か月当たり１００時間を超え、かつ、

　　　疲労の蓄積が認められることである。

　　　行われる。

　　　しない場合は、他の医師の行う面接指導を受け、その結果

　　　を証明する書面を事業者に提出することができる。

　　　するために必要な措置について、面接指導実施日から３か月

　　　以内に、医師の意見を聴かなければならない。

　　　これを５年間保存しなければならない。

問２４　労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に

　　　対して、法令により実施することが義務付けられている

　　　医師による面接指導に関する次の記述のうち、誤って

　　　いるものはどれか。

　　　休憩時間を除き１週４０時間を超えて労働させた場合に

　　　おけるその超えた時間が１か月当たり１００時間を超え

　　　かつ、疲労の蓄積が認められることである。

　　　面接指導を行わなければならない。

　　　希望しない場合は、他の医師の行う面接指導を受け

　　　その結果を証明する書面を事業者に提出することが

　　　できる。

　　　を保持するために必要な措置について、面接指導実施

　　　後遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。

　　　し、５年間保存しなければならない。

14上

　(1)　面接指導の対象となる労働者の要件は、休憩時間を除き1週間

　(2)　事業者は、面接指導の対象となる要件に該当する労働者から

　(3)　面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は

　(4)　事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持する

　(5)　事業者は、面接指導の結果に基づき、その記録を作成し、3年間

14下

　(1)　面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩

　　　時間を除き1週間当たり４０時間を超えて労働させた場合に

　(2)　面接指導は、その要件に該当する労働者の申し出により

　(3)　労働者は、事業者の指定した医師による面接指導を希望

　(4)　事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持

　(5)　事業者は、面接指導の結果に基づき、その記録を作成し

15上

　(1)　面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、

　(2)　事業者は、要件に該当する労働者の申し出がなくても

　(3)　労働者は、事業者の指定した医師による面接指導を

　(4)　事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康

　(5)　事業者は、面接指導の結果に基づき、その記録を作成

H687
2 (1)100時間超の者 (3)産業医以外でも可 (4)医師の意見は遅滞なく聴く (5)記録保存は不要

H705
4 医師の意見聴取は遅滞なく実施 (1)100時間/月を超え疲労の蓄積が認められる場合 (2)本人の申し出による (3)他の医師でも可 (5)記録は5年保管

H723
2 労働者の申出により行う (1)時間外が100時間を超え疲労の蓄積が認められる者が対象 (3)他の医師でも可 (4)医師の意見聴取は遅滞なく実施 (5)結果は5年間保存



問２４　労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に

　　　対して、法令により実施することが義務付けられている

　　　医師による面接指導に関する次の記述のうち、正しいもの

　　　はどれか。

　　　場合におけるその超えた時間が１か月当たり１２０時間を

　　　超え、かつ、疲労の蓄積が認められることである。

　　　申出により行われる。

　　　医師は、当該事業場の産業医に限られる。

　　　保持するため必要な措置について、面接指導実施日から

　　　３か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

　　　は、３年間である。

１６上 問２４　労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して

　　　法令により実施することが義務付けられている医師による面接

　　　指導に関する次の文中のＡからＣに入れる語句又は数字の組

　　　　「事業者は、原則として、休憩時間を除き１週間当たり４０時間

　　　　を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が１か月当

　　　　たり１００時間を超え、かつ、　Ａ　が認められる労働者から

　　　　申出があった　Ｂ　、医師による面接指導を行い、その結果に

　　　　基づき記録を作成し、　Ｃ　年間保存しなければならない。」

　　　　　　　Ａ　　　　　　　　　　　　　　Ｂ　　　　　　　　　　Ｃ　

⑨就業規則

問２６ 労働基準法により作成が義務付けられている就業規

則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）始業及び終業の時刻、休憩時間、休日並びに休暇

に関する事項については、必ず就業規則に定めてお

かなければならない。

は、必ず就業規則に定めておかなければならない。

（３）安全及び衛生に関する事項については、必ず就業

規則に定めておかなければならない。

（４）就業規則は、常時作業場の見やすい場所へ掲示す

ること、労働者に書面を交付すること等の一定の方

法によって、労働者に周知させなければならない。

（５）就業規則の作成又は変更の手続きとして、事業場

を聴かなければならない。

15下

　(1)　面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、

　　　休憩時間を除き、1週間当たり４０時間を超えて労働させた

　(2)　面接指導は、その対象となる要件に該当する労働者の

　(3)　面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる

　(4)　事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を

　(5)　面接指導の結果に基づいて作成した記録の保存期間

　　　合わせとして、正しいものは(1)～(5)のうちどれか。

　(1)　疲労の蓄積　　 　　　　　　ときは遅滞なく 　　　　３

　(2)　疲労の蓄積　 　　　　　　　ときは遅滞なく 　　　　５

　(3)　疲労の蓄積　　　　　　　　日から３か月以内に 　５

　(4)　メンタルヘルスの不調　　ときは遅滞なく 　　　　３

　(5)　メンタルヘルスの不調 　日から３か月以内に 　５

13上

（２）退職に関する事項(解雇の事由を含む。)について

の労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合

がない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見

H743
2 該当者の申し出により行う (1)1か月あたり100時間超 (3)産業医以外でも可 (4)遅滞なく医師の意見を聞く (5)5年間保存

H761
２ 時間外労働等が１００時間を超え疲労の蓄積が認められる者から申出があった場合は遅滞なく面接指導を実施。 記録保存は５年

H780
3 安全及び衛生は定める場合に定める項目（必須ではない）



問２６　労働基準法により作成が義務付けられている就業規則

　　　に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

　　　者の過半数で組織する労働組合（その労働組合がない場合

　　　は労働者の過半数を代表する者）の同意が必要である。

　　　必ず就業規則に定めておく必要がある。

　　　定めておく必要がある。

　　　をする場合に就業規則に定めておく必要がある。

　　　各労働者に書面で交付すること等の一定の方法によって、

　　　労働者に周知させる必要がある。

１６上 問２７　労働基準法により作成が義務付けられている就業規則に

　　　関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

　　の過半数で組織する労働組合（その労働組合がない場合は労

　　働者の過半数を代表する者）の同意が必要である。

　　就業規則に定めておく必要がある。

　　定めておく必要がある。

　　をする場合には就業規則に定めておく必要がある。

　　各労働者に書面を交付すること等の一定の方法によって、

　　労働者に周知させなければならない。

⑩有給休暇

問２７　週所定労働時間が３０時間以上で、雇入れの日から起算して５年

　　　６か月継続勤務した労働者に対して、新たに与えなければならない

　　　年次有給休暇日数は、法令上、何日か。

　　　　　ただし、その労働者はその直前の１年間に全労働日の８割以上

　　　出勤したものとする。

問２７　週所定労働時間が３０時間以上で、雇入れの日から起算して

　　　５年６か月継続勤務した労働者に対して、新たに与えなければ

　　　ならない年次有給休暇日数は、法令上、何日か。

　　　　　ただし、その労働者はその直前の１年間に全労働日の８割

　　　以上出勤したものとする。

15上

　(1)　就業規則の作成又は変更の手続きとして、事業場の労働

　(2)　退職に関する事項（解雇の自由を含む）については、

　(3)　休日及び休暇に関する事項については、必ず就業規則に

　(4)　安全及び衛生に関する事項については、これに関する定め

　(5)　就業規則は、常時作業場の見やすい場所へ掲示すること、

　(1)　就業規則の作成又は変更の手続きとして、事業場の労働者

　(2)　退職に関する事項（解雇の事由を含む。）については、必ず

　(3)　休日及び休暇に関する事項については、必ず就業規則に

　(4)　安全及び衛生に関する事項については、これに関する定め

　(5)　就業規則は、常時作業場の見やすい場所へ掲示すること、

13下

　(1)　１６日

　(2)　１７日

　(3)　１８日

　(4)　１９日

　(5)　２０日

14上

　(1)　１６日

　(2)　１７日

　(3)　１８日

　(4)　１９日

　(5)　２０日

H801
1 同意は不要。意見を添付する (2)(3)(4) 必須 退職、休日、始業・就業、休憩、賃金等 定める場合必要 安全衛生、臨時の賃金、食費、職業訓練、災害補償等 (5)見やすいところに掲示、配布する（パソコン等でも可）

H818
１ 同意は不要（意見を添付する） (2)(3)退職、休日、休暇は必須 (4)安全衛生は定める場合必要 (5)掲示、配布等による周知要

H835
3 ６ヶ月経過日から起算した継続勤務日数５年で１８日となる

H844
3 ６ヶ月経過日から起算した継続勤務日数５年（５年６ヶ月継続勤務）で１８日



問２７　週所定労働時間が３０時間以上で、雇入れの日から起算

　　　して５年６か月継続勤務した労働者に対して、その後１年間

　　　に新たに与えなければならない年次有給休暇日数は、法令

　　　上、何日か。

　　　　ただし、その労働者はその直前に全労働日の８割以上

　　　出勤したものとする。

問２７　年次有給休暇（以下「休暇」という。）に関する次の

　　　記述のうち、労働基準法上、正しいのはどれか。

　　　起算して６年６か月以上継続勤務し、直近の１年間に

　　　全労働日の８割以上出勤した労働者には、１５日の

　　　休暇を新たに与えなければならない。

　　　組合がない場合は労働者の過半数を代表する者）と

　　　使用者との書面による協定により休暇を与える時季

　　　に関する定めをした場合は、休暇のうち５日を超える

　　　部分については、その定めにより休暇を与えること

　　　ができる。

　　　は、出勤率の算定に当たっては、出勤しなかったもの

　　　として算出することができる。

　　　よって消滅する。

　　　扱う者については、休暇に関する規定は適用されない。

⑪労働安全衛生法の目的

問２１ 労働安全衛生法の目的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、法令上、

「この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の

防止のための危害防止基準の確立、Ａ の明確化

及びＢ の促進の措置を講ずる等その防止に関する

総合的計画的な対策を推進することにより職場におけ

る労働者の安全と健康を確保するとともに、Ｃ の

形成を促進することを目的とする。」

　　　　　　Ａ 　　　　　　　Ｂ　　　　　　　 Ｃ

（１）責任体制　　安全衛生管理　　　安全文化

（２）責任体制　　　自主的活動　　　快適な職場環境

（３）事業者責任　　健康管理　　　　快適な職場環境

（４）管理体制　　　自主的活動　　　安全文化

（５）管理体制　　　安全衛生管理　　安全文化

終わり

安全衛生技術試験協会　公表試験問題より

15上

　(1)　１６日

　(2)　１７日

　(3)　１８日

　(4)　１９日

　(5)　２０日

15下

　(1)　週所定労働時間が３０時間以上で、雇入れの日から

　(2)　労働者の過半数で組織する労働組合（その労働

　(3)　法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間

　(4)　休暇の請求権は、これを1年間行使しなければ時効に

　(5)　監督又は管理の地位にある者及び機密の事務を取り

13上

正しいものは(１)～(５)のうちどれか。

H858
3 6か月で10日 5年6か月で18日 6年6か月で20日

H869
2 組合等との協定により5日を超える部分については時季を決めて与えることが可 (1)20日 (3)出勤とする (4)時効は2年 (5)管理監督者についても休暇は適用される

H892
2 Ａ：明確化するのは責任体制 Ｂ：促進するのは自主的活動 Ｃ：目的は快適な職場環境の形成・促進



2
産業医の職務
・健康診断及び面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
・作業環境の維持管理に関すること
・作業の管理に関すること
・労働者の健康管理に関すること
・健康教育に関すること
・衛生教育に関すること

H5:

1
準ずる者は不可
(2)災害防止の勧告は当然可
(3)(4)選任は14日以内。選任報告は遅滞なく
(5)職務ができない場合は代理者要

H25:

3
衛生管理者の巡視は1/週
(1)衛生にかかる技術的事項の管理が業務
(2)権限を与える必要あり
(4)14日以内に選任
(5)必要があれば命令できる

H41:

5
衛生管理者の職場巡視は１/週
衛生管理者の職務は総括安全衛生管理者の職務中　衛生に係る技術的事項

H59:

3
巡視は1/週
(1)衛生管理者の業務は総括安全衛生管理者の業務中衛生に係る技術的事項
(2)衛生管理者には必要な権限を与えなければならない
(4)選任する事由が発生後14日以内に選任
(5)労働基準監督署長には労災防止のための権限がある

H74:

１
総括安全衛生管理者の業務中　衛生に係る技術的事項を管理させる。
巡視は１／週
設備、作業方法、衛生状態に問題がある場合は必要な措置をとる

H89:

4
小売業は製造業などと同じとなるため省略できない（省略できる業種は総括安全衛生管理者を1000人以上の場合に選任する業種）

H118:

5
定期健診で省略できるのは主に40歳未満が受診しない項目（1)～(4)は40未満は受診しない（医師の判断で省略されている）

H137:

5
省略可の項目は40歳未満の人が受診しない項目
（←医師の判断で省略されている）

H147:

1
雇入時は省略不可
(2)胸部Ｘ線検査は1/年で可
(3)帰国時の検診が必要
(4)雇入時は報告不要
(5)50人未満の事業場は報告不要

H157:

2
血圧は省略不可
省略可の項目は40歳未満の者が受信しない項目（医師の判断で省略されている）

H175:

1
雇入時の健診は項目の省略不可
(2)胸部Ｘ線検査は1/年で可
(3)帰国した場合は健診要
(4)雇入時は50人以上の場合でも報告不要
(5)50人未満なので報告不要

H184:

5
省略不可の項目は健康診断で年齢に関係なく全員が受ける項目

H203:

２
雇入時の健診では医師の判断による項目の省略は不可
(1)健診後３か月以内なら可
(3)医師の意見聴取は３か月以内
(4)雇入時も健康診断個人票要、5年保存
(5)雇入時は報告不要

H210:

5
女性30人以上、又は男女計50人以上の事業場は男女別に臥床できる休憩室等を設ける
(1)設備等の容積及び高さ4m超の空間を除き10㎥/人（60人なので600㎥で可）
(2)1/6月調査・発生防止措置等が必要
(3)1㎡/人必要（1.5㎡なのでＯＫ）
(4)1/20以上で換気設備不要（1/15なのでＯＫ)

H234:



5
50人以上又は女性30人以上の場合男女別に設けなければならない
(1)設備の容積と４ｍを超える高さを除き10㎥/人なのでＯＫ
(2)1/6ヶ月実施でＯＫ
(3)1㎡/人なのでＯＫ
(4)1/20以上なのでＯＫ

H253:

5
休憩室も専用とする
(1)設備、４ｍを超える高さを除き1㎥/人。６０人で600㎥で可
(2)１／６月で点検
(3)男女別の休養室が必要なのは女30人以上又は男女50人以上の場合
(4)１㎡/人

H274:

5
大掃除は1/6月
(1)4mを超える高さを除き10㎥/人なのでＯＫ
(2)ねずみ等の調査、措置1/6月
(3)食堂床面積1㎡/人なのでＯＫ
(4)窓の面積が床面積の1/20以上なのでＯＫ

H288:

3
1㎡/人以上必要
(1)機械の容積及び４ｍ超の容積を除き10㎥/人なのでＯＫ
(2)女性30人、男女計50人以上で男女別の休養室等が必要となる
(4)精密な作業300ルクス、粗な作業70ルクス以上なのでＯＫ
(5)ねずみ等の被害等の調査１／６Ｍ

H306:

５
休憩室も専用とする必要あり
(1)５０×１０＝５００ｍ３以上あれば可
(2)照明点検１／６Ｍ
(3)常時５０人以上又は常時女性３０人以上でないので可
(4)１ｍ２/人以上なので可

H324:

5
妊産婦が請求した場合は深夜業をさせてはならない（管理監督者の場合も不可）
(2)時間外、休日労働は請求が有れば不可（管理監督者除く）
(3)(4)変形労度時間制の場合も請求が有った場合時間延長不可（管理監督者除く）

H348:

4
フレックスタイムは妊産婦禁止の対象となっていない

H367:

4
時間外、休日の労働に関する規定（36協定等）は１８歳未満の者には適用しない→時間外も禁止
(1)具体的事由、業務の種類、労働者の数等を定める必要あり
(2)労働協約による場合を除き、有効期間の定めをする必要あり
(3)内容は厚生労働大臣が定める時間外労働の限度基準に適合したもの
(5)妊産婦が請求した場合時間外、休日労働は不可（管理監督者等を除く）

H401:

3
労使協定も届出が必要
(1)制度に関する定めが必要
(2)定めにより特定された週又は日は超過可
(4)妊産婦が請求した場合は超過不可（管理監督者を除く）
(5)配慮が必要

H425:

４
監視又は断続的労働は監督署長の許可により労働時間等の既定の適用除外となる
(1)変形労働時間制、フレックスタイム制等あり
(2)事業場を異にする場合も通算する
(3)８時間以上となるため６０分の休憩時間要
(5)清算期間は1か月

H463:

1
産前の休業は6週間（多胎妊娠14週）
産後の就業制限は8週間

H480:

2
産前の休業は6週間（多胎妊娠14週）
産後の就業制限は8週間（本人が請求した場合6週間でも可）

H497:

4
(1)設置可
(2)議長は総括安全衛生管理者又は事業を統括管理する者
(3)非専属でも選任しなければならない
(5)事業者が指名した者を委員とする

H517:

4
長時間労働による健康障害の件は付議事項となっている
(1)議長は総括安全衛生管理者又は事業の実施を総括する者(準ずる者)
(2)委員の半数は労働組合等の推薦に基づき指名する
(3)産業医は専属・非専属に関わらず委員とする必要がある
(5)1ヶ月以内に1回

H535:



4
長時間労働の健康障害防止は付議事項
(1)総括安全衛生管理者又は事業の実施を総括する者(準ずる者)
(2)全委員の過半数は労組推薦とする
(3)衛生管理者として選任していれば可
(5)1ヶ月に１回

H549:

4
議長は総括安全衛生管理者又は事業の実施を総括する者(準ずる者)
(1)業種にかかわらず50人以上
(2)設置可
(3)事業者から指名した者を委員とする
(5)専属・非専属にかかわらず委員とする

H573:

5
専属の産業医を選任不要の事業場では非専属の産業医を委員として指名する
(1)業種に関係なく50人
(2)設置可
(3)事業者が指名した者
(4)議長は総括安全管理者又は事業の実施を総括する者(準ずる者)のうち事業者が指名した者

H589:

3
全委員の半数を労働組合等の推薦者とする
(1)衛生委員会は業種にかかわらず50人以上で設置
(2)議長は総括安全管理者又は事業の実施を統括管理するもの（準ずる者も可）
(4)周知要
(5)議事録保存は3年間

H605:

１
議長以外の委員の半数が労働者の代表推薦とする。
(2)議長は準じる者でも可
(3)衛生管理者として指名していれば非専属でも可
(4)(5)議事録を作成し、周知するとともに、重要なものは記録を作成し3年間保存する。

H629:

3
(1)100時間
(2)他の医師で可（3)が正しい
(4)健診ではないので不要
(5)医師からの意見聴取は遅滞無く（すぐに）行う

H650:

