
臨床工学技士国家試験問題 医用材料関連 （分野別：①用途別） 

32-3 シリコーンが使われているのはどれか。  

 a.眼内レンズ  

 b.人工肺用膜 

 c.カテーテル  

 d.透析膜 

 e.縫合糸 

 

 1. a、b、c 2. a、b、e 3. a、d、e 

 4. b、c、d 5. c、d、e 

正解：１ 

解説：シリコーンは耐酸性、耐熱性が良く、かつ生体内で安定なため古くから医用材料

として用いられている。分子間結合で架橋構造も作れ、カテーテルなどの弾性を

必要な材料としても使用できる。ガス透過性に優れ、眼内レンズ（ソフトタイプ）

や膜型人工肺にも利用できる。 

参照： 「医用材料工学」（コロナ社） p.15  2.3.1 シリコーン  p.28 眼内レンズ 

p.57 カテーテル p.54 人工肺用膜 

関連問題：参照分野別：① 用途別 

 

28-2 カテーテル本体の材料でないのはどれか。 

1. ポリ塩化ビニル 2. ポリテトラフルオロエチレン 3. ポリカーボネート  

4. ポリウレタン 5. ポリジメチルシロキサン 

正解：3 

解説：カテーテルは、適度な柔軟性が求められ、また、多種多様な形状でディスポ製品

となるため、成形が容易な合成高分子材料が用いられる。柔軟性の観点より、ポリカー

ボネートはカテーテルには用いられていない。参照：p.56カテーテル 

関連問題：(12-2)(9-2)(1-2) 

 

25-5 アクリル系材料の医療における用途で正しいのはどれか。 

a. コンタクトレンズ 

b. 透析膜 

c. 歯科充填剤 

d. 膜型人工肺 

e. バルーンカテーテル 

正解：a, b, c 

解説：問題を分野別に分類すると、①用途別と④有機材料となる。医療用のアクリル系



材料にはアクリル酸（CH2=CHCOOH）の誘導体をモノマー単位とするものが多い。透明度

が高く、硬く、容易に重合でき、生体適合性が良く、立体規則性をかえると水や溶質を

透過できる等の優れた性質を有するので医療用の用途は多岐にわたる。 

参照：第２章医用材料の種類、第３章医用材料の応用 p.19,28,35,155 

関連問題：(23-3)(20-4)(13-3)(12-2)(10-2)  

 

23-3 血液透析膜に使用される膜材料はどれか。 

a.ポリエチレン 

b.ポリスルホン 

c.ポリアクリルニトリル 

d.再生セルロース 

e.ポリ塩化ビニル 

正解：b、c、d 

解説：血液透析膜は水溶性の溶質の移動であるので、親水性を有する溶質の通り道が必

要。これが膜孔である。a) ポリエチレン、b)ポリスルホンともに多孔質構造を作れる

が疎水性。但し、ポリスルホンは親水処理により透析膜として汎用。c)ポリアクリロニ

トリルも疎水性であるが親水性を有するアクリル酸等と共重合することで親水化。d)

セルロースは非晶質部がゲル化構造をとり溶質が通過できる。e)ポリ塩化ビニルは多孔

構造をとらない。 

参照：p.46 人工腎臓 

関連問題：(25-5 )(20-4)(13-3)(10-2) 

 

21-4 膜型人工肺に用いられる膜材料はどれか。 

1.ポリプロピレン 

2.ポリビニルアルコール 

3.ポリスルホン 

4.ポリメチルメタクリレート 

5.ポリエチレンテレフタレート 

正解：１ 

解説：  

1. ○ 

2. × 

  親水性が強く、ポリエチレンとの共重合体は血液浄化用膜として使用 

3. × 

血液透析用や血漿分離用の膜として汎用 

4. × 



  コンタクトレンズや血液浄化膜の素材として用いられる。 

5. × 

線維状のものは織って人工血管として用いられる。 

参照：p.19 ポリプロピレン、p.48 表 3.8 透析・濾過膜として用いられている材料、

p.53-55 人工肺、p.165 (6)水に対する親和性 

関連問題：(10-2)  

 

20-4 親水性を有する透析膜に使われる材料はどれか。 

1.ポリエチレン 

2.シリコーン 

3.ポリエーテルスルフォン 

4.ポリビニルアルコール 

5.塩化ビニル 

正解：複数回答可 3ないし 4 

解説：設問の透析膜が血液透析膜かどうかにより答えがことなる。又、ポリエーテルス

ルフォンはエーテル基とスルフォン基を有するポリマーの総称で、側鎖に何が来るかで

親・疎水性がことなる。親水性と疎水性を考える場合、何か基準が必要で問題としては

確実な答えが無い限り適当でない。 

6. ｘ ポリエチレンは炭素と酸素のみの高分子で疎水性 

7. × 別名、ポリジメチルシロキサンで無機高分子。疎水性で膜型人工肺の材料とし  

 ても使用される。 

8. ○ スルフォン基が多くなれば親水性は増すが、あくまでもポリスルフォンに比べ 

  た相対的な意味で。実際の透析膜はＰＶＰ（ポリビニルピロリドン）による親 

  水処理が必要 

9. ○ 親水性である。しかし、血液透析膜としては使用されていない。 

10. × 塩化ビニルは透析膜としては使用できない。 

 

参照：p.48 表 3.8 透析・濾過膜として用いられている材料、p.165 (6)水に対する親

和性 

関連問題：(25-5 )(23-3)(13-3) (10-2)  

 

16-1 外科用手術用縫合糸の素材として用いられないのはどれか。 

a. ポリ乳酸 b. ポリエステル c. ナイロン d. 木綿 e. 絹 

正解：d 

解説：(a)ポリ乳酸は、生体内で分解し吸収される材料として用いられている。(b)ポリ

エステル（ポリエチレンテレフタレート）、(c)ナイロン（ポリアミド）、そして(e)絹は、



非分解性の材料として用いられている。(d)木綿は縫合糸としては、用いられていない。 

参照： p.14 表 2.6、p.17 ポリエステル 

関連問題：なし 

 

15-4 人工肺のローラーポンプ内チューブに用いられる材料はどれか。 

a. ラテックスゴム b. ブチルゴム c. ポリエチレンテレフタレート 

d. ポリ塩化ビニル e. シリコーンゴム 

正解：a, d, e 

解説：回転するローター部と半円形のポンプヘッドの隙間にセットした弾性管をしごい

て流体を送り出す仕組みであるため、力学特性である弾性と血液成分にたいする不活性

な性質が必要である。弾性体は分子内架橋した構造をとっており、(a)、(b)、(d)、(e)

があげられるが(b)ブチルゴムは医療用としては用いられない。 

参照：p.15 シリコーン、p.57血液回路 

関連問題：なし 

 

 

 

13-3 血液透析膜に使用されない材料はどれか。 

a. ポリエチレンテレフタレート b. ポリスルホン c. ポリアクリロニトリル 

d. エチレンビニルアルコール共重合体 e. ポリ塩化ビニル 

正解：a, e 

解説：血液透析膜は水溶性の溶質の移動であるので、親水性を有する溶質の通り道が必

要。これが膜孔である。a) ポリエチレンテレフタレート、b)ポリスルホンともに多孔

質構造を作れるが疎水性。但し、ポリスルホンは親水処理により透析膜として汎用。c)

ポリアクリロニトリルも疎水性であるが親水性を有するアクリル酸等と共重合するこ

とで親水化。d)エチレン－ビニルアルコール共重合体も c)と同様。e)ポリ塩化ビニル

は多孔構造をとらない。 

参照：p.46 人工腎臓 

関連問題：(25-5 )