2
対象労働者の申出により行う
(1)１ヶ月当たり１００時間
(3)産業医以外でも可
(4)遅滞なく実施
(5)5年間保存

H671:

2
(1)100時間超の者
(3)産業医以外でも可
(4)医師の意見は遅滞なく聴く
(5)記録保存は不要

H687:

4
医師の意見聴取は遅滞なく実施
(1)100時間/月を超え疲労の蓄積が認められる場合
(2)本人の申し出による
(3)他の医師でも可
(5)記録は5年保管

H705:

2
労働者の申出により行う
(1)時間外が100時間を超え疲労の蓄積が認められる者が対象
(3)他の医師でも可
(4)医師の意見聴取は遅滞なく実施
(5)結果は5年間保存

H723:

2
該当者の申し出により行う
(1)1か月あたり100時間超
(3)産業医以外でも可
(4)遅滞なく医師の意見を聞く
(5)5年間保存

H743:

２
時間外労働等が１００時間を超え疲労の蓄積が認められる者から申出があった場合は遅滞なく面接指導を実施。
記録保存は５年

H761:

3
安全及び衛生は定める場合に定める項目（必須ではない）

H780:



1
同意は不要。意見を添付する
(2)(3)(4)
必須
退職、休日、始業・就業、休憩、賃金等
定める場合必要
安全衛生、臨時の賃金、食費、職業訓練、災害補償等
(5)見やすいところに掲示、配布する（パソコン等でも可）

H801:

１
同意は不要（意見を添付する）
(2)(3)退職、休日、休暇は必須
(4)安全衛生は定める場合必要
(5)掲示、配布等による周知要

H818:

3
６ヶ月経過日から起算した継続勤務日数５年で１８日となる

H835:

3
６ヶ月経過日から起算した継続勤務日数５年（５年６ヶ月継続勤務）で１８日

H844:

3
6か月で10日
5年6か月で18日
6年6か月で20日

H858:

2
組合等との協定により5日を超える部分については時季を決めて与えることが可
(1)20日
(3)出勤とする
(4)時効は2年
(5)管理監督者についても休暇は適用される

H869:

2
Ａ：明確化するのは責任体制
Ｂ：促進するのは自主的活動
Ｃ：目的は快適な職場環境の形成・促進

H892:
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〔労働衛生（有害業務に係るもの以外）〕

①病休度数率、強度率、疾病休業日数率　その他　 Ｐ３１８

問３０　疾病休業日数率を表す次式中のＡからＣに入れる語句又は

　　　　　　　　Ａ　　　　　　　　　　　Ｂ　　　　　　　　　　　　Ｃ

問３０　在籍労働者数が６０人の事業場において、在籍労働　

　　　者の年間の延べ所定労働日数が１４，４００日、延べ

　　　実労働時間数が１０１，３００時間であり、同期間の疾病

　　　休業件数が２３件、疾病休業延べ日数が２４０日である。

　　　このときの疾病休業日数率及び病休件数年千人率の

　　　概算値の組合せとして、適切なものは次のうちどれか。

疾病休業日数率 病休件数年千人率

②統計 Ｐ３１２

１３下 問３０　労働衛生管理に用いられる統計に関する次の記述のうち、

　　　誤っているものはどれか。

　　　する場合、そのバラツキの程度は、分散や標準偏差によって

　　　表される。

　　　が等しくても分散が異なっていれば、異なった特徴をもつ集団で

　　　あると評価される。

　　　割合を有所見率といい、これは発生率と同じ意味で用いられる。

　　　というような相関関係が認められても、それらの間に因果関係が

　　　ないこともある。

　　　設定すると偽陽性率は低くなるが、偽陰性率は高くなる。

14下

　　　数字の組合せとして、正しいものは(1)～(5)のうちどれか。

　(1)　疾病休業延日数　　延所定労働日数　　　　　　１００

　(2)　疾病休業延日数　　延所定労働日数　　 　　　１０００

　(3)　疾病休業件数　　　 延所定労働日数　　 　　　１０００

　(4)　疾病休業延日数　　延所定労働時間数　　　　　１００

　(5)　疾病休業件数　 　　延所定労働時間数　　　　１０００

15下

　(1)　　　　　　０．１０　　　　　　　　　　　　　　　　２２７

　(2)　　　　　　１．６７　　　　　　　　　　　　　　　　２２７

　(3)　　　　　　１．６７　　　　　　　　　　　　　　　　３８３

　(4)　　　　　　２．３７　　　　　　　　　　　　　　　　１０３

　(5)　　　　　　２．３７　　　　　　　　　　　　　　　　３８３

　(1)　生体から得られたある指標が正規分布という型をとって分布

　(2)　集団を比較する場合、調査の対象とした項目のデータの平均値

　(3)　健康管理統計において、ある時点での検査における有所見者の

　(4)　ある事象と健康事象との間に、統計上、一方が多いと他方も多い

　(5)　健康診断における各検査において、スクリーニングレベルを高く

H7
1 疾病休業日数率は休業した日数が延所定労働時間の何パーセントか？です

H21
3 疾病休業日数率： 疾病で休んだ日数が全体の何パーセントか？です （240/14400）×100＝1.67 病休件数年千人率： 疾病で休んだ人が1000人当たり何人か？です （23/60）×1000＝383

H36
3 有所見率と発生率は別 有所見率　：　ある時点における検査の有所見者の割合 発生率　：　一定期間に有所見が発生した人の割合 (5)スクリーニングレベル：正常と有所見をふるい分ける判定値 高く設定すれば偽陽性率（陰性だが陽性となった率）は低く、偽陰性率（陽性だが陰性となった率）は高くなる



71 / 111 ページ

１４上 問３０　労働衛生管理に用いられる統計に関する次の記述のうち、誤って

　　　いるものはどれか。

　　　場合、そのバラツキの程度は、分散や標準偏差によって表される。

　　　等しくても分散が異なっていれば、異なった特徴をもつ集団であると

　　　評価される。

　　　割合を有所見率といい、一定期間に有所見者が発生した者の割合

　　　を発生率という。

　　　というような相関関係が認められても、それらの間に因果関係が

　　　ないこともある。

　　　判定する率が低くなるようにスクリーニングレベルが高く設定され

　　　るため、有所見の判定の的中率が低い統計データとなる。

１６上 問３０　１，０００人を対象としたある疾病のスクリーニング検査の

　　　結果と精密検査結果によるその疾病の有無は下表のとおり

　　　であった。このスクリーニング検査の偽陽性率及び偽陰性率

　　　　 ただし、偽陽性率とは、疾病なしの者を陽性と判定する率を

　　　いい、偽陰性率とは、疾病ありの者を陰性と判定する率をいう。

　　　偽陽性率（％）　　　　　偽陰性率（％）

③健康測定 Ｐ２７２

１５上 問２９　労働者の健康保持増進のために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。

　　　状態を主として身体面から調べるが、疾病の早期発見を

　　　主な目的とするものではない。

　　　状況のほか、趣味・し好、運動習慣・運動歴、食生活などに

　　　ついても行う。

　　　平衡性、敏捷性、全身持久力性などの検査を行う。

　　　シンドロームの予防など、身体的健康の保持増進を目的

　　　とするものであり、メンタルヘルスケアを含むものではない。

　　　や生活習慣によって生じる健康上の問題を解決するため、

　　　睡眠、喫煙、飲酒、口腔保険などの生活指導が含まれる。

　(1)　生体から得られたある指標が正規分布という型をとって分布する

　(2)　集団を比較する場合、調査の対象とした項目のデータの平均値が

　(3)　健康管理統計において、ある時点での検査における有所見者の

　(4)　ある事象と健康事象との間に、統計上、一方が多いと他方も多い

　(5)　労働衛生管理では、種々の検査において、正常者を有所見と

　　　の近似値の組合せとして、適切なものは(1)～(5)のうちどれか。

　(1)　１８．５　　　　　　　　　　　　０．５

　(2)　１８．５　　　　　　　　　　　２０．０

　(3)　８０．０　　　　　　　　　　　　０．５

　(4)　８０．０　　　　　　　　　　　２０．０

　(5)　９０．０　　　　　　　　　　　　０．６

　(1)　健康測定における医学的検査は、個々の労働者の健康

　(2)　健康測定における生活状況調査は、仕事の内容、通勤の

　(3)　健康測定における運動機能検査では、筋力、柔軟性、

　(4)　健康測定の結果に基づき行う健康指導は、メタボリック

　(5)　健康測定の結果に基づき行う保健指導には、勤務形態

H64
5 労働衛生ではスクリーニングレベルを低く設定している為、正常な人を有所見と判定する率が高い

H81
２ 偽陽性率 １８０／（１８０＋７９５）×１００＝１８．５ 疾病無しの者のうちの陽性の率 偽陰性率 ５／（２０＋５）×１００＝２０ 疾病有りの者のうちの陰性の率

H105
4 メンタルヘルスも含む (1)健康測定は健康診断とは違う (2)仕事以外も調査要 (3)運動機能検査では筋力等も検査要 (5)生活指導を含む
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１５下 問２９　労働者の健康保持増進のために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。

　　　平衡性、敏捷性、全身持久性などの検査を行う。

　　　や疾病を早期に発見することを主な目的として行う。

　　　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。

　　　問題が認められた労働者に対して、栄養の摂取量、

　　　食習慣や食行動の評価とその改善の指導を行う。

　　　勤務形態や生活習慣によって生じる健康上の問題

　　　を解決するため、睡眠、喫煙、飲酒、口腔保険などの

　　　生活指導が含まれる。

１６上 問２９　厚生労働省の「事業場における労働者の健康保持増進の

　　　ための指針」に基づく健康保持増進対策に関する次の記述の

　　　うち、誤っているものはどれか。

　　図るための基本的な計画である健康保持増進計画を策定する。

　　増進を積極的に推進する旨の表明に関することが含まれる。

　　健康指導を行うための指導票を作成するとともに、健康保持

　　増進措置を実施する他のスタッフに対して指導を行う。

　　栄養指導を行う産業保健指導担当者を配置する。

　　事業場内で困難な場合は、労働者の健康の保持増進のため

　　の業務を行う外部のサービス機関などに委託して実施する。

④メンタルヘルス Ｐ２８０

１３下 問２８　厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に

　　　おいて、心の健康づくり計画の実施に当たって推進すべきこととされて

　　　いる四つのメンタルヘルスケアに該当しないものは、次のうちどれか。

　　　の予防や対処を行うセルフケア

　　　て、心の健康づくり対策の具体的な措置を検討する衛生委員会によるケア

　　　を行うラインによるケア

　　　管理監督者に対する支援を行う事業場内産業保健スタッフ等によるケア

　　　及び専門家を活用し支援を受ける事業場外資源によるケア

　(1)　健康測定における運動機能検査では、筋力、柔軟性、

　(2)　健康測定における医学的検査は、労働者の健康障害

　(3)　健康測定の結果に基づき、必要と判断された場合や

　(4)　健康測定の結果に基づく栄養指導では、食生活上

　(5)　健康測定の結果に基づき行う健康指導には、

　(1)　継続的かつ計画的に行うため、労働者の健康の保持増進を

　(2)　健康保持増進計画で定める事項には、事業者が健康保持

　(3)　産業医は、健康測定の実施結果を評価し、運動指導等の

　(4)　健康測定の結果に基づき、個々の労働者に対して必要な

　(5)　健康保持増進措置を実施するためのスタッフの確保が

　(1)　労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレス

　(2)　メンタルヘルス不調の労働者を参加させ、その個別的問題を直接把握し

　(3)　管理監督者が、職場環境等の改善や労働者からの相談への対応

　(4)　産業医、衛生管理者等が、心の健康づくり対策の低減や労働者及び

　(5)　メンタルヘルスケアに関する専門的な知識を有する事業場外の機関

H127
2 健康障害、疾病発見は健康診断。  健康状態を身体面から調べるもので運動機能検査やメンタルヘルス、栄養指導があり、生活指導も含む

H145
４ 栄養指導は、産業栄養指導担当者を配置 産業保健指導担当者は保健指導を行う。 

H159
2 「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」及び「事業場外資源によるケア」の「４つのケア」 衛生委員会によるケアは無い
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１５下 問２８　厚生労働省の「労働者の心の健康保持増進のため

　　　の指針」に基づくメンタルヘルスケアに関する次の記述

　　　のうち、誤っているものはどれか。

　　　的に行うため策定する「心の健康づくり計画」は、各事業場に

　　　おける労働安全衛生に関する計画の中に位置づける。

　　　委員会において十分調査審議する。

　　　ことは、「心の健康づくり計画」で定めるべき事項に含まれる。

　　　「ラインによるケア」及び「事業場外資源によるケア」の四つの

　　　ケアを効果的に推進する。

　　　理解し、自らのストレスを予防、軽減することである。

　　　

⑤ＶＤＴ作業 Ｐ１８４、Ｐ２３３

１３上 問２８ 厚生労働省の「ＶＤＴ作業における労働衛生管理の

ためのガイドライン」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）ディスプレイ画面上における照度は、５００ルク

ス以下になるようにする。

（２）書類上及びキーボード上における照度は、３００

ルクス以上になるようにする。

確保できるようにし、画面の上端が眼の高さより上

になるようにする。

（４）単純入力型又は拘束型に該当するＶＤＴ作業につ

いては、一連続作業時間が１時間を超えないように

し、次の連続作業までの間に１０～１５分の作業休

止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において１

～２回程度の小休止を設けるようにする。

（５）ＶＤＴ作業健康診断は、一般健康診断を実施する

際に、併せて実施してもよい。

１４上 問２８　厚生労働省の「ＶＤＴ作業における労働衛生管理のための

　　　ガイドライン」に基づく措置に関する次の記述のうち、正しい

　　　ものはどれか。

　　　一連続作業時間が２時間を超えないようにし、次の連続作業

　　　までの間に５～１０分程度の作業休止時間を設けるようにする。

　　　なるようにする。

　　　ようにする。

　　　が、眼の高さよりやや上になるようにする。

　　　を中心とする「自覚症状の有無の検査」及び視力、調節機能等の

　　　「眼科学的検査」の２項目である。

　(1)　メンタルヘルスケアを中長期的視点に立って継続的かつ計画

　(2)　「心の健康づくり計画」の策定は、衛生委員会又は安全衛生

　(3)　事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨を表明する

　(4)　「心の健康づくり計画」では、「セルフケア」、「家族によるケア」、

　(5)　「セルフケア」とは、労働者自身がストレスや心の健康について

（３）ディスプレイは、おおむね３０cm以上の視距離が

　(1)　単純入力型又は拘束型に該当するＶＤＴ作業については、

　(2)　書類上及びキーボード上における照度は、３００ルクス以上に

　(3)　ディスプレイ画面上における照度は、５００ルクス以上になる

　(4)　ディスプレイ画面までの視距離は３０ｃｍ程度とし、画面の上端

　(5)　ＶＤＴ作業従事者に対する特殊健康診断の検査項目は、眼疲労

H188
4 家族のケアはない。事業場内産業保健スタッフ等によるケアがある (1)～(3) 衛生委員会等で十分審議し労働衛生に関する計画の中に位置づける。メンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明することを含む (5)セルフケアは自らが行うストレス予防等

H207
3 視距離４０ｃｍ以上。ディスプレイ画面の上端は、眼の高さよりやや下

H224
2 (1)1時間を越えないように (3)500ルクス以下 (4)視距離40ｃｍ　眼の高さよりやや下 (5)ａ業務歴の調査ｂ既往歴の調査ｃ自覚症状の有無の調査ｄ眼科学的検査ｅ筋骨格系に関する検査
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１４下 問２８　厚生労働省の「ＶＤＴ作業における労働衛生管理のため

　　　のガイドライン」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。

　　　できるようにし、画面の上端が、眼と同じ高さか、やや下

　　　になるようにする。

　　　になるようにする。

　　　以下になるようにする。

　　　一連続作業時間が１時間を超えないようにし、次の連続作

　　　業までの間に１０～１５分の作業休止時間を設け、かつ、

　　　一連続作業時間内において１～２回程度の小休止を設ける

　　　ようにする。

　　　併せて実施してもよい。

１５上 問２８　厚生労働省の「ＶＤＴ作業における労働衛生管理の

　　　　ためのガイドライン」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。

　　　以上になるようにする。

　　　の照明器具を用いてグレアを防ぐようにする。

　　　できるようにし、画面の上端が、眼と同じ高さか、やや

　　　下になるようにする。

　　　設け、かつ、一連続作業時間内において１～２回程度

　　　の小休止を設けるようにする。

　　　併せて実施してもよい。

１６上 問２８　厚生労働省の「ＶＤＴ作業における労働衛生管理のためのガイド

　　　ライン」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。

　　ようにする。

　　になるようにする。

　　ようにし、画面の上端が眼と同じ高さか、やや下になるようにする。

　　連続作業時間が１時間を超えないようにし、次の連続作業時間

　　までの間に１０～１５分の作業休止時間を設け、かつ、一連続

　　作業時間内において１～２回程度の小休止を設けるようにする。

　　下肢の運動機能検査などを行う。

　(1)　ディスプレイは、おおむね４０ｃｍ以上の視距離が確保

　(2)　ディスプレイ画面上における照度は、５００ルクス以下

　(3)　書類上及びキーボード上における照度は、３００ルクス

　(4)　単純入力型及び拘束型に該当するＶＤＴ作業については、

　(5)　ＶＤＴ作業健康診断は、一般健康診断を実施する際に

　(1)　書類上及びキーボード上における照度は、３００ルクス

　(2)　反射防止型ディスプレイを選択するとともに、直接照明

　(3)　ディスプレイは、おおむね４０ｃｍ以上の視距離が確保

　(4)　単純入力型及び拘束型に該当するＶＤＴ作業について

　　　は、一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の

　　　連続作業までの間に10～15分の作業休止時間を

　(5)　ＶＤＴ作業健康診断は、一般健康診断を実施する際に

　(1)　ディスプレイ画面上における照度は、５００ルクス以下になる

　(2)　書類上及びキーボード上における照度は、３００ルクス以上

　(3)　ディスプレイは、おおむね４０ｃｍ以上の視距離が確保できる

　(4)　単純入力型及び拘束型に該当するＶＤＴ作業については、一

　(5)　ＶＤＴ作業健康診断では、原則として、視力検査、上肢及び

H255
3 書類・キーボード上300ルクス以上 (1)視距離40㎝以上、目の高さと同じかやや下 (2)照度500ルクス以下 (4)小休止等を定期的に設ける (5)併せて実施で特に問題なし

H267
2 間接照明等のグレア防止用照明器具を用いる。グレア：まぶしさ (1)書類、キーボード300ルクス以上（精密な作業と同じ） (3)視距離４０㎝以上、画面上端が目よりやや下 (4)拘束型ＶＤＴ作業は1時間を超えないようにし、10～15分の作業休止かつ１～2回の小休止要 (5)一般健診時に併せて実施可

H286
５ 健診項目： ａ業務歴の調査、ｂ既往歴の調査、ｃ自覚症状の有無の調査、ｄ眼科学的検査、ｅ筋骨格系に関する検査
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⑥厚生労働省の「職場における喫煙対策のためのガイドライン」

１３上 問２９ 厚生労働省の「職場における喫煙対策のためのガイドライン」に基

づく喫煙対策の進め方に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）空間分煙による施設・設備面の対策としては、可能な限り、

喫煙のための独立した部屋である喫煙室を設置することとし、

これが困難である場合には、喫煙コーナーを設置する。

（２）喫煙室又は喫煙コーナーには、喫煙対策機器として、たば

この煙を除去して室内に排気する方式の空気清浄装置を設置

することとし、これが困難な場合には、屋外に直接排気する方式

の局所排気装置や換気扇を設置する。

（３）空気清浄装置は、ガス状成分を除去できない問題点がある

ことに留意して対策を講じる。

（４）喫煙室等から非喫煙場所へのたばこの煙やにおいの漏れを

防止するため、非喫煙場所と喫煙室等との境界において喫煙室等

（５）職場の空気環境の測定を定期的に行い、浮遊粉じんの濃度を

に必要な措置を講じる。

１４上 問２９　厚生労働省の「職場における喫煙対策のためのガイドライン」に

　　　喫煙対策の進め方に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

　　　設置することとし、これが困難である場合には、喫煙コーナーを設置する。

　　　の煙を除去して室内に排気する方式の空気清浄装置が最も有効で

　　　あるので、これを設置し、適切に稼働させる。

　　　するため、非喫煙場所とその境界において、喫煙室又は喫煙コーナー

　　　講じる。

　　　健康への影響を一層受けやすい懸念があることから、空間分煙を

　　　徹底する等の配慮を行う。

１４下 問２９　厚生労働省の「職場における喫煙対策のためのガイドラ

　　　イン」に基づく空間分煙による喫煙対策の進め方に関する

　　　次の記述のうち、誤っているものはどれか。

　　　こととし、これが困難な場合には、喫煙コーナーを設置する。

　　　拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の喫煙対策機器

　　　を設置する。

　　　装置を喫煙室又は喫煙コーナーに設置する場合は、換気に

　　　特段の配慮をする。

　　　喫煙室又は喫煙コーナーから非喫煙場所へ向かう気流の

　　　に必要な措置を講じる。

へ向かう気流の風速を０.２m/s以上とするように必要な措置を講じる。

０.１５mg/m３ 以下及び一酸化炭素の濃度を１０ppm以下とするよう

　(1)　空間分煙による施設・設備面の対策としては、可能な限り、喫煙室を

　(2)　喫煙室又は喫煙コーナーに設置する喫煙対策機器としては、たばこ

　(3)　喫煙室又は喫煙コーナーからたばこの煙やにおいの漏れを防止

　　　へ向かう気流の風速を０．２m/s以上となるように必要な措置を講じる。

　(4)　職場の空気環境の測定を行い、浮遊粉じんの濃度を０．１５mg/ｍ３

　　　以下及び一酸化炭素の濃度を１０ppm以下とするように必要な措置を

　(5)　妊婦及び呼吸器・循環器等に疾患を持つ労働者は、受動喫煙による

　(1)　施設・設備面の対策として、可能な限り、喫煙室を設置する

　(2)　喫煙室又は喫煙コーナーには、原則として、たばこの煙が

　(3)　やむを得ない措置として、屋内に排気する方式の空気清浄

　(4)　喫煙室又は喫煙コーナーと非喫煙場所との境界において、

　　　風速を０．２m/s以下とするように必要な措置を講じる。

　(5)　職場の空気環境の測定を行い、浮遊粉じんの濃度を０．１５

　　　mg/ｍ３以下及び一酸化炭素の濃度を１０ppm以下とするよう

H314
2 屋外排気の局排又は換気扇が優先。困難な場合は空気清浄機を設置

H332
2 屋外へ排気する局排等のほうが有効

H349
4 非喫煙場所から喫煙室等に向かう気流が必要 (1)喫煙室が優先 (2)屋外排気が優先 (3)空気清浄装置はやむを得ない措置 (5)浮遊粉じん0.15mg/㎥、一酸化炭素10ppm以下
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⑦腰痛予防 Ｐ２３３

１３下 問２９　厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に基づき、腰部

　　　に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対して当該作業

　　　に配属する際に行う健康診断の項目として、適切でないものは次の

　　　うちどれか。

　　　検査

⑧一次救命処置 Ｐ３２６

１３上 問３３ 一次救命処置に関する次の記述のうち、誤っている

ものはどれか。

（１）気道を確保するには、仰向けに寝かせた傷病者の

顔を横から見る位置に座り、片手で傷病者の額をお

さえながら、もう一方の手の指先を傷病者のあごの

先端に当てて持ち上げる。

（２）反応はないが普段どおりの呼吸をしている傷病者

で、嘔吐や吐血などがみられる場合は、回復体位を

とらせる。

（３）心肺蘇生は、胸骨圧迫３０回に人工呼吸２回を繰

り返して行う。

の下半分を圧迫し、１分間に少なくとも１００回の

テンポで行う。

解析の結果、「ショックは不要です」などのメッセージ

が流れた場合には、胸骨圧迫を行ってはならない。

１３下 問３４　一次救命処置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

　　　後頭部を軽く上げ、顎を下方に押さえる。

　　　などがみられる場合は、回復体位をとらせる。

　　　を繰り返す。

　　　１分間に少なくとも６０回のテンポで行う。

　　　人工呼吸や胸骨圧迫は、一切行う必要がない。

１４上 問３４　一次救命処置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

　　　後頭部を軽く上げ、あごを下方に押さえる。

　　　などがみられる場合は、回復体位をとらせる。

　　　２回を繰り返して行う。

　　　し、１分間に少なくとも１００回のテンポで行う。

　　　後や電気ショック不要の音声メッセージが出たときは、胸骨圧迫を

　　　再開し、心肺蘇生を続ける。

　(1)　既往歴（腰痛に関する病歴及びその経過）及び業務歴の調査

　(2)　自覚症状（腰痛、下肢病、下肢筋力減退、知覚障害等）の有無の

　(3)　上肢のエックス線検査（２方向撮影）

　(4)　脊柱の検査（姿勢異常、脊柱の変形等の検査）

　(5)　神経学的検査（神経伸展試験、深部腱反射等の検査）

（４）胸骨圧迫は、胸が少なくとも５cm沈む強さで胸骨

（５）ＡＥＤ(自動体外式除細動器)による心電図の自動

　(1)　気道を確保するためには、仰向けにした傷病者のそばにしゃがみ

　(2)　反応はないが普段どおりの呼吸をしている傷病者で、嘔吐や吐血

　(3)　胸骨圧迫と人工呼吸を行う場合は、胸骨圧迫１０回に人工呼吸１回

　(4)　胸骨圧迫は、胸が少なくとも５ｃｍ沈む強さで胸骨の下半分を圧迫し、

　(5)　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を用いて救命処置を行う場合には、

　(1)　気道を確保するためには、仰向けにした傷病者のそばにしゃがみ、

　(2)　反応はないが普段どおりの呼吸をしている傷病者で、嘔吐や吐血

　(3)　人工呼吸が可能な場合、心肺蘇生は、胸骨圧迫３０回に人工呼吸

　(4)　胸骨圧迫は、胸が少なくとも５ｃｍ沈む強さで胸骨の下半分を圧迫

　(5)　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を用いた場合、電気ショックを行った

H376
3 上肢（腕）は腰とあまり関係ない

H390
5 ショック不要でも胸骨圧迫を行う

H408
2 気道を確保し回復体位をとらせる (1)下顎を押し上げるようにして、頭を後方に傾ける (3)胸骨圧迫30回に人工呼吸2回 (4)100回/分のテンポ (5)ＡＥＤは人工呼吸等と組み合わせて使用する

H420
1 一方の手を事故者の額に、他方の手の人差し指と中指を下顎を押し上げるようにして、頭を後方に傾ける
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１４下 問３４　一次救命処置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

　　　しゃがみ、後頭部を軽く上げ、あごを下方に押さえる。

　　　約１分間観察しても判断できない場合は、心肺停止とみなし

　　　心肺蘇生を開始する。

　　　人工呼吸２回を繰り返して行う。

　　　半分を圧迫し、１分間に少なくとも６０回のテンポで行う。

　　　場合には、人工呼吸や胸骨圧迫は、一切行う必要がない。

１５上 問３３　一次救命処置に関する次の記述のうち、誤っているもの

　　　はどれか。

　　　顔を横から見る位置に座り、片手で傷病者の額を押さえ

　　　ながら、もう一方の手の指先を傷病者のあごの先端に当

　　　てて持ち上げる。

　　　嘔吐、吐血などがみられる場合は、回復体位をとらせる。

　　　半分を圧迫し、１分間に少なくとも１００回のテンポで行う。

　　　の結果、「ショックは不要です」などのメッセージが流れた

　　　場合には、胸骨圧迫を行ってはならない。

⑨止血法 Ｐ３３６

１３上 問３４ 出血及び止血法に関する次の記述のうち、誤ってい

るものはどれか。

（２）止血法には、直接圧迫法、間接圧迫法などがある

が、一般市民が行う応急手当としては間接圧迫法が

推奨されている。

（３）静脈性出血は、傷口からゆっくり持続的に湧き出

るような出血で、通常、直接圧迫法で止血する。

（４）内出血は、胸腔、腹腔などの体腔内や皮下などの軟部

組織への出血で、血液が体外に流出しないものである。

（５）止血を行うときは、処置者の感染防止のため、ビ

ニール手袋を着用したりビニール袋を活用したりし

て、受傷者の血液に直接ふれないようにする。

１４下 問３１　出血及び止血法に関する次の記述のうち、誤っている

　　　ものはどれか。

　　　出血によるショックを経て生命に危険が及ぶ。

　　　最も簡単で効果的な方法である。

　　　圧迫する方法である。

　　　出血量が多いため、早急に、細い紐などを利用した

　　　止血帯を用いて止血する。

　　　手袋を着用したりビニール袋を活用したりして、血液に

　　　直接触れないようにする。

　(1)　気道を確保するためには、仰向けにした傷病者のそばに

　(2)　呼吸を確認して普段通りの息（正常な呼吸）がない場合や

　(3)　人工呼吸が可能な場合、心肺蘇生は、胸骨圧迫３０回に

　(4)　胸骨圧迫は、胸が少なくとも５ｃｍ沈む強さで胸骨の下

　(5)　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を用いて救命処置を行う

　(1)　気道を確保するためには、仰向けに寝かせた傷病者の

　(2)　反応はないが普段通りの呼吸をしている傷病者で、

　(3)　心肺蘇生は、胸骨圧迫３０回に人工呼吸２回を繰り返して行う。

　(4)　胸骨圧迫は、胸が少なくとも５ｃｍ沈む強さで胸骨の下

　(5)　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）による心電図の自動解析

（１）体内の全血液量は、体重の１/１３程度で、その

１/３を短時間に失うと生命が危険な状態となる。

　(1)　体内の全血液量の３分の１程度が急激に失われると、

　(2)　直接圧迫法は、出血部を直接圧迫する方式であって、

　(3)　間接圧迫法は、出血部より心臓に近い部位の動脈を

　(4)　動脈性出血は、鮮紅色を呈する拍動性の出血で、

　(5)　止血処理を行うときは、感染防止のため、ビニール

H435
3 胸骨圧迫30、人工呼吸2 (1)下顎を押し上げるようにして、頭を後方に傾ける (2)10秒以内に確かめる (4)100回/分 (5)ＡＥＤは胸骨圧迫、人工呼吸と組み合わせて使用

H450
5 ショック不要の場合でも胸骨圧迫、人工呼吸を続ける (1)あごを持ち上げ頭を後方に傾ける (2)意識がない場合等は回復体位をとらせる (3)胸骨圧迫30、人工呼吸2 (4)100回/分のテンポ

H467
2 直接圧迫法が推奨されている（傷口を直接圧迫するため誰でもできる）

H483
4 止血帯法は足、腕の出血で吹き出すような大出血のときのみ 三角巾、手ぬぐい、ネクタイなどを利用（細い紐は不可） (1)1/3の出血で生命の危機 (2)直接圧迫法は簡単で効果的 (3)動脈を圧迫し止血する (5)感染防止が必要
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１５上 問３４　出血及び止血法に関する次の記述のうち、誤っているもの

　　　はどれか。

　　　失うと生命が危険な状態となる。

　　　応急手当としては間接圧迫法が推奨されている。

　　　出血で、通常、直接圧迫法で止血する。

　　　組織への出血で、血液が体外に流出しないものである。

　　　手袋を着用したり、ビニール袋を活用したりして、受傷者の

　　　血液に直接触れないようにする。

１６上 問３１　出血及び止血法に関する次の記述のうち、誤っているものは

　　　どれか。

　　危険な状態となる。

　　で効果的な方法である。

　　方法である。

　　である。

　　したりビニール袋を活用したりして、血液に直接触れないようにする。

⑩火傷（熱傷） Ｐ３３８

１３下 問３２　熱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。

　　　強い痛みと灼熱感を伴う。

　　　であるが、熱傷の範囲が広い場合、全体を冷却し続けることは低体温

　　　となるおそれがあるので注意が必要である。

　　　洗浄する。

　　　冷やしたりせず、早急に皮膚から取り除く。

１４上 問３２　熱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。

　　　ただれてくる。

　　　体位をとらせる。

　　　一部が皮膚に付着している場合は、直ちにこれを取り除く。

　　　範囲が広い場合には、３０分以上かけて、十分に体温が低下する

　　　まで冷却する。

　(1)　体内の全血液量は、体重の1/13程度で、その1/3を短時間に

　(2)　止血法には、直接圧迫法、間接圧迫法などがあるが、

　(3)　静脈性出血は、傷口からゆっくり持続的に湧き出るような

　(4)　内出血は、胸腔、腹腔などの体腔内や皮下などの軟部

　(5)　止血を行うときは、処置者の感染防止のため、ビニール

　(1)　体内の全血液量の１０分の１程度が急激に失われると、生命が

　(2)　直接圧迫法は、出血部を直接圧迫する方法であって、最も簡単

　(3)　間接圧迫法は、出血部より心臓に近い部位の動脈を圧迫する

　(4)　静脈性出血は、傷口からゆっくり持続的に湧き出るような出血

　(5)　止血処理を行うときは、感染防止のため、ビニール手袋を着用

　(1)　熱傷は、Ⅰ～Ⅲ度に分類され、Ⅰ度は水泡ができる程度のもので、

　(2)　熱傷面は、すぐに水をかけて十分冷やすことが応急手当のポイント

　(3)　熱傷部には、できるだけ早く軟膏や油類を塗り、空気を遮断する。

　(4)　化学薬品がかかった場合は、直ちに中和剤により中和した後、水で

　(5)　高温のアスファルトやタールが皮膚に付着した場合は、水をかけて

　(1)　熱傷の分類では、Ⅰ度が最も重症で、皮膚が白っぽくなったり、

　(2)　水泡ができる程度の熱傷は、Ⅱ度に分類される。

　(3)　火傷部位が広くショックに陥ったときは、寝かせて頭部を高くする

　(4)　着衣の上からの熱傷では、まず着衣を脱がす必要があり、着衣の

　(5)　熱傷面は、受傷後速やかに氷水などで冷却するが、特に熱傷の

H499
2 直接圧迫法が推奨（最も簡単で効果がある） (1)1/3を短時間に失うと死亡の可能性あり (3)動脈ほど激しく出血しない。 (4)体外に出血しない出血 (5)感染防止のため直接触れない

H513
１ 血液量の１／３を短時間に失うと生命が危険な状態となり、１／２を失うと死に至る

H528
2 (1)水泡ができるのはⅡ度 (3)冷やす（軟膏等は塗らない） (4)洗う（中和は不可） (5)取り除かずに冷やす

H540
2 (1)Ⅰ度が軽症、Ⅲ度が重症 (3)寝かせて、身体を冷やし、足を高くする (4)取り除かずに冷やす (5)全体を冷却し続けることは低体温となるおそれがあるので注意が必要
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１４下 問３２　熱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。

　　　もので、強い痛みと灼熱感を伴う。

　　　ポイントであるが、熱傷の範囲が広い場合、全体を冷却し続

　　　けることは低体温となるおそれがあるので注意が必要である。

　　　ガーゼや布で軽く覆う

　　　後、水で洗浄する。

　　　かけて冷やしたりせず、早急に皮膚から取り除く。

１６上 問３２　熱傷の救急処置などに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

　　強い痛みと灼熱感を伴う。

　　周囲の部分だけを切りとる。

　　や布で軽く覆う。

　　水で洗浄する。

　　て冷やしたりせず、早急に皮膚から取り除く。

⑪骨折 Ｐ３４０

１３上 問３１ 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、骨が多数の骨片に破砕された状態をいう。

（３）完全骨折では、骨折端どうしが擦れ合う軋轢音や

変形などが認められる。

（４）骨折部の固定のため副子を手や足に当てるときは、

その先端が手先や足先から出ないようにする。

（５）脊髄損傷が疑われる場合は、負傷者を硬い板の上

に乗せて搬送してはならない。

１５上 問３１　骨折に関する次の記述のうち、正しいのはどれか。

　　　変形などが認められる。

　　　その先端が手先や足先から出ないようにする。

　　　上に乗せて搬送してはならない。

１５下 問３１　骨折及びさの救急処置に関する次の記述のうち、

　　　正しいものはどれか。

　　　判断する必要がある。

　　　その先端が手先や足先から出ないようにする。

　(1)　熱傷は、Ⅰ～Ⅲ度に分類され、Ⅰ度は水泡ができる程度の

　(2)　熱傷面は、すぐに水をかけて十分冷やすことが応急手当の

　(3)　水泡ができたときは、周囲に広がらないように破って清潔な

　(4)　化学薬品がかかった場合は、直ちに中和剤により中和した

　(5)　高温のアスファルトやタールが皮膚に付着した場合は、水を

　(1)　熱傷は、Ⅰ～Ⅲ度に分類され、Ⅰ度は水泡ができる程度のもので、

　(2)　衣類を脱がすときは、熱傷面に付着している衣類は残して、その

　(3)　水泡ができたときは、周囲に広がらないように破って清潔なガーゼ

　(4)　化学薬品がかかった場合は、直ちに中和剤により中和した後、

　(5)　高温のアスファルトやタールが皮膚に付着した場合は、水をかけ

　(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、骨が多数の骨片に破砕された状態をいう。

　(3)　完全骨折では、骨折端どうしが擦れ合う軋轢音、

　(4)　骨折部の固定のため副子を手や足に当てるときは

　(5)　脊髄損傷が疑われる場合は、負傷者を硬い板の

　(1)　複雑骨折とは、骨が多数の骨片に破砕された状態をいう。

　(2)　皮膚から突出している骨は、直ちに皮下に戻すようにする。

　(3)　骨折が疑われる部位は、よく動かしてその程度を

　(4)　骨折部の固定のため副子を手や足に当てるときは、

　(5)　損傷が皮膚にまで及ばない骨折のことを単純骨折という。

H560
2 水で冷やすことがポイントだが、低体温に注意 (1)水泡はⅡ度 (3)水泡は破らない (4)中和は不可。洗い流す (5)無理に取り除かない

H573
２ 衣類が付着した場合は無理に取り除かない (1)水泡ができるのはⅡ度 (3)水泡は破らない (4)水で洗浄（中和剤使用は不可） (5)付着したアスファルト等は無理に取り除かない

H588
3 (1)骨にひびが入った状態は不完全骨折 単純骨折は皮膚に損傷がないもの (2）複雑骨折は開放骨折（皮膚に損傷がある） (4)手、足の先から少し出る程度とする (5)硬い板の上のほうがよい

H599
3 完全骨折は完全に骨が折れているため音、変形などあり (1)単純骨折：皮膚に損傷がない骨折 (2)複雑骨折：皮膚に損傷がある骨折（開放骨折） (4)手、足の先から少し出る程度とする (5)やわらかいものより固い板等がよい

H610
5 単純骨折：皮膚に損傷が及ばない (1)複雑骨折は皮膚に損傷が及ぶもの（開放骨折とも言う） (2)（3)無理に戻したり、動かしたりしない (4)副子は手・足先から少し出るようにする
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⑫食中毒 Ｐ９７

１３上 問３２ ノロウイルスによる食中毒に関する次の記述のうち、

正しいものはどれか。

（１）食品に付着したウイルスが食品中で増殖し、ウイ

ルスが産生した毒素により発症する。

（２）ウイルスの失活化には、エタノールや逆性石鹸は

あまり効果がない。

（３）潜伏期間は、２～３時間である。

（４）発生時期は、夏季が多い。

（５）症状は、筋肉の麻痺などの神経症状が特徴である。

１３下 問３３　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。

　　　毒素によって起こる食中毒で、黄色ブドウ球菌によるものなどがある。

　　　起こる食中毒で、サルモネラ菌によるものなどがある。

　　　毒素を産生する大腸菌による食中毒で、腹痛、出血を伴う水様性

　　　の下痢などの症状を呈する。

　　　で増殖し、毒性の強い神経毒を産生する。

　　　腸管で増殖して、嘔吐、下痢、腹痛などの急性胃腸炎を起こすも

　　　ので、夏季に集団食中毒として発生することが多い。

１４上 問３３　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。

　　　毒素によって起こる食中毒で、黄色ブドウ球菌によるものなどがある。

　　　起こる食中毒で、サルモネラ菌によるものなどがある。

　　　大腸菌による食中毒で、腹痛、出血を伴う水様性の下痢などの

　　　症状を呈する。

　　　中で増殖し、毒性の強い神経毒を産生する。

　　　の腸管で増殖して、嘔吐、下痢、腹痛などの急性胃腸炎を起こす

　　　もので、夏季に集団食中毒として発生することが多い。

１４下 問３３　ノロウイルスによる食中毒に関する次の記述のうち、

　　　正しいものはどれか。

　　　産生した毒素により発症する。

１５上 問３２　ノロウイルスによる食中毒に関する次の記述のうち、

　　　正しいものはどれか。

　　　が産生した毒素により発症する。

　　　あまり効果がない。

　(1)　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した

　(2)　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

　(3)　Ｏ－１５７やＯ－１１１による食中毒は、赤痢菌の毒素と類似の

　(4)　ボツリヌス菌は、缶詰、真空パック食品など、酸素のない食品中

　(5)　ノロウイルスは、手指や食品などを介して、経口で感染し、ヒトの

　(1)　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した

　(2)　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

　(3)　Ｏ－１５７やＯ－１１１による食中毒は、ベロ毒素を産生する

　(4)　ボツリヌス菌は、缶詰、真空パック食品など、酸素のない食品

　(5)　ノロウイルスは、手指や食品などを介して、経口で感染し、ヒト

　(1)　食品に付着したウイルスが食品中で増殖し、ウイルスが

　(2)　ウイルスの感染性は、長時間煮沸しても失われない。

　(3)　潜伏期間は、２～３時間である。

　(4)　発生時期は、冬季が多い。

　(5)　症状は、筋肉の麻痺などの神経症状が特徴である。

　(1)　食品に付着したウイルスが食品中で増殖し、ウイルス

　(2)　ウイルスの死活化には、エタノールや逆性石鹸は

　(3)　潜伏期間は、一般に、３～５時間である。

　(4)　発生時期は、夏季が多い。

　(5)　症状は、筋肉の麻痺などの神経症状が特徴である。

H624
2 (1)人間の小腸で増殖 (2)ノロウイルスの失活化には、エタノールや逆性石鹸はあまり効果がない (3)潜伏期間は２４～４８時間 (4)冬季が多い (5)主症状は吐き気、嘔吐、下痢、腹痛

H635
5 ノロウイルスは冬季に発生が多い 

H649
5 冬季に発生しやすい 

H662
4 冬季に発生しやすい (1)毒素は産生しない （2)煮沸等加熱が有効な対策 (3)２４～４８時間 (5)吐き気、嘔吐、下痢、腹痛

H671
2 加熱が有効 (1)食品等に付着したウイルスが人間の小腸で増殖（毒素は産生しない） (3)潜伏期間は２４～４８時間 (4)冬季に多い (5)吐き気、嘔吐、下痢、腹痛



81 / 111 ページ

１５下 問３３　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。

　　　によって起こる食中毒で、サルモネラ菌によるものなどがある。

　　　に産生した毒素によって起こる食中毒で、腸炎ビブリオ

　　　菌によるものなどがある。

　　　これらによる食中毒は、腹痛や出血を伴う水様性の

　　　下痢などの症状を呈する。

　　　食品中で増殖して毒性の強い神経毒を産生し、筋肉の

　　　麻痺症状を起こす。

　　　腸管で増殖して、嘔吐、下痢、腹痛などの急性胃腸炎を

　　　起こすもので、冬季に集団食中毒として発生することが多い。

１６上 問３３　細菌性食中毒の原因菌のうち、病原性好塩菌ともいわれるものは、

　　　次のうちどれか。

⑬脳血管障害、虚血性心疾患 Ｐ１０６

１３上 問３０ 脳血管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）脳血管障害は、脳の血管の病変が原因で生じ、出

血性病変、虚血性病変などに分類される。

（２）出血性の脳血管障害は、脳表面のくも膜下腔に出

血するくも膜下出血、脳実質内に出血する脳出血な

どに分類される。

（３）虚血性の脳血管障害である脳梗塞は、脳血管自体

の動脈硬化性病変による脳塞栓症と、心臓や動脈壁

の血栓などが剥がれて脳血管を閉塞する脳血栓症に

分類される。

（４）脳梗塞や脳出血では、頭痛、吐き気、手足のしび

れ、麻痺、言語障害、視覚障害などの症状が認められる。

（５）くも膜下出血の症状は、「頭が割れるような」、

「ハンマーでたたかれたような」などと表現される

急激で激しい頭痛が特徴である。

１３下 問３１　脳血管障害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

　　　病変などに分類される。

　　　脳実質内に出血する脳出血などに分類される。

　　　による脳塞栓症と、心臓や動脈壁の血栓などが剥がれて脳血管を閉塞

　　　する脳血栓症に分類される。

　　　視覚障害などの症状が認められる。

　　　ような」などと表現される急激で激しい頭痛が特徴である。

　(1)　感染型食中毒は、食物に付着した細菌そのものの感染

　(2)　毒素型食中毒は、食物に付着した細菌が増殖する際

　(3)　Ｏ－157やＯ－111は、ベロ毒素を産生する大腸菌で

　(4)　ボツリヌス菌は、缶詰、真空パック食品など酸素のない

　(5)　ノロウイルスは、手指、食品などを介して経口で感染し

　(1)　黄色ブドウ球菌

　(2)　ボツリヌス菌

　(3)　サルモネラ菌

　(4)　腸炎ビブリオ

　(5)　セレウス菌

　(1)　脳血管障害は、脳の血管の病変が原因で生じ、出血性病変、虚血性

　(2)　出血性の脳血管障害は、脳表面のくも膜下腔に出血するくも膜下出血

　(3)　虚血性の脳血管障害である脳梗塞は、脳血管自体の動脈硬化性病変

　(4)　脳梗塞や脳出血では、頭痛、吐き気、手足のしびれ、麻痺、言語障害、

　(5)　くも膜下出血の症状は、「頭が割れるような」、「ハンマーでたたかれた

H684
2 腸炎ビブリオは感染型 (1)サルモネラ菌は感染型 (3)Ｏ-157は下痢など (4)ボツリヌス菌は毒素型 (5)ノロウイルスは下痢、胃腸炎など。冬季に多い

H701
４

H711
3 虚血性の脳血管障害である脳梗塞は、脳血管自体の動脈硬化性病変による脳血栓症と、心臓や動脈壁の血栓が剥がれて脳血管を閉塞する脳塞栓症に分類される 問題文は病名と症状が逆

H730
3 脳血栓症　：　脳血管自体の動脈硬化性病変 脳塞栓症　：　心臓や動脈壁の血栓が剥がれて脳血管を閉塞する 
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１４上 問３１　脳血管障害及び虚血性心疾患に関する次の記述のうち、

　　　誤っているものはどれか。

　　　虚血性病変などに分類される。

　　　くも膜下出血、脳実質内に出血する脳出血などに分類される。

　　　性病変による脳塞栓症と、心臓や動脈壁の血栓が剥がれて脳

　　　血管を閉塞する脳血栓症に分類される。

　　　したり途絶えたりすることにより起こる心筋障害である。

　　　と、不可逆的な心筋壊死が起こる心筋梗塞とに大別される。

１５上 問３０　脳血管障害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

　　　虚血性病変などに分類される。

　　　くも膜下出血、脳実質内に出血する脳出血などに分類される。

　　　硬化性病変による脳塞栓症と、心臓や動脈壁の血栓などが

　　　剥がれて脳血管を閉塞する脳血栓症に分類される。

　　　言語障害、視覚障害などの症状が認められる。

　　　でたたかれたような」などと表現される急激で激しい頭痛

　　　が特徴である。

１５下 問３２　脳血管障害及び虚血性心疾患に関する次の記述の

　　　うち、誤っているものはどれか。

　　　病変、虚血性病変などに分類される。

　　　するくも膜下出血、脳実質内に出血する脳出血などに

　　　分類される。

　　　動脈硬化性病変による脳血栓症と、心臓、動脈壁の血栓

　　　などが剥がれて脳血管を閉塞する脳塞栓症に分類れる。

　　　不足したり途絶えることにより起こる心筋障害である。

　　　狭心症と、不可逆的な心筋壊死が起こる心筋梗塞とに

　　　大別される。

⑭健康診断 Ｐ２１５、Ｐ３８２

１６上 問３４　健康診断における検査項目に関する次の記述のうち、誤って

　　　いるものはどれか。

　　尿酸値が高くなる高尿酸血症は、間接の痛風発作などの原因となる

　　ほか、動脈硬化とも関連するとされている。

　　空腹時にも高値が持続することは動脈硬化の危険因子となる。

　　あることは動脈硬化の危険因子となる。

　　の働きが低下すると尿中に排泄されず、血液中の値が高くなる。

　　を受けると血液中に流れ出し、特にアルコールの摂取で高値を示す

　　特徴がある。

　(1)　脳血管障害は、脳の血管の病変が原因で生じ、出血性病変、

　(2)　出血性の脳血管障害は、脳表面のくも膜下腔に出血する

　(3)　虚血性の脳血管障害である脳梗塞は、脳血管自体の動脈硬化

　(4)　虚血性心疾患は、冠動脈による心筋への血液の供給が不足

　(5)　虚血性心疾患は、心筋の一部分に可逆的虚血が起こる狭心症

　(1)　脳血管障害は、脳の血管の病変が原因で生じ、出血性病変

　(2)　出血性の脳血管障害は、脳表面のくも膜下腔に出血する

　(3)　虚血性の脳血管障害である脳梗塞は、脳血管自体の動脈

　(4)　脳梗塞や脳出血では、頭痛、吐き気、手足のしびれ、麻痺

　(5)　くも膜下出血の症状は、「頭が割れるような」、「ハンマー

　(1)　脳血管障害は、脳の血管の病変が原因で生じ、出血性

　(2)　出血性の脳血管障害は、脳表面のくも膜下腔に出血

　(3)　虚血性の脳血管障害である脳梗塞は、脳血管自体の

　(4)　虚血性心疾患は、門脈による心筋への血液の供給が

　(5)　虚血性心疾患は、心筋の一部分に可逆性虚血が起こる

　(1)　尿酸は、体内のプリン体と呼ばれる物質の代謝物で、血液中の

　(2)　血清トリグリセライド（中性脂肪）は、食後に値が上昇する脂質で

　(3)　ＨＤＬコレステロールは、悪玉コレステロールとも呼ばれ、高値で

　(4)　尿素窒素（ＢＵＮ）は、腎臓から排泄される老廃物の一種で、腎臓

　(5)　γ－ＧＴＰは、正常な肝細胞に含まれている酵素で、肝細胞が障害

H747
3 脳血管自体の動脈硬化性病変による脳血栓症と、心臓や動脈壁の血栓が剥がれて脳血管を閉塞する脳塞栓症に分類される。 (4)虚血性心疾患は冠動脈による血液供給不足による

H761
3 脳血栓症：動脈硬化が進行して血栓ができ詰まる。 脳塞栓症：心臓や動脈壁の血栓が剥がれて脳血管が詰まる。 (1)出血と虚血（血管のつまり等）がある (2)出血性はくも膜下出血と脳出血がある (4)頭痛、吐き気等あり (5)激しい頭痛が特徴

H776
4 門脈は消化管から肝臓への血管。心筋への血液供給は冠状動脈 (1)出血性と虚血性がある (2)出血性にはくも膜下出血と脳出血がある (3)脳梗塞には脳血栓症と脳塞栓症がある（症状が逆になった問題あり） (5)虚血性心疾患には狭心症と心筋梗塞がある

H793
３ ＨＤＬコレステロールは善玉。悪玉はＬＤＬ (1)尿酸は痛風の原因 (2)中性脂肪は食後に値が上がる。空腹時に高いのは動脈硬化の危険因子 (4)尿素窒素は腎機能が低下すると高くなる (5)γ-ＧＴＰは肝細胞が障害を受けると高くなる。アルコールの摂取でも高くなる。  
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⑮ＢＭＩ Ｐ２１１

１５下 問３４　身長１７０ｃｍの人のＢＭＩが２５未満となる最大の

　　　体重は、次のうちどれか。

　　　　なお、ＢＭＩとは身長と体重から算出される体格指数

　　　てある。

終わり

安全衛生技術試験協会　公表試験問題より

　(1)　６５kg

　(2)　６７kg

　(3)　６９kg

　(4)　７１kg

　(5)　７３kg

H814
4 体重/身長2　 体重/1.72＝25 体重＝25×1.72 　　　＝72.25 73では25を超える
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1
疾病休業日数率は休業した日数が延所定労働時間の何パーセントか？です

H7:

3
疾病休業日数率：
疾病で休んだ日数が全体の何パーセントか？です
（240/14400）×100＝1.67
病休件数年千人率：
疾病で休んだ人が1000人当たり何人か？です
（23/60）×1000＝383

H21:

3
有所見率と発生率は別
有所見率　：　ある時点における検査の有所見者の割合
発生率　：　一定期間に有所見が発生した人の割合
(5)スクリーニングレベル：正常と有所見をふるい分ける判定値
高く設定すれば偽陽性率（陰性だが陽性となった率）は低く、偽陰性率（陽性だが陰性となった率）は高くなる

H36:

5
労働衛生ではスクリーニングレベルを低く設定している為、正常な人を有所見と判定する率が高い

H64:

２
偽陽性率
１８０／（１８０＋７９５）×１００＝１８．５
疾病無しの者のうちの陽性の率
偽陰性率
５／（２０＋５）×１００＝２０
疾病有りの者のうちの陰性の率

H81:

4
メンタルヘルスも含む
(1)健康測定は健康診断とは違う
(2)仕事以外も調査要
(3)運動機能検査では筋力等も検査要
(5)生活指導を含む

H105:

2
健康障害、疾病発見は健康診断。

健康状態を身体面から調べるもので運動機能検査やメンタルヘルス、栄養指導があり、生活指導も含む

H127:

４
栄養指導は、産業栄養指導担当者を配置
産業保健指導担当者は保健指導を行う。

H145:

2
「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」及び「事業場外資源によるケア」の「４つのケア」
衛生委員会によるケアは無い

H159:

4
家族のケアはない。事業場内産業保健スタッフ等によるケアがある
(1)～(3)
衛生委員会等で十分審議し労働衛生に関する計画の中に位置づける。メンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明することを含む
(5)セルフケアは自らが行うストレス予防等

H188:

3
視距離４０ｃｍ以上。ディスプレイ画面の上端は、眼の高さよりやや下

H207:

2
(1)1時間を越えないように
(3)500ルクス以下
(4)視距離40ｃｍ　眼の高さよりやや下
(5)ａ業務歴の調査ｂ既往歴の調査ｃ自覚症状の有無の調査ｄ眼科学的検査ｅ筋骨格系に関する検査

H224:

3
書類・キーボード上300ルクス以上
(1)視距離40㎝以上、目の高さと同じかやや下
(2)照度500ルクス以下
(4)小休止等を定期的に設ける
(5)併せて実施で特に問題なし

H255:

2
間接照明等のグレア防止用照明器具を用いる。グレア：まぶしさ
(1)書類、キーボード300ルクス以上（精密な作業と同じ）
(3)視距離４０㎝以上、画面上端が目よりやや下
(4)拘束型ＶＤＴ作業は1時間を超えないようにし、10～15分の作業休止かつ１～2回の小休止要
(5)一般健診時に併せて実施可

H267:

５
健診項目：
ａ業務歴の調査、ｂ既往歴の調査、ｃ自覚症状の有無の調査、ｄ眼科学的検査、ｅ筋骨格系に関する検査

H286:

2
屋外排気の局排又は換気扇が優先。困難な場合は空気清浄機を設置

H314:

2
屋外へ排気する局排等のほうが有効

H332:

4
非喫煙場所から喫煙室等に向かう気流が必要
(1)喫煙室が優先
(2)屋外排気が優先
(3)空気清浄装置はやむを得ない措置
(5)浮遊粉じん0.15mg/㎥、一酸化炭素10ppm以下

H349:



85 / 111 ページ

3
上肢（腕）は腰とあまり関係ない

H376:

5
ショック不要でも胸骨圧迫を行う

H390:

2
気道を確保し回復体位をとらせる
(1)下顎を押し上げるようにして、頭を後方に傾ける
(3)胸骨圧迫30回に人工呼吸2回
(4)100回/分のテンポ
(5)ＡＥＤは人工呼吸等と組み合わせて使用する

H408:

1
一方の手を事故者の額に、他方の手の人差し指と中指を下顎を押し上げるようにして、頭を後方に傾ける

H420:

3
胸骨圧迫30、人工呼吸2
(1)下顎を押し上げるようにして、頭を後方に傾ける
(2)10秒以内に確かめる
(4)100回/分
(5)ＡＥＤは胸骨圧迫、人工呼吸と組み合わせて使用

H435:

5
ショック不要の場合でも胸骨圧迫、人工呼吸を続ける
(1)あごを持ち上げ頭を後方に傾ける
(2)意識がない場合等は回復体位をとらせる
(3)胸骨圧迫30、人工呼吸2
(4)100回/分のテンポ

H450:

2
直接圧迫法が推奨されている（傷口を直接圧迫するため誰でもできる）

H467:

4
止血帯法は足、腕の出血で吹き出すような大出血のときのみ
三角巾、手ぬぐい、ネクタイなどを利用（細い紐は不可）
(1)1/3の出血で生命の危機
(2)直接圧迫法は簡単で効果的
(3)動脈を圧迫し止血する
(5)感染防止が必要

H483:

2
直接圧迫法が推奨（最も簡単で効果がある）
(1)1/3を短時間に失うと死亡の可能性あり
(3)動脈ほど激しく出血しない。
(4)体外に出血しない出血
(5)感染防止のため直接触れない

H499:

１
血液量の１／３を短時間に失うと生命が危険な状態となり、１／２を失うと死に至る

H513:

2
(1)水泡ができるのはⅡ度
(3)冷やす（軟膏等は塗らない）
(4)洗う（中和は不可）
(5)取り除かずに冷やす

H528:

2
(1)Ⅰ度が軽症、Ⅲ度が重症
(3)寝かせて、身体を冷やし、足を高くする
(4)取り除かずに冷やす
(5)全体を冷却し続けることは低体温となるおそれがあるので注意が必要

H540:

2
水で冷やすことがポイントだが、低体温に注意
(1)水泡はⅡ度
(3)水泡は破らない
(4)中和は不可。洗い流す
(5)無理に取り除かない

H560:

２
衣類が付着した場合は無理に取り除かない
(1)水泡ができるのはⅡ度
(3)水泡は破らない
(4)水で洗浄（中和剤使用は不可）
(5)付着したアスファルト等は無理に取り除かない

H573:

3
(1)骨にひびが入った状態は不完全骨折
単純骨折は皮膚に損傷がないもの
(2）複雑骨折は開放骨折（皮膚に損傷がある）
(4)手、足の先から少し出る程度とする
(5)硬い板の上のほうがよい

H588:

3
完全骨折は完全に骨が折れているため音、変形などあり
(1)単純骨折：皮膚に損傷がない骨折
(2)複雑骨折：皮膚に損傷がある骨折（開放骨折）
(4)手、足の先から少し出る程度とする
(5)やわらかいものより固い板等がよい

H599:
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5
単純骨折：皮膚に損傷が及ばない
(1)複雑骨折は皮膚に損傷が及ぶもの（開放骨折とも言う）
(2)（3)無理に戻したり、動かしたりしない
(4)副子は手・足先から少し出るようにする

H610:

2
(1)人間の小腸で増殖
(2)ノロウイルスの失活化には、エタノールや逆性石鹸はあまり効果がない
(3)潜伏期間は２４～４８時間
(4)冬季が多い
(5)主症状は吐き気、嘔吐、下痢、腹痛

H624:

5
ノロウイルスは冬季に発生が多い

H635:

5
冬季に発生しやすい

H649:

4
冬季に発生しやすい
(1)毒素は産生しない
（2)煮沸等加熱が有効な対策
(3)２４～４８時間
(5)吐き気、嘔吐、下痢、腹痛

H662:

2
加熱が有効
(1)食品等に付着したウイルスが人間の小腸で増殖（毒素は産生しない）
(3)潜伏期間は２４～４８時間
(4)冬季に多い
(5)吐き気、嘔吐、下痢、腹痛

H671:

2
腸炎ビブリオは感染型
(1)サルモネラ菌は感染型
(3)Ｏ-157は下痢など
(4)ボツリヌス菌は毒素型
(5)ノロウイルスは下痢、胃腸炎など。冬季に多い

H684:

４H701:

3
虚血性の脳血管障害である脳梗塞は、脳血管自体の動脈硬化性病変による脳血栓症と、心臓や動脈壁の血栓が剥がれて脳血管を閉塞する脳塞栓症に
分類される
問題文は病名と症状が逆

H711:

3
脳血栓症　：　脳血管自体の動脈硬化性病変
脳塞栓症　：　心臓や動脈壁の血栓が剥がれて脳血管を閉塞する

H730:

3
脳血管自体の動脈硬化性病変による脳血栓症と、心臓や動脈壁の血栓が剥がれて脳血管を閉塞する脳塞栓症に分類される。
(4)虚血性心疾患は冠動脈による血液供給不足による

H747:

3
脳血栓症：動脈硬化が進行して血栓ができ詰まる。
脳塞栓症：心臓や動脈壁の血栓が剥がれて脳血管が詰まる。
(1)出血と虚血（血管のつまり等）がある
(2)出血性はくも膜下出血と脳出血がある
(4)頭痛、吐き気等あり
(5)激しい頭痛が特徴

H761:

4
門脈は消化管から肝臓への血管。心筋への血液供給は冠状動脈
(1)出血性と虚血性がある
(2)出血性にはくも膜下出血と脳出血がある
(3)脳梗塞には脳血栓症と脳塞栓症がある（症状が逆になった問題あり）
(5)虚血性心疾患には狭心症と心筋梗塞がある

H776:

３
ＨＤＬコレステロールは善玉。悪玉はＬＤＬ
(1)尿酸は痛風の原因
(2)中性脂肪は食後に値が上がる。空腹時に高いのは動脈硬化の危険因子
(4)尿素窒素は腎機能が低下すると高くなる
(5)γ-ＧＴＰは肝細胞が障害を受けると高くなる。アルコールの摂取でも高くなる。

H793:

4
体重/身長2　

体重/1.72＝25
体重＝25×1.72

　　　＝72.25
73では25を超える

H814:



〔労働生理〕

①血液 Ｐ３６０

１３上 問４０ 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、血液の容積の５５％程度を

占める血漿中には、アルブミン、グロブリンなどの蛋白質が含まれて

いる。

（２）血液の有形成分には、赤血球、白血球及び血小板があり、

赤血球は酸素を組織に供給し、白血球は体内への細菌や異物

の侵入を防御し、血小板は止血の機能を有する。

（３）赤血球の寿命は、約１２０日で、白血球の寿命に比べて長い。

（４）リンパ球は、白血球の約３０％を占め、免疫反応に関与している。

（５）血液の凝固は、血漿中のアルブミンとグロブリンが反応してフィブリ

１３下 問４０　血液に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

　　　る血漿中には、アルブミン、グロブリンなどの蛋白質が含まれている。

　　　は酸素を組織に供給し、白血球は体内への細菌や異物の侵入を防御

　　　し、血小板は止血の機能を有する。

　　　Ｂリンパ球と抗体を産生するＴリンパ球などがあり、免疫反応に関与

　　　している。

　　　（線維素）に変化する現象である。

１４上 問４０　血液に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

　　　及び血小板から成っている。

　　　し、アルブミンは免役物質の抗体を含む。

　　　している。

　　　（線維素）に変化する現象である。

１４下 問４０　血液に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

　　　白血球及び血小板から成る。

　　　に関与している。

　　　フィブリン（線維素）に変化する現象である。

ノーゲン(線維素原)に変化する現象である。

　(1)　血液は、血漿と有形成分から成り、血液の容積の５５％程度を占め

　(2)　血液の有形成分には、赤血球、白血球及び血小板があり、赤血球

　(3)　赤血球の寿命は、約１２０日で、白血球の寿命に比べて長い。

　(4)　白血球の一種であるリンパ球には、細菌や異物を認識し攻撃する

　(5)　血液の凝固は、血漿中のフィブリノーゲン（線維素原）がフィブリン

　(1)　血液は、血漿と有形成分から成り、有形成分は赤血球、白血球

　(2)　赤血球の寿命は約１２０日であり、白血球に比べて長い。

　(3)　血漿中の蛋白質のうち、グロブリンは血液浸透圧の維持に関与

　(4)　血小板は、核を持たない不定形の細胞で、血液凝固作用に関与

　(5)　血液の凝固は、血漿中のフィブリノーゲン（線維素原）がフィブリン

　(1)　血液は、血漿と有形成分から成り、有形成分は赤血球、

　(2)　赤血球の寿命は約１２０日であり、白血球に比べて長い。

　(3)　血小板は、核を持たない不定形の細胞で、血液凝固作用

　(4)　血液の容積に対する血小板の相対的容積をヘマトクリットという。

　(5)　血液の凝固は、血漿中のフィブリノーゲン（線維素原）が

H7
5 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

H19
4 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。

H32
3 ・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

H43
4 赤血球の相対的容積 (1)血漿と赤血球、白血球、血小板からなる (2)赤血球120日、白血球3～4日 (3)血液凝固作用（止血作用） (5)凝固はﾌｨﾌﾞﾘﾉｰｹﾞﾝがﾌｨﾌﾟﾘﾝになる。凝集とは別



１５下 問４０　血液に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

　　　５５％程度を占める血漿中には、アルブミン、グロブリン

　　　などの蛋白質が含まれている。

　　　白血球の寿命に比べて長い。

　　　Ｔリンパ球などがあり、免疫反応に関与している。

　　　血清中のフィブリノーゲン（線維素原）との間で生じる

　　　反応を血液の凝集という。

１６上 問４０　血液に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

　　占める血漿中には、アルブミン、グロブリンなどの蛋白質が含まれ

　　ている。

　　は酸素を組織に供給し、白血球は体内への細菌や異物の侵入を防御

　　し、血小板は止血の機能を有する。

　　Ｂリンパ球と抗体を産生するＴリンパ球などがあり、免疫反応に関与

　　している。

　　（線維素）に変化する現象である。

②心臓と血液循環 Ｐ３６４、Ｐ３７４、Ｐ３８７

１３上 問３６ 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。

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。

（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戻る血液の循環である。

（４）心臓の拍動は、自律神経の支配を受けている。

（５）大動脈及び肺静脈を流れる血液は、酸素に富む動

脈血である。

　(1)　血液は、血漿と有形成分から成り、血液の容積の

　(2)　血液の容積に対する赤血球の相対的容積をヘマトクリットという。

　(3)　骨髄中で産生される赤血球の寿命は、約１２０日で、

　(4)　白血球の一成分であるリンパ球には、Ｂリンパ球、

　(5)　ある人の血漿中のフィブリン（線維素）と別の人の

　(1)　血液は、血漿と有形成分から成り、血液の容積の５５％程度を

　(2)　血液の有形成分には、赤血球、白血球及び血小板があり、赤血球

　(3)　赤血球の寿命は、約１２０日で、白血球の寿命に比べて長い。

　(4)　白血球の一種であるリンパ球には、細菌や異物を認識し攻撃する

　(5)　血液の凝固は、血漿中のフィブリノーゲン（線維素原）がフィブリン

（１）心臓の中にある洞結節(洞房結節)で発生した刺激

H59
5 凝集は血液型の違う人の血液を混ぜたときにおこる現象。 (1)血漿タンパク　アルブミンやグロブリンを含む (2)ヘマトクリットは赤血球の相対容積 (3)赤血球の寿命は120日 (4)リンパ球は免疫反応に関与する

H75
４ 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。

H88
3 肺循環：右心室→肺動脈→肺→肺静脈→左心房 動脈：心臓から送り出された血液が流れる血管、流れている血液の種類（状態）とは無関係



１３下 問３６　次の図は、ヒトの血液循環の経路を模式的に表したものであるが、

　　　ものはどれか。

　　　は、血管イを流れる血液である。

　　　含む。

　　　含む。

　　　血液は、血管オを流れる血液である。

１４上 問３６　次の図は、ヒトの血液循環の経路を模式的に表したものである

　　　正しいものはどれか。

　　　血管イを流れる血液である。

　　　含む。

　　　含む。

　　　血液は、血管オを流れる血液である。

　　　図中の血管ア～カを流れる血液に関する(1)～(5)の記述のうち、正しい

　(1)　血管アは静脈であるが、動脈血が流れる。

　(2)　血管ア～カを流れる血液のうち、二酸化炭素を最も多く含む血液

　(3)　血管ウを流れる血液は、血管イを流れる血液に比べて酸素を多く

　(4)　血管カを流れる血液は、血管エを流れる血液に比べて尿素を多く

　(5)　血管ア～カを流れる血液のうち、食後、ブドウ糖を最も多く含む

　　　が、図中の血管ア～カを流れる血液に関する(1)～(5)の記述のうち

　(1)　血管アは静脈であるが、動脈血が流れる。

　(2)　血管ア～カを流れる血液のうち、二酸化炭素を最も多く含む血液は

　(3)　血管ウを流れる血液は、血管イを流れる血液に比べて酸素を多く

　(4)　血管カを流れる血液は、血管エを流れる血液に比べて尿素を多く

　(5)　血管ア～カを流れる血液のうち、食後、ブドウ糖を最も多く含む

H113
5 オは門脈。食後ブドウ糖を多く含む (1)アは肺動脈。静脈血が流れる （2)イは大動脈。酸素を多く含む (3)ウは大静脈。二酸化炭素を多く含む (4)尿素は肝臓でアミノ酸を分解して作られるので、エのほうが多い 

H141
5 オは門脈。門脈にはブドウ糖が多く含まれる (1)アは肺動脈。静脈血が流れる (2)二酸化炭素が多いのはウ又はア (3)酸素が多いのはイ (4)尿素は肝臓で作られるのでエのほうが多い



１４下 問３７　下図は、血液循環の経路を模式的に表したもので

　　　静脈血が流れる。

　　　血液は、血管イを流れる血液である。

　　　二酸化炭素が多く含まれる。

　　　尿素が多く含まれる。

　　　含まれる血液は、血管オを流れる血液である。

１５上 問３６　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。

　　　成り、自動的に収縮と拡張を繰り返す。

　　　なって右心房に戻ってくる。

　　　に入り、肺静脈を通って左心房に戻ってくる。

　　　の一部である。

　　　は静脈血である。

　　　あるが、図中の血管ア～カを流れる血液に関する(1)

　　　～(5)の記述のうち、誤っているものはどれか。

　(1)　血管ア及び血管イはいずれも動脈であるが、血管アには

　(2)　血管ア～カを流れる血液のうち、酸素が最も多く含まれる

　(3)　血管ウを流れる血液には、血管イを流れる血液に比べて

　(4)　血管カを流れる血液には、血管エを流れる血液に比べて

　(5)　血管ア～カを流れる血液のうち、食後、ブドウ糖が最も多く

　(1)　心筋は、意思と無関係に動く不随意筋である平滑筋から

　(2)　体循環では、血液は左心室から大動脈に入り、静脈血と

　(3)　肺循環では、血液は右心室から肺動脈を経て肺の毛細血管

　(4)　肺を除く各組織の毛細血管を通過する血液の流れは、体循環

　(5)　大動脈を流れる血液は動脈血であるが、肺動脈を流れる血液

H172
4 尿素は肝臓で作られるのでエの方が多い (1)アは肺動脈　静脈血が流れる (2)イは大動脈　酸素が多く含まれる (3)ウは大静脈　二酸化炭素が多く含まれる (5)オは門脈　ブドウ糖が含まれる

H203
1 心筋は横紋筋 (2)(4)体循環：左心室→大動脈→各組織の毛細血管（肺を除く）→大静脈→右心房 (3)(5)肺循環：右心室→肺動脈（静脈血が流れる）→肺→肺静脈→左心房 



１５下 問３６　下図は、血液循環の経路を模式的に表したものであるが、

　　　のうち、誤っているものはどれか。

　　　には静脈血が流れる。

　　　まれる血液は、血管イを流れる血液である。

　　　比べて二酸化炭素が多く含まれる。

　　　比べて尿素が多く含まれる。

　　　最も多く含まれる血液は、血管オを流れる血液である。

１６上 問３６　心臓及び血液循環に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

　　心筋に伝わることにより、規則正しく収縮と拡張を繰り返す。

　　入る。

　　静脈血である。

　　脈拍といい、一般に、手首の橈骨動脈で触知する。

　　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。

　　　図中の血管ア～カを流れる血液に関する(1)～(5)の記述

　(1)　血管ア及び血管イはいずれも動脈であるが、血管ア

　(2)　血管ア～カを流れる血液のうち、酸素が最も多く含

　(3)　血管ウを流れる血液には、血管イを流れる血液に

　(4)　血管カを流れる血液には、血管エを流れる血液に

　(5)　血管ア～カを流れる血液のうち、食後、ブドウ糖が

　(1)　心臓は、自律神経の中枢で発生した刺激が刺激伝道系を介して

　(2)　肺循環により左心房に戻ってきた血液は、左心室を経て大動脈に

　(3)　大動脈を流れる血液は動脈血であるが、肺動脈を流れる血液は

　(4)　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

　(5)　動脈硬化とは、コレステロールの蓄積などにより、動脈壁が肥厚・

H228
4 尿素は肝臓で作られる。エのほうが多い (1)アは肺動脈　静脈血が流れる (2)イは大動脈　酸素を多く含む (3)ウは大静脈　二酸化炭素を多く含む (5)オは門脈　食後ブドウ糖を多く含む

H259
１ 心臓の中にある洞結節で発生した刺激により規則正しく動く



③呼吸 Ｐ３６７

１３上 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、主として呼吸筋と横隔膜の協調運動

によって行われる。

（２）胸郭内容積が増し、その内圧が低くなるにつれ、鼻腔

や気管などの気道を経て肺内へ流れ込む空気が吸気である。

（３）肺胞内の空気と肺胞を取り巻く毛細血管中の血液

との間で行われる酸素と二酸化炭素のガス交換を内

呼吸という。

（４）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。

（５）血液中の二酸化炭素濃度が増加すると、呼吸中枢

が刺激され、呼吸が速く深くなる。

１３下 問３５　呼吸に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

　　　に増減させて行われる。

　　　ガス交換は、外呼吸である。

　　　発熱によって減少する。

　　　支配されている。

　　　は浅くなり、回数が減少する。

１４上 問３５　呼吸に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

　　　周期的に増減させて行われる。

　　　行われるガス交換は、外呼吸である。

　　　入浴や発熱によって減少する。

　　　よって支配されている。

　　　呼吸は浅くなり、回数が減少する。

１４下 問３５　呼吸に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

　　　を周期的に増減させて行われる。

　　　行われるガス交換を内呼吸という。

　　　入浴、発熱などによって減少する。

　　　支配されている。

　　　されて呼吸は浅くなり、回数が減少する。

　(1)　呼吸運動は、気管と胸膜の協調運動によって、胸郭内容積を周期的

　(2)　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

　(3)　成人の呼吸数は、通常、１分間に１６～２０回であるが、食事、入浴や

　(4)　呼吸に関与する筋肉は、間脳の視床下部にある呼吸中枢によって

　(5)　血液中の二酸化炭素が増加してくると、呼吸中枢が抑制されて呼吸

　(1)　呼吸運動は、気管と胸膜の協調運動によって、胸郭内容積を

　(2)　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

　(3)　成人の呼吸数は、通常、1分間に１６～２０回であるが、食事、

　(4)　呼吸に関与する筋肉は、間脳の視床下部にある呼吸中枢に

　(5)　血液中に二酸化炭素増加してくると、呼吸中枢が抑制されて

　(1)　呼吸運動は、気管と胸膜の協調運動によって、胸郭内容積

　(2)　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

　(3)　成人の呼吸数は、通常、1分間に１６～２０回であるが、食事

　(4)　呼吸に関与する筋肉は、延髄にある呼吸中枢によって

　(5)　血液中に二酸化炭素が増加してくると、呼吸中枢が抑制

H285
3 肺で行われるのは外呼吸（肺は外から酸素を取り込む） 内呼吸：体の各組織の細胞が血液との間で行うガス交換

H295
2 肺は外から酸素を取り込むので外呼吸 (1)呼吸筋（肋間筋）と横隔膜の協調運動 (3)食事、入浴等により増加する (4)呼吸中枢は延髄 (5)二酸化炭素が増加する（酸素が減少）と呼吸中枢は刺激され呼吸回数が増加する

H309
2 肺で行うのは外呼吸 (1)呼吸筋（肋間筋）と横隔膜の協調運動 (3)食事、入浴で増加する (4)呼吸中枢は延髄 (5)血中の二酸化炭素増加で呼吸は増える

H320
4 呼吸中枢は延髄 (1)呼吸筋（肋間筋）と横隔膜の協調運動 (2)肺で行うのは外呼吸 (3)入浴等で増える (5)二酸化炭素が増えると呼吸は増える



１５上 問３７　呼吸に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

　　　胸郭内容積を周期的に増減し、それに伴って肺を収縮させる

　　　ことにより行われる。

　　　の気道を経て肺内へ流れ込む空気が吸気である。

　　　行われるガス交換は、外呼吸である。

　　　されている。

　　　より呼吸中枢が刺激され、１回換気量及び呼吸数が増加する。

１５下 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。

　　　をすることで胸腔内の圧力を変化させ、肺を受動的に伸縮

　　　させることにより行われる。

　　　や気管などの気道を経て肺内へ流れ込む空気が吸気である。

　　　行われるガス交換は、外呼吸である。

　　　によって支配されている。

　　　より呼吸中枢が刺激され、１回換気量及び呼吸数が増加する。

１６上 問３５　呼吸に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

　　ことで胸腔内の圧力を変化させ、肺を受動的に収縮させることにより

　　行われる。

　　ガス交換は、内呼吸である。

　　及び発熱によって減少する。

　　支配されている。

　　され、１回換気量及び呼吸数が増加する。

Ｐ３７１

１３上 問３９ 次のＡからＤまでの消化酵素について、蛋白質の消

Ａ トリプシン

Ｂ ペプシン

Ｃ アミラーゼ

Ｄ リパーゼ

（１）Ａ，Ｂ

（２）Ａ，Ｃ

（３）Ｂ，Ｃ

（４）Ｂ，Ｄ

（５）Ｃ，Ｄ

　(1)　呼吸運動は、主として肋間筋と横隔膜の協調運動によって

　(2)　胸郭内容積が増し、内圧が低くなるにつれ、鼻腔や気管など

　(3)　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

　(4)　呼吸に関与する筋肉は、小脳にある呼吸中枢によって支配

　(5)　身体活動時には、血液中の二酸化炭素分圧の上昇などに

　(1)　呼吸運動は、横隔膜や肋間筋などの呼吸筋が収縮と弛緩

　(2)　横隔膜が下がり、胸腔の内圧が低くなるにつれ、鼻腔

　(3)　肺胞内の空気と肺胞を取り巻く毛細血管の血液との間で

　(4)　呼吸に関与する筋肉は、間脳の視床下部にある呼吸中枢

　(5)　身体活動時には、血液中の二酸化炭素分圧の上昇などに

　(1)　呼吸運動は、横隔膜や肋間筋などの呼吸筋が収縮と弛緩をする

　(2)　肺胞内の空気と肺胞を取り巻く毛細血管の血液との間で行われる

　(3)　成人の呼吸数は、通常、１分間に１６～２０回であるが、食事、入浴

　(4)　呼吸に関与する筋肉は、間脳の視床下部にある呼吸中枢によって

　(5)　身体活動時には、血液中の窒素分圧の上昇により呼吸中枢が刺激

④.栄養素の消化・吸収

化に関与しているものの組合せは(１)～(５)のうちどれか。

H338
4 呼吸中枢は延髄 (1)肺自体は収縮しない (3)肺は外呼吸 (5)体を動かすと血液中に二酸化炭素が増え呼吸中枢が刺激され呼吸が増える

H350
4 呼吸中枢は延髄 (1)横隔膜と肋間筋の協調運動で伸縮している (3)肺が行うのは外呼吸 (5)血中の二酸化炭素により呼吸数を増減させる

H364
１ 肺は横隔膜と肋間筋等の協調運動により収縮・弛緩する。 (2)肺で行うのは外呼吸 (3)食事、入浴等で増加する (4)呼吸中枢は延髄 (5)血液中の二酸化炭素分圧の上昇で呼吸は増える

H380
1 Ａ蛋白質分解 Ｂ　　〃 Ｃデンプン加水分解 Ｄ脂肪分解



１３下 問３８　蛋白質並びにその分解、吸収及び代謝に関する次の記述のうち、

　　　誤っているものはどれか。

　　　皮膚などの人体の臓器等を構成する主成分である。

　　　よりアミノ酸に分解され、小腸から吸収される。

　　　合成される。

　　　糖新生が行われる。

１４下 問３８　摂取した食物中の炭水化物（糖質）、脂質及び蛋白質を分解

　　　する消化酵素の組合せとして、正しいものは次のうちどれか。

　　　炭水化物（糖質）　　　　脂質　　　　　　　蛋白質　

１５上 問４０　蛋白質並びにその分解、吸収及び代謝に関する次の記述

　　　のうち、誤っているものはどれか。

　　　筋肉、皮膚など人体の臓器などを構成する主成分である。

　　　などによりアミノ酸に分解され、小腸から吸収される。

　　　に再合成される。

　　　糖新生が行われる。

１５下 問３８　脂肪の分解・呼吸及び脂質の代謝に関する次の記述の

　　　うち、誤っているものはどれか。

　　　脂肪を乳化させ、脂肪分解の働きを助ける。

　　　より脂肪酸とグリセリンに分解され、小腸の絨毛から吸収される。

　　　蛋白質と糖質を中性脂肪に変換する。

　　　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。

　(1)　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

　(2)　蛋白質は、膵臓から分泌される消化酵素てある膵リパーゼなどに

　(3)　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

　(4)　肝臓では、アミノ酸から多くの血漿蛋白質が合成される。

　(5)　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

　(1)　アミラーゼ　　　　　　　リパーゼ　　　　　トリプシン

　(2)　トリプシン　　　　　　　アミラーゼ　　　　ペプシン

　(3)　ペプシン　　　　　　　　アミラーゼ　　　　トリプシン

　(4)　ペプシン　　　　　　　　リパーゼ　　　　　アミラーゼ

　(5)　アミラーゼ　　　　　　　トリプシン　　　　リパーゼ

　(1)　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、

　(2)　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

　(3)　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

　(4)　肝臓では、アミノ酸から多くの血漿蛋白質が合成される。

　(5)　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

　(1)　胆汁は、アルカリ性で、消化酵素は含まないが、食物中の

　(2)　脂肪は、膵臓から分泌される消化酵素である膵アミラーゼによ

　(3)　肝臓は、コレステロールとリン脂質を合成し、また、余剰の

　(4)　コレステロールやリン脂質は、細胞膜の成分となる。

　(5)　脂質は、糖質や蛋白質に比べて多くのＡＴＰを産生

H395
2 リパーゼ ：　脂肪分解 蛋白質は、膵臓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る 

H407
1 トリプシン、ペプシン　：　蛋白質分解 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

H415
2 膵リパーゼは蛋白質分解には関係しない 蛋白質分解：トリプシン、ペプシン (1)蛋白質は人体の臓器等を構成する主成分 (3)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 (4)肝臓では、アミノ酸から多くの血漿蛋白質が合成される (5)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

H427
2 脂肪分解はリパーゼ (1)胆汁は肝臓で脂肪を分解



１６上 問３８　摂取した食物中の炭水化物（糖質）は消化管において主に

　　　ブドウ糖に、同じく脂肪は脂肪酸とグリセリンに、同じく蛋白質

　　　はアミノ酸に分解されるが、これらの分解されたものの小腸に

　　　おける吸収に関する次の文中のＡからＤに入れる語句の組合

　　　　「・　Ａ　及び　Ｂ　は、絨毛から吸収されて毛細血管に入る。

　　　　 ・　Ｃ　は、絨毛から吸収された後、大部分は　Ｄ　となって

　　　　　リンパ管に入る。」

　　　　Ａ　　　　　　　　Ｂ　　　　　　　　Ｃ　　　　　　　Ｄ

　　　　　グリセリン

　　　　　グリセリン

グリセリン

　　　　グリセリン

　　　　グリセリン

⑤肝臓 Ｐ３７４

１３上 問３７ 成人のヒトの肝臓の機能として、誤っているものは

次のうちどれか。

（１）脂肪酸の分解及びコレステロールの合成

（２）アルブミンなどの血漿蛋白の合成

（３）赤血球の産生及び分解

（４）アミノ酸からのブドウ糖の合成

（５）グリコーゲンの合成及び分解

１４上 問３８　成人のヒトの肝臓の機能として、誤っているものは次のうちどれか。

１５上 問３８　成人の肝臓の機能として、誤っているものは次のうちどれか。

　　　せとして、正しいものは(1)～(5)のうちどれか。

　(1)　ブドウ糖　　　脂肪酸と　　　アミノ酸　　　　脂肪

　(2)　ブドウ糖　　　脂肪酸と　　　アミノ酸　　　　蛋白質

　(3)　ブドウ糖　　　アミノ酸　　　　脂肪酸と　　　脂肪

　(4)　脂肪酸と　　 アミノ酸　　　　ブドウ糖　　　 蛋白質

　(5)　脂肪酸と　　 アミノ酸　　　　ブドウ糖　　　 脂肪

　(1)　脂肪酸の分解及びコレステロールの合成

　(2)　アルブミンなどの血漿蛋白の合成

　(3)　赤血球の産生及び分解

　(4)　アミノ酸からのブドウ糖の合成

　(5)　グリコーゲンの合成及び分解

　(1)　脂肪酸の分解及びコレステロールの合成

　(2)　胆汁の生成

　(3)　赤血球の産生及び分解

　(4)　アルコールなどの身体に有害な物質の分解

　(5)　グリコーゲンの合成及び分解

H450
３ 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に入る 

H473
3 赤血球は骨髄で作られる

H481
3 赤血球は骨髄で作られる

H488
3 赤血球は骨髄で作られる (1)(2)脂肪の分解（胆汁が助ける） (4)解毒作用あり (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



⑥代謝 Ｐ３７７

１３上 問４３ 代謝に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（１）代謝において、細胞に取り入れられた体脂肪やグ

リコーゲンなどが分解されてエネルギーを発生し、

ＡＴＰが生産されることを同化という。

（２）代謝において、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を異化という。

（３）基礎代謝は、心臓の拍動、呼吸運動、体温保持な

どに必要な代謝で、基礎代謝量は、覚醒、横臥、安

静時の測定値で表される。

（４）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の容積比で表され

る。

（５）エネルギー代謝率は、生理的負担だけでなく、精

神的及び感覚的な側面をも考慮した作業強度を表す

指標として用いられる。

１３下 問４３　代謝に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

　　　などが分解されてエネルギーを発生する過程を同化という。

　　　によって、細胞を構成する蛋白質などの生体に必要な物質に

　　　合成されることを異化という。

　　　などに必要な代謝量で、睡眠時の測定値で表される。

　　　排出された二酸化炭素の容積比である。

⑦体温 Ｐ３８０

１５上 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。

　　　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。

　　　拡張して血流量を増し、皮膚温を上昇させる。

　(1)　代謝において、細胞に取り入れられた体脂肪やグリコーゲン

　(2)　代謝において、体内に摂取された栄養素が、種々の化学反応

　(3)　基礎代謝量とは、安静時における心臓の拍動、呼吸、体温保持

　(4)　同性、同年齢の場合、基礎代謝量は体表面積にほぼ正比例する。

　(5)　エネルギー代謝率は、体内で一定時間中に消費された酸素と

　(1)　体温調節中枢は、間脳の視床下部にある。

　(2)　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

　(3)　寒冷にさらされ体温が正常より低くなると、皮膚の血管が

　(4)　不感蒸泄とは、水分が発汗により失われることをいう。

　(5)　温熱性発汗は、全身でみれるが、特に足の裏で多い。

H508
3 (1)異化 (2)同化 (4)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 (5)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

H525
4 同性、同年齢であれば体表面積にほぼ正比例する (1)(2)同化、異化が逆 異化：　エネルギーが発生する過程 同化：　生体に必要な物質に合成されること (3)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 (5)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

H541
1 体温調節中枢は視床下部 (2)恒常性（ﾎﾒｵｽﾀｼｽ） (3)皮膚の血管を収縮させ血流量を減少させ、体外に放散させる熱の量を減らす (4)不感蒸泄：発汗のない状態での皮膚及び呼吸器からの１日約８５０ｇの水の蒸発 (5)手のひら、足の裏は汗をかかない。顔面、頸部、手の甲に多い



⑧腎臓、尿 Ｐ３８１

１３上 問３８ 腎臓での尿の生成に関する次の文中の内に

入れるＡからＤの語句の組合せとして、正しいものは

「腎小体を通る血液中の血球及びＡ 以外の成分

は、糸球体からＢ に濾過されて原尿になる。原尿

中の水分、電解質、Ｃ などの成分がＤ 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。」

　　　　　Ａ 　　　　　Ｂ 　　　　　Ｃ 　　　　　Ｄ

（１）蛋白質　　尿細管　　　　糖　　　　ボウマン嚢

（２）　　糖　　　ボウマン嚢　蛋白質　　尿細管

（３）　　糖　　　ボウマン嚢　アミノ酸　　尿細管

（４）　　糖　　尿細管　　　　蛋白質　　ボウマン嚢

（５）蛋白質　ボウマン嚢　　　糖　　　　尿細管

１３下 問３９　腎臓・泌尿器系に関する次の記述のうち、誤っているものは

　　　どれか。

　　　及び蛋白質以外の成分がボウマン嚢に濾し出され、原尿が生成

　　　される。

　　　必要な成分が血液中に再吸収され、残りが尿として生成される。

　　　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

　　　を排出する。

　　　が全身の健康状態をよく反映するので、尿検査は健康診断などで

　　　広く行われている。

１４上 問３９　腎臓での尿の生成に関する次の文中に入れるＡからＤの語句の

　　　　「腎小体を通る血液中の血球及び　Ａ　以外の成分は、糸球体から

　　　　Ｂ　に濾過されて原尿になる。原尿中の水分、電解質、　Ｃ　などの

　　　成分が　Ｄ　において血液中に再吸収され、残った成分で生成され

　　　た尿は膀胱にたまり体外に排泄される。」

　　　　Ａ　　　　　　　　Ｂ　　　　　　　　Ｃ　　　　　　　　Ｄ

１４下 問３９　腎臓又は尿に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

　　　血中に再吸収される。

　　　排出される。

(１)～(５)のうちどれか。

　(1)　腎臓の皮質にある腎小体では、糸球体から血液中に血球、糖

　(2)　腎臓の尿細管では、原尿に含まれる大部分の水分及び身体に

　(3)　尿は淡黄色の液体で、固有の臭気を有し、通常、弱酸性である。

　(4)　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

　(5)　尿の約９５％は水分で、残りの５％が固形物であるが、その成分

　　　組合せとして、正しいものは(1)～(5)のうちどれか。

　(1)　蛋白質　　　尿細管　　　　　　糖　　　　　ボウマン嚢

　(2)　糖　　　　　　ボウマン嚢　　　蛋白質　　　　尿細管

　(3)　糖　　　　　　ボウマン嚢　　　アミノ酸　　　 尿細管

　(4)　糖　　　　　　尿細管　　　　　 蛋白質　　 ボウマン嚢

　(5)　蛋白質　　　ボウマン嚢　　　　糖　　　　　　尿細管

　(1)　血中の老廃物は、尿細管からボウマン嚢に濾し出される。

　(2)　血中の蛋白質は、糸球体からボウマン嚢に濾し出される。

　(3)　血中のグルコースは、糸球体からボウマン嚢に濾し出される。

　(4)　原尿中に濾し出された電解質の多くは、ボウマン嚢から

　(5)　原尿中に濾し出された水分の大部分は、そのまま尿として

H564
5 糸球体からボウマン嚢に血球及び蛋白質以外のものがろ過される 原尿中の水分、電解質、糖（グルコース）などの成分が尿細管で血液中に再吸収される  この問題文は要暗記

H579
1 血球及び蛋白質以外が濾しだされる（糖は 漉し出される）

H594
5 糸球体からボウマン嚢へろ過されるのは血球と蛋白質以外 尿細管は原尿中の水分、電解質、糖などを再吸収する

H608
3 血球及び蛋白質以外が濾し出される。グルコース（ブドウ糖）も濾し出される (1)糸球体から濾し出される (2)蛋白質は濾し出されない (4)(5)尿細管で再吸収される（水分は８０％が再吸収）



１５上 問３９　腎臓・泌尿器系に関する次の記述のうち、誤っているもの

　　　はどれか。

　　　糖及び蛋白質以外の成分がボウマン嚢に濾し出され、原尿

　　　が生成される。

　　　身体に必要な成分が血液中に再吸収され、残りが尿として

　　　生成される。

　　　である。

　　　の電解質の濃度を調整するとともに、生命活動によって生じ

　　　た不要な物質を排出する。

　　　その成分が全身の健康状態をよく反映するので、尿検査

　　　は健康診断などで広く行われている。

１５下 問３９　腎臓又は尿に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

　　　に再吸収される。

　　　排出される。

１６上 問３９　腎臓又は尿に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

　　再吸収される。

　　排出される。

⑨筋肉 Ｐ３８６

１３上 問４２ 筋肉に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（１）横紋筋は、骨に付着して身体の運動の原動力とな

る筋肉で意志によって動かすことができるが、平滑

筋は、心筋などの内臓に存在する筋肉で意志によっ

て動かすことができない。

（２）筋肉は神経からの刺激によって収縮するが、神経

より疲労しにくい。

（３）荷物を持ち上げたり、屈伸運動を行うときは、筋

肉が長さを変えずに外力に抵抗して筋力を発生させ

る等尺性収縮が生じている。

（４）強い力を必要とする運動を続けていると、筋肉を

構成する個々の筋線維の太さは変わらないが、その

数が増えることによって筋肉が太くなり筋力が増強する。

（５）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。

　(1)　腎臓の皮質にある腎小体では、糸球体から血液中の血球

　(2)　腎臓の尿細管では、原尿に含まれる大部分の水分及び

　(3)　尿は淡黄色の液体で、固有の臭気を有し、通常、弱酸性

　(4)　尿の生成・排出により、体内の水分の量やナトリウムなど

　(5)　尿の約９５％は水分で、残りの約５％が固形物であるが、

　(1)　血中の老廃物は、尿細管からボウマン嚢に濾し出される。

　(2)　血中の蛋白質は、糸球体からボウマン嚢に濾し出される。

　(3)　血中のグルコースは、糸球体からボウマン嚢に濾し出される。

　(4)　原尿中に濾し出された電解質の多くは、ボウマン嚢から血中

　(5)　原尿中に濾し出された水分の大部分は、そのまま尿として

　(1)　血中の老廃物は、尿細管からボウマン嚢に濾し出される。

　(2)　血中の蛋白質は、糸球体からボウマン嚢に濾し出される。

　(3)　血中のグルコースは、糸球体からボウマン嚢に濾し出される。

　(4)　原尿中に濾し出された電解質の多くは、ボウマン嚢から血中に

　(5)　原尿中に濾し出された水分の大部分は、そのまま尿として

H618
1 糖はボウマン嚢に濾し出され、尿細管から吸収される (2)水分80％、糖などは１００％再吸収 (3)尿は弱酸性 (4)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と共に、不要物質を排出 (5)水分95%、固形物５％

H636
3 血球、タンパク質以外の物は糸球体からボウマン嚢に濾し出される (4)尿細管から再吸収される (5)水分の大部分は尿細管から再吸収される

H645
３ (1)(2)血液中の血球及び蛋白質 以外の成分は、糸球体からボウマン嚢に濾過されて原尿になる（老廃物、糖は濾し出される。蛋白質は濾し出されない） (4)(5)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中に再吸収される

H657
5 (1)心筋は横紋筋（他の内臓は平滑筋） (2)神経より疲労しやすい (3)等張性収縮 等尺性収縮は姿勢保持時の収縮 (4)筋繊維の太さが変わる



１４上 問４３　筋肉に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

　　　比べて疲労しやすい。

　　　必要で、特に、直接のエネルギーはＡＴＰの加水分解によって

　　　まかなわれる。

　　　分解され、最後に乳酸になる。

　　　ある状態を等尺性収縮という。

１４下 問４３　筋肉に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

　　　完全に分解され、最後に乳酸になる。

　　　個々の筋繊維の太さは変わらないが、その数が増えること

　　　によって筋肉が太くなり筋力が増強する。

　　　収縮が生じている。

　　　筋収縮を必要とする等尺性収縮が主体となるため、血行

　　　不良や筋疲労が生じやすい。

１５上 問４２　筋肉に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

　　　疲労しにくい。

　　　変えずに外力に抵抗して筋力を発生させる等尺性収縮が生

　　　じている。

　　　個々の筋繊維の太さは変わらないが、その数が増えること

　　　によって筋肉が太くなり筋力が増強する。

　　　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。

１５下 問４３　筋肉に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

　　　完全に分解され、最後は乳酸になる。

　　　する個々の筋繊維の太さは変わらないが、その数が

　　　増えることによって筋肉が太くなり筋力が増強する。

　　　等張性収縮が生じている。

　　　な筋収縮を必要とする等尺性収縮が主体となるため、

　　　血行不良や筋疲労が生じやすい。

　(1)　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

　(2)　筋収縮には、グリコーゲンやりん酸化合物等のエネルギー源が

　(3)　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

　(4)　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

　(5)　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。

　(1)　筋肉中のグリコーゲンは、酸素が十分に与えられると

　(2)　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。

　(3)　強い力を必要とする運動を続けていても、筋肉を構成する

　(4)　人が直立しているとき、姿勢保持の筋肉には、常に伸張性

　(5)　長時間の姿勢保持を伴うＶＤＴ作業などでは、持続的な

　(1)　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。

　(2)　筋肉は神経からの刺激によって収縮するが、神経よりも

　(3)　荷物を持ち上げたり、屈伸運動を行うときは、筋肉が長さを

　(4)　強い力を必要とする運動を続けていても、筋肉を構成する

　(5)　刺激に対して意識とは無関係に起こる定型的な反応を

　(1)　筋肉中のグリコーゲンは、酸素が十分に与えられると

　(2)　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。

　(3)　強い力を必要とする運動を続けていても、筋肉を構成

　(4)　人が直立しているとき、姿勢保持の筋肉には、常に

　(5)　長時間の姿勢維持を伴うＶＤＴ作業などでは、持続的

H674
3 酸素が供給され分解されると水と二酸化炭素となる

H687
5 姿勢保持は等尺性収縮 (1)完全に分解されると水と二酸化炭素になる。酸素不足だと乳酸ができる (2)縮む速さが適当な時に仕事の効率が一番大きい (3)数は増えない。筋繊維が太くなる (4)姿勢保持は等尺性収縮

H700
5 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う (1)筋肉の縮む速さが適当な時に仕事の効率が一番大きい (2)神経より疲労しやすい (3)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 (4)数は増えない。筋繊維が太くなる。

H714
5 姿勢保持は等尺性収縮（人が直立している場合も） (1)完全に分解されると水と二酸化炭素となる（乳酸は分解されない場合にできる） (2)速さが適当な時に効率が大きい (3)太さが変わる（数は増えない）



１６上 問４３　筋肉に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。　

　　比べて疲労しやすい。

　　で、特に、直接のエネルギーはＡＴＰの加水分解によってまかなわれる。

　　水と二酸化炭素にまで分解されず乳酸になる。

　　に外力に抵抗して筋力を発生させる等尺性収縮が生じている。

⑩神経 Ｐ３８８

１３下 問３７　自律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。

　　　いても、その作用はほぼ正反対である。

　　　神経の亢進は心拍数を減少させる。

　　　神経の亢進は運動を抑制させる。

１４上 問３７　自立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。

　　　いても、その作用はほぼ正反対である。

　　　副交感神経は心拍数を減少させるように作用する。

　　　副交感神経は運動を抑制させるように作用する。

１４下 問３６　神経細胞に関する次の文中のＡからＣに入れる語句の

　　　　「神経系において情報を伝えたり処理する基本単位である

　　　神経細胞は　Ａ　とも呼ばれ、細胞体から通常１本の　Ｂ

　　　と複数の　Ｃ　が突き出した形をしている。」

　　　　　Ａ　　　　　　　　Ｂ　　　　　　　　　Ｃ

　(1)　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

　(2)　筋収縮には、グリコーゲン、リン酸化合物などのエネルギー源が必要

　(3)　筋肉中のグリコーゲンは、筋肉の収縮時に酸素が不足していると

　(4)　荷物を持ち上げたり、屈伸運動を行うときは、筋肉が長さを変えず

　(5)　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。

　(1)　自立神経系は、内臓、血管などの不随意筋に分布している。

　(2)　自律神経である交感神経と副交感神経は、同一器官に分布して

　(3)　自立神経系の中枢は、脳幹及び脊髄にある。

　(4)　心臓に対しては、交感神経の亢進は心拍数を増加させ、副交感

　(5)　消化管に対しては、交感神経の亢進は運動を促進させ、副交感

　(1)　自立神経系は、内臓、血管などの不随意筋に分布している。

　(2)　自律神経である交感神経と副交感神経は、同一器官に分布して

　(3)　自立神経系の中枢は、脳幹及び脊髄にある。

　(4)　心臓に対しては、交感神経は心拍数を増加させるように作用し、

　(5)　消化管に対しては、交感神経は運動を促進させるように作用し、

　　　組合せとして、正しいものは(1)～(5)のうちどれか。

　(1)　ＥＳ細胞　　　　軸索　　　　　　樹状突起

　(2)　ＥＳ細胞　　　　樹状突起　　　軸索

　(3)　ニューロン　　　軸索　　　　　　樹状突起

　(4)　ニューロン　　　樹状突起　　　軸索

　(5)　シナプス　　　　軸索　　　　　　樹状突起

H730
４ 等尺性収縮は姿勢保持のとき生じる 荷物を持ち上げたり、屈伸運動を行うときは等張性収縮

H743
5 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

H753
5 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（促進）する

H764
3 神経系の基本単位はニューロン 軸索と樹状突起がある



１５上 問３５　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。

　　　から成る。

　　　と自律神経系から成る。

　　　てあり、外側の皮質は神経線維の多い白質である。

　　　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。

　　　双方の神経系は多くの臓器に対して相反する作用を有している。

１５下 問３７　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。

　　　通常、１個の細胞体、１本の軸索及び複数の樹状突起

　　　から成り、シナプスともいわれる。

　　　神経と自律神経がある。

　　　呼吸、循環などに関与する。

　　　灰白質で、感覚、思考などの作用を支配する中枢として

　　　機能する。

　　　その作用はほぼ正反対である。

１６上 問３７　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。

　　の細胞体、１本の軸索及び複数の樹状突起から成り、ニューロンと

　　もいわれる。

　　していても、その作用はほぼ正反対である。

　　し、副交感神経は運動を抑制させるように作用する。

　　し、副交感神経は心拍数を減少させるように作用する。

⑪感覚 Ｐ３９２

１３下 問４１　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。

　　　これらのうち冷覚を感じる冷覚点の密度は他の感覚点に比べて大きい。

　　　をつかさどっている。

　　　遠視眼である。

　　　疲労しにくい。

　(1)　神経細胞（ニューロン）は、神経系を構成する基本的な

　　　単位で、通常、1個の細胞体、1本の軸索、複数の樹状突起

　(2)　中枢神経系は脳と脊髄から成り、末梢神経系は体性神経系

　(3)　大脳の内側の髄質は神経細胞の細胞体が集合した灰白質

　(4)　体性神経系には感覚器官からの情報を中枢に伝える

　(5)　自立神経系は、交感神経系と副交感神経系とに分類され

　(1)　神経系を構成する基本的な単位である神経細胞は、

　(2)　中枢神経系には脳と脊髄が、末梢神経系には体性

　(3)　体性神経は、運動及び感覚に関与し、自律神経は、

　(4)　大脳の皮質は、神経細胞の細胞体が集まっている

　(5)　交感神経及び副交感神経は、同一器官に分布していても

　(1)　神経系を構成する基本的な単位である神経細胞は、通常、１個

　(2)　自律神経系は、内臓、血管などの不随意筋に分布している。

　(3)　自律神経である交感神経と副交感神経は、同一器官に分布

　(4)　消化管に対しては、交感神経は運動を促進させるように作用

　(5)　心臓に対しては、交感神経は心拍数を増加させるように作用

　(1)　皮膚感覚には、触圧覚、痛覚、温度感覚（温覚・冷覚）などがあり、

　(2)　内耳は、前庭、半規管及び蝸牛から成り、前庭と半規管が平衡感覚

　(3)　網膜には色を感じる杆状体と明暗を感じる錐状体の２種類の視細胞がある。

　(4)　眼軸が長過ぎるために、平行光線が網膜の前方で像を結ぶ状態は、

　(5)　嗅覚は、わずかな匂いでも感じるほど鋭敏で、同じ臭気に対しても

H784
3 髄質は白質、皮質は灰白質 (1)神経構成の基本単位はニューロン。神経細胞とその突起（1本の軸索と複数の樹状突起）からなる （4)感覚神経：感覚器官から情報を伝える。 運動神経：命令を運動器官（筋肉）に伝える (5)交感神経と副交感神経は、同一器官に分布していても、その作用は正反対（相反する作用を有する）

H801
1 軸索、樹状突起からなるのはニューロン (2)中枢神経は脳と脊髄、末梢神経は体性神経と自律神経 (3)体性神経（運動神経と感覚神経）。自律神経（内臓等に分布） (4)大脳皮質は灰白質　感覚、思考等の中枢 (5)交感神経と副交感神経は正反対に作用する 

H815
４ 消化管に対しては交感神経は運動を抑制 副交感神経は運動を促進させる

H829
2 前庭、半規管は平衡感覚、蝸牛は聴覚 (1)痛覚点が最も多い (3)錘状体：　明るい所で働き色を感じる 杆状体：　暗い所で働き弱い光を感じる（明暗を）感じる (4)網膜の前方で像を結ぶのは近視 (5)疲労しやすい（同じ臭いにはすぐ慣れる）



１４上 問４１　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。

　　　あり、これらのうち冷覚を感じる冷覚点の密度は、他の感覚点に

　　　比べて大きい。

　　　感覚をつかさどっている。

　　　視細胞がある。

　　　状態は、遠視眼である。

　　　も疲労しにくい。

１４下 問４１　視覚に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

　　　眼に入る光量が調節され、暗い場合には瞳孔が広がる。

　　　して網膜の上に像を結ぶようにしている。

　　　などに異常がなくても、物体の像が網膜上に正しく結ば

　　　ないものを乱視という。

　　　で働き弱い光を感じる杆状体の２種類の視細胞がある。

　　　暗順応によって徐々に見えるようになる。

１５上 問４１　視覚に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

　　　して網膜の上に像を結ぶようにしている。

　　　に異常がなくても、物体の像が網膜上に正しく結ばないもの

　　　を乱視という。

　　　働き弱い光を感じる杆状体の２種類の視細胞がある。

　　　暗順応によって徐々に見えるようになる。

１５下 問４１　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。

　　　平衡感覚をつかさどっている。

　　　冷覚）などがあり、これらのうち冷覚を感じる冷覚点

　　　の密度は、他の感覚点に比べて大きい。

　　　像を結ぶ状態は、遠視である。

　　　臭気に対しても疲労しにくい。

　(1)　皮膚感覚には、触圧覚、痛覚、温度感覚（温覚、冷覚）などが

　(2)　内耳は、前庭、半規管及び蝸牛から成り、前庭と半規管が平衡

　(3)　網膜には色を感じる杆状体と、明暗を感じる錐状体の２種類の

　(4)　眼軸が長過ぎるために、平行光線が網膜の前方で像を結ぶ

　(5)　嗅覚は、わずかな匂いでも感じるほど鋭敏で、同じ臭気に対して

　(1)　眼は、周りの明るさによって瞳孔の大きさが変化して

　(2)　眼は、硝子体の厚さを変えることにより焦点距離を調節

　(3)　角膜が歪んでいたり、表面に凹凸があるために、眼軸

　(4)　網膜には、明るい所で働き色を感じる錐状体と、暗い所

　(5)　明るい所から急に暗い所に入ると、初めは見えにくいが

　(1)　眼をカメラにたとえると、虹彩はしぼりの働きをする。

　(2)　眼は、硝子体の厚さを変えることにより焦点距離を調節

　(3)　角膜が歪んでいたり、表面に凹凸があるために、眼軸など

　(4)　網膜には、明るい所で働き色を感じる錐状体と、暗い所で

　(5)　明るい所から急に暗い所に入ると、初めは見えにくいが

　(1)　内耳は、前庭、半規管及び蝸牛から成り、蝸牛が

　(2)　皮膚感覚には、触圧覚、痛覚、温度感覚（温覚・

　(3)　網膜には色を感じる錐状体と、明暗を感じる杆状体

　　　の2種類の視細胞がある。

　(4)　眼球が長すぎるために、平行光線が網膜の前方で

　(5)　嗅覚は、わずかな匂いでも感じるほど鋭敏で、同じ

H842
2 (1)密度が高いのは痛覚点 (3)・錘状体　：　明るい所で働き色を感じる ・杆状体　：　暗い所で働き弱い光を感じる（明暗を）感じる (4)網膜の前方で像を結ぶのは近視眼 (5)疲労しやすい（同じ臭いにはすぐ慣れる）

H855
2 ピント合わせは水晶体 (3)乱視は角膜の歪み、凹凸が原因 (4)錘状体：色　杆状体：明暗

H868
2 水晶体の厚さを変えることにより焦点距離を調節 (1)虹彩はしぼりの働き（光量調整） (3)乱視：角膜が歪んでいたり、表面に凹凸があるために物体の像が網膜上に正しく結ばないもの (4)錘状体：明るい所で働き色を感じる 杆状体：暗い所で働き弱い光を感じる（明暗を）感じる

H881
3 錘状体は色、杆状体は明暗 (1)前庭、半規管は平衡感覚、蝸牛が聴覚 (2)痛覚の密度が大きい (4)網膜の前方で像を結ぶのは近視 (5)嗅覚は疲労しやすい（すぐに慣れる）



１６上 問４１　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。

　　的な比例関係にある。

　　これらのうち冷覚を感じる冷覚点の密度は他の感覚点に比べて高い。

　　は近視である。

　　体の傾きや回転の方向を知覚する。

⑫ストレス Ｐ４０３

１３上 問４４ ストレスに関する次の記述のうち、誤っているもの

はどれか。

（１）ストレスにより、自律神経系や内分泌系によるホ

メオスタシスの維持ができなくなり、心身の健康障

害が発生することがある。

（２）典型的なストレス反応として、副腎皮質ホルモン

の分泌の亢進がある。

（３）ストレス反応は、個人差が大きい。

（４）ストレスにより、高血圧症、狭心症、十二指腸潰瘍

などの疾患を招くことがある。

（５）昇進や昇格がストレスの原因となることはない。

１５上 問４４　ストレスに関する次のＡからＤまでの記述について、

　　　Ａ　外部環境からの刺激すなわちストレッサーは、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。

　　　Ｂ　ストレス反応には、ノルアドレナリン、アドレナリン

　　　　などのカテコールアミンや副腎皮質ホルモンが深く

　　　　関与している。

　　　Ｃ　ストレス反応は、個人差が大きい。

　　　Ｄ　騒音、気温などの物理的要因が職場のストレッサー

　　　　となることはない。

１５下 問４４　ストレスに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

　　　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。

　　　アドレナリンなどのカテコールアミンや副腎皮質ホルモン

　　　が深く関与している。

　　　ストレスの原因となることがある。

　　　精神神経科的疾患又は内科的疾患が生じる場合がある。

　(1)　物理化学的な刺激の量と人間が意識する感覚の強度とは、直線

　(2)　皮膚感覚には、触圧覚、痛覚、温度感覚（温覚、冷覚）などがあり、

　(3)　網膜の錐状体は色を感じ、杆状体は明暗を感じる。

　(4)　眼軸が短すぎるために、平行光線が網膜の後方で像を結ぶ状態

　(5)　平衡感覚に関係する器官である前庭及び半規管は、中耳にあって、

　　　誤っているものの組合せは(1)～（5)のうちどれか。

　(1)　Ａ、Ｂ

　(2)　Ａ、Ｄ

　(3)　Ｂ、Ｃ

　(4)　Ｂ、Ｄ

　(5)　Ｃ、Ｄ

　(1)　外部からの刺激であるストレッサーは、その強弱に

　(2)　ストレスに伴う心身の反応には、ノルアドレナリン、

　(3)　昇進、転勤、配置替えなどがストレスの原因となることがある。

　(4)　職場環境における騒音、気温、温度、悪臭などが

　(5)　ストレスにより、自律神経系と内分泌系のバランスが崩れ

H899
３ (1)一般的に直線的な比例関係ではない（刺激の量が非常に多いと変化を感じづらくなる等） (2)痛覚点の密度が高い (4)網膜の後方で像を結ぶのは遠視 (5)前庭、半規管は内耳にある

H912
5 原因となる

H924
2 Ａ：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 Ｄ：職場環境の騒音、気温、湿度、悪臭などもストレスの原因となる

H942
1 強弱や質に関係する  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（自律神経や内分泌系の疾患が生じる）。 昇進や昇格、職場環境の騒音、気温、湿度、悪臭が原因となる 



⑬疲労 Ｐ１７２、Ｐ４０５

１３上 問４１ 疲労などに関する次の記述のうち、誤っているもの

はどれか。

（１）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。

強さを表す指標で、歩行している状態が１メッツである。

（３）疲労を自覚的に測定するには、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。

（４）疲労を生理学的に測定するには、自律神経の機能

能を調べる２点弁別閾検査などが用いられる。

（５）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。

⑭肥満 Ｐ２１１

１３下 問４４　ＢＭＩは肥満度の評価に用いられる指標で、身長と体重から算出

　　　　されるが、身長１７０ｃｍ、体重７２ｋｇの人のＢＭＩに最も近い値は

　　　　次のうちどれか。

１４上 問４４　ＢＭＩは肥満度の評価に用いられる指標で、身長と体重から

　　　値は次のうちどれか。

⑮睡眠 Ｐ４０９

１４下 問４４　睡眠に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

　　　れる生物学的リズムをサーカディアンリズムといい、この

　　　リズムの乱れは、疲労や睡眠障害の原因となる。

　　　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。

（２）身体活動強度(ＭＥＴｓ、メッツ)は、身体活動の

を調べる心拍変動(ＨＲＶ)解析などや感覚神経の機

　(1)　３０

　(2)　２７

　(3)　２５

　(4)　２３

　(5)　２１

　　　算出されるが、身長１７０ｃｍ、体重６６kgの人のＢＭＩに最も近い

　(1)　２３

　(2)　２６

　(3)　２９

　(4)　３３

　(5)　３９

　(1)　睡眠中には、副交感神経系の働きが活発になる。

　(2)　睡眠中のエネルギー消費量が、基礎代謝量である。

　(3)　睡眠中には、体温の低下、心拍数の減少がみられる。

　(4)　睡眠と覚醒のリズムのように、約１日の周期で繰り返さ

　(5)　夜間に働いた後の昼間に睡眠する場合は、一般に

H957
2 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

H977
3 体重㎏／（身長ｍ）２

H986
1 ６６／１．７２＝２２．８

H998
2 基礎代謝量は覚醒、横臥、安静時の測定値 (1)睡眠中は副交感神経が活発 (3)体温が下がり心拍数が減る (4)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う



１６上 問４４　睡眠などに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

　　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。

　　ほか不眠を招くことになる。

　　で、睡眠と覚醒のリズムの調節に関与している。

　　に同調して、約１時間のずれが修正される。

　　量で、睡眠中の測定値で表される。

⑯ホルモン Ｐ３８４

１３下 問４２　ヒトのホルモン、その内分泌器官及びそのはたらきの組合せとして

　　　誤っているものは次のうちどれか。

　　　　ホルモン　　　　　内分泌器官　　　　　　はたらき

　　　　　　バランスの調節

　　　　　　バランスの調節

１４上 問４２　ヒトのホルモン、その内分泌器官及びそのはたらきの組合せ

　　　として、誤っているものは次のうちどれか。

　　　　ホルモン　　　　　　　内分泌器官　　　　　　　はたらき

　の調節

　バランスの調節

１４下 問４２　ホルモン、その内分泌器官及びそのはたらきの組合せ

　　　として、誤っているものは次のうちどれか。

　　　ホルモン　　　　　　　内分泌器官　　　　　はたらき

　　　ンスの調節

　　　バランスの調節

　(1)　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

　(2)　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

　(3)　松果体から分泌されるメラトニンは、夜間に分泌が上昇するホルモン

　(4)　体内時計の周期は、一般に、約２５時間であり、外界の２４時間周期

　(5)　基礎代謝量は、生命活動を維持するために必要な最小限のエネルギー

　(1)　コルチゾール　　　副甲状腺　　　　　血糖量の減少

　(2)　アルドステロン　　副腎皮質　　　　　体液中の塩類

　(3)　パラソルモン　　　副甲状腺　　　　　体内カルシウム

　(4)　インスリン　　　　　膵臓　　　　　　　　血糖量の減少

　(5)　グルカゴン　　　　 膵臓　　　　　　　　血糖量の増加

　(1)　コルチゾール　　　　　副甲状腺　　　　　血糖量の減少

　(2)　アルドステロン　　　　副腎皮質　　　　　体液中の塩類バランス

　(3)　パラソルモン　　　　　副甲状腺　　　　　 体内のカルシウム

　(4)　インスリン　　　　　　 膵臓　　　　　　　　 血糖量の減少

　(5)　グルカゴン　　　　　　膵臓　　　　　　　　 血糖量の増加

　(1)　コルチゾール　　　　　副甲状腺　　　　血糖量の減少

　(2)　アルドステロン　　　　副腎皮質　　　　体液中の塩類バラ　

　(3)　パラソルモン　　　　　副甲状腺　　　　体内のカルシウム

　(4)　インスリン　　　　　　　膵臓　　　　　　　血糖量の減少

　(5)　グルカゴン　 　　　　　膵臓　　　　　　　血糖量の増加

H1010
５ 基礎代謝量は覚醒（目が覚めている状態）、横臥、安静時の代謝量

H1025
1 副腎皮質、血糖量の増加  

H1037
1 コルチゾール、副腎皮質、血糖量の増加

H1047
1 副腎皮質、血糖量の増加



１５下 問４２　ホルモン、その内分泌器官及びそのはたらきの組合せ

　　　として、誤っているものはどれか。

　　　　ホルモン 　　　内分泌器官 はたらき

　の調節

　　バランスの調節

１６上 問４２　ホルモン、その内分泌器官及びそのはたらきの組合せとして、

　　　誤っているものは次のうちどれか。

　　　　　ホルモン　　　　　　　内分泌器官　　　　　　　はたらき

　　　　バランスの調節

終わり

安全衛生技術試験協会　公表試験問題より

　(1)　コルチゾール　　　　副腎皮質　　　　　　　血糖量の増加

　(2)　アルドステロン　　　副腎皮質　　　　体液中の塩類バランス

　(3)　メラトニン　　　　　　副甲状腺　　　　　体液中のカルシュウム

　(4)　インスリン　　　　　　 膵臓　　　　　　　　　血糖量の減少

　(5)　グルカゴン　　　　　　膵臓　　　　　　　　　血糖量の増加

　(1)　コルチゾール　　　　　　副腎皮質　　　　　　　血糖量の増加

　(2)　アルドステロン　　　　　副腎皮質　　　　　　　体液中の塩類

　(3)　パラソルモン　　　　　　副腎髄質　　　　　　　 血糖量の増加

　(4)　インスリン　　　　　　　　膵臓　　　　　　　　　　血糖量の減少

　(5)　グルカゴン　　　　　　　 膵臓　　　　　　　　　　血糖量の増加

H1066
3 メラトニンは松果体、はたらきは睡眠

H1077
３ 副甲状腺 体内のカルシウムバランスの調整 



5
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

H7:

4
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。

H19:

3
・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

H32:

4
赤血球の相対的容積
(1)血漿と赤血球、白血球、血小板からなる
(2)赤血球120日、白血球3～4日
(3)血液凝固作用（止血作用）
(5)凝固はﾌｨﾌﾞﾘﾉｰｹﾞﾝがﾌｨﾌﾟﾘﾝになる。凝集とは別

H43:

5
凝集は血液型の違う人の血液を混ぜたときにおこる現象。
(1)血漿タンパク　アルブミンやグロブリンを含む
(2)ヘマトクリットは赤血球の相対容積
(3)赤血球の寿命は120日
(4)リンパ球は免疫反応に関与する

H59:

４
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。

H75:

3
肺循環：右心室→肺動脈→肺→肺静脈→左心房
動脈：心臓から送り出された血液が流れる血管、流れている血液の種類（状態）とは無関係

H88:

5
オは門脈。食後ブドウ糖を多く含む
(1)アは肺動脈。静脈血が流れる
（2)イは大動脈。酸素を多く含む
(3)ウは大静脈。二酸化炭素を多く含む
(4)尿素は肝臓でアミノ酸を分解して作られるので、エのほうが多い

H113:

5
オは門脈。門脈にはブドウ糖が多く含まれる
(1)アは肺動脈。静脈血が流れる
(2)二酸化炭素が多いのはウ又はア
(3)酸素が多いのはイ
(4)尿素は肝臓で作られるのでエのほうが多い

H141:

4
尿素は肝臓で作られるのでエの方が多い
(1)アは肺動脈　静脈血が流れる
(2)イは大動脈　酸素が多く含まれる
(3)ウは大静脈　二酸化炭素が多く含まれる
(5)オは門脈　ブドウ糖が含まれる

H172:

1
心筋は横紋筋
(2)(4)体循環：左心室→大動脈→各組織の毛細血管（肺を除く）→大静脈→右心房
(3)(5)肺循環：右心室→肺動脈（静脈血が流れる）→肺→肺静脈→左心房

H203:

4
尿素は肝臓で作られる。エのほうが多い
(1)アは肺動脈　静脈血が流れる
(2)イは大動脈　酸素を多く含む
(3)ウは大静脈　二酸化炭素を多く含む
(5)オは門脈　食後ブドウ糖を多く含む

H228:

１
心臓の中にある洞結節で発生した刺激により規則正しく動く

H259:

3
肺で行われるのは外呼吸（肺は外から酸素を取り込む）
内呼吸：体の各組織の細胞が血液との間で行うガス交換

H285:

2
肺は外から酸素を取り込むので外呼吸
(1)呼吸筋（肋間筋）と横隔膜の協調運動
(3)食事、入浴等により増加する
(4)呼吸中枢は延髄
(5)二酸化炭素が増加する（酸素が減少）と呼吸中枢は刺激され呼吸回数が増加する

H295:

2
肺で行うのは外呼吸
(1)呼吸筋（肋間筋）と横隔膜の協調運動
(3)食事、入浴で増加する
(4)呼吸中枢は延髄
(5)血中の二酸化炭素増加で呼吸は増える

H309:



4
呼吸中枢は延髄
(1)呼吸筋（肋間筋）と横隔膜の協調運動
(2)肺で行うのは外呼吸
(3)入浴等で増える
(5)二酸化炭素が増えると呼吸は増える

H320:

4
呼吸中枢は延髄
(1)肺自体は収縮しない
(3)肺は外呼吸
(5)体を動かすと血液中に二酸化炭素が増え呼吸中枢が刺激され呼吸が増える

H338:

4
呼吸中枢は延髄
(1)横隔膜と肋間筋の協調運動で伸縮している
(3)肺が行うのは外呼吸
(5)血中の二酸化炭素により呼吸数を増減させる

H350:

１
肺は横隔膜と肋間筋等の協調運動により収縮・弛緩する。
(2)肺で行うのは外呼吸
(3)食事、入浴等で増加する
(4)呼吸中枢は延髄
(5)血液中の二酸化炭素分圧の上昇で呼吸は増える

H364:

1
Ａ蛋白質分解
Ｂ　　〃
Ｃデンプン加水分解
Ｄ脂肪分解

H380:

2
リパーゼ ：　脂肪分解
蛋白質は、膵臓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る

H395:

1
トリプシン、ペプシン　：　蛋白質分解
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

H407:

2
膵リパーゼは蛋白質分解には関係しない
蛋白質分解：トリプシン、ペプシン
(1)蛋白質は人体の臓器等を構成する主成分
(3)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
(4)肝臓では、アミノ酸から多くの血漿蛋白質が合成される
(5)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

H415:

2
脂肪分解はリパーゼ
(1)胆汁は肝臓で脂肪を分解

H427:

３
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に入る

H450:

3
赤血球は骨髄で作られる

H473:

3
赤血球は骨髄で作られる

H481:

3
赤血球は骨髄で作られる
(1)(2)脂肪の分解（胆汁が助ける）
(4)解毒作用あり
(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

H488:

3
(1)異化
(2)同化
(4)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
(5)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

H508:

4
同性、同年齢であれば体表面積にほぼ正比例する
(1)(2)同化、異化が逆
異化：　エネルギーが発生する過程
同化：　生体に必要な物質に合成されること
(3)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
(5)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

H525:



1
体温調節中枢は視床下部
(2)恒常性（ﾎﾒｵｽﾀｼｽ）
(3)皮膚の血管を収縮させ血流量を減少させ、体外に放散させる熱の量を減らす
(4)不感蒸泄：発汗のない状態での皮膚及び呼吸器からの１日約８５０ｇの水の蒸発
(5)手のひら、足の裏は汗をかかない。顔面、頸部、手の甲に多い

H541:

5
糸球体からボウマン嚢に血球及び蛋白質以外のものがろ過される
原尿中の水分、電解質、糖（グルコース）などの成分が尿細管で血液中に再吸収される

この問題文は要暗記

H564:

1
血球及び蛋白質以外が濾しだされる（糖は
漉し出される）

H579:

5
糸球体からボウマン嚢へろ過されるのは血球と蛋白質以外
尿細管は原尿中の水分、電解質、糖などを再吸収する

H594:

3
血球及び蛋白質以外が濾し出される。グルコース（ブドウ糖）も濾し出される
(1)糸球体から濾し出される
(2)蛋白質は濾し出されない
(4)(5)尿細管で再吸収される（水分は８０％が再吸収）

H608:

1
糖はボウマン嚢に濾し出され、尿細管から吸収される
(2)水分80％、糖などは１００％再吸収
(3)尿は弱酸性
(4)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と共に、不要物質を排出
(5)水分95%、固形物５％

H618:

3
血球、タンパク質以外の物は糸球体からボウマン嚢に濾し出される
(4)尿細管から再吸収される
(5)水分の大部分は尿細管から再吸収される

H636:

３
(1)(2)血液中の血球及び蛋白質 以外の成分は、糸球体からボウマン嚢に濾過されて原尿になる（老廃物、糖は濾し出される。蛋白質は濾
し出されない）
(4)(5)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中に再吸収される

H645:

5
(1)心筋は横紋筋（他の内臓は平滑筋）
(2)神経より疲労しやすい
(3)等張性収縮
等尺性収縮は姿勢保持時の収縮
(4)筋繊維の太さが変わる

H657:

3
酸素が供給され分解されると水と二酸化炭素となる

H674:

5
姿勢保持は等尺性収縮
(1)完全に分解されると水と二酸化炭素になる。酸素不足だと乳酸ができる
(2)縮む速さが適当な時に仕事の効率が一番大きい
(3)数は増えない。筋繊維が太くなる
(4)姿勢保持は等尺性収縮

H687:

5
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う
(1)筋肉の縮む速さが適当な時に仕事の効率が一番大きい
(2)神経より疲労しやすい
(3)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
(4)数は増えない。筋繊維が太くなる。

H700:

5
姿勢保持は等尺性収縮（人が直立している場合も）
(1)完全に分解されると水と二酸化炭素となる（乳酸は分解されない場合にできる）
(2)速さが適当な時に効率が大きい
(3)太さが変わる（数は増えない）

H714:

４
等尺性収縮は姿勢保持のとき生じる
荷物を持ち上げたり、屈伸運動を行うときは等張性収縮

H730:

5
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

H743:

5
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（促進）する

H753:



3
神経系の基本単位はニューロン
軸索と樹状突起がある

H764:

3
髄質は白質、皮質は灰白質
(1)神経構成の基本単位はニューロン。神経細胞とその突起（1本の軸索と複数の樹状突起）からなる
（4)感覚神経：感覚器官から情報を伝える。
運動神経：命令を運動器官（筋肉）に伝える
(5)交感神経と副交感神経は、同一器官に分布していても、その作用は正反対（相反する作用を有する）

H784:

1
軸索、樹状突起からなるのはニューロン
(2)中枢神経は脳と脊髄、末梢神経は体性神経と自律神経
(3)体性神経（運動神経と感覚神経）。自律神経（内臓等に分布）
(4)大脳皮質は灰白質　感覚、思考等の中枢
(5)交感神経と副交感神経は正反対に作用する

H801:

４
消化管に対しては交感神経は運動を抑制
副交感神経は運動を促進させる

H815:

2
前庭、半規管は平衡感覚、蝸牛は聴覚
(1)痛覚点が最も多い
(3)錘状体：　明るい所で働き色を感じる
杆状体：　暗い所で働き弱い光を感じる（明暗を）感じる
(4)網膜の前方で像を結ぶのは近視
(5)疲労しやすい（同じ臭いにはすぐ慣れる）

H829:

2
(1)密度が高いのは痛覚点
(3)・錘状体　：　明るい所で働き色を感じる
・杆状体　：　暗い所で働き弱い光を感じる（明暗を）感じる
(4)網膜の前方で像を結ぶのは近視眼
(5)疲労しやすい（同じ臭いにはすぐ慣れる）

H842:

2
ピント合わせは水晶体
(3)乱視は角膜の歪み、凹凸が原因
(4)錘状体：色　杆状体：明暗

H855:

2
水晶体の厚さを変えることにより焦点距離を調節
(1)虹彩はしぼりの働き（光量調整）
(3)乱視：角膜が歪んでいたり、表面に凹凸があるために物体の像が網膜上に正しく結ばないもの
(4)錘状体：明るい所で働き色を感じる
杆状体：暗い所で働き弱い光を感じる（明暗を）感じる

H868:

3
錘状体は色、杆状体は明暗
(1)前庭、半規管は平衡感覚、蝸牛が聴覚
(2)痛覚の密度が大きい
(4)網膜の前方で像を結ぶのは近視
(5)嗅覚は疲労しやすい（すぐに慣れる）

H881:

３
(1)一般的に直線的な比例関係ではない（刺激の量が非常に多いと変化を感じづらくなる等）
(2)痛覚点の密度が高い
(4)網膜の後方で像を結ぶのは遠視
(5)前庭、半規管は内耳にある

H899:

5
原因となる

H912:

2
Ａ：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
Ｄ：職場環境の騒音、気温、湿度、悪臭などもストレスの原因となる

H924:

1
強弱や質に関係する

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（自律神経や内分泌系の疾患が生じる）。
昇進や昇格、職場環境の騒音、気温、湿度、悪臭が原因となる

H942:

2
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

H957:

3
体重㎏／（身長ｍ）２

H977:

1
６６／１．７２＝２２．８

H986:



2
基礎代謝量は覚醒、横臥、安静時の測定値
(1)睡眠中は副交感神経が活発
(3)体温が下がり心拍数が減る
(4)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う

H998:

５
基礎代謝量は覚醒（目が覚めている状態）、横臥、安静時の代謝量

H1010:

1
副腎皮質、血糖量の増加

H1025:

1
コルチゾール、副腎皮質、血糖量の増加

H1037:

1
副腎皮質、血糖量の増加

H1047:

3
メラトニンは松果体、はたらきは睡眠

H1066:

３
副甲状腺
体内のカルシウムバランスの調整

H1077:
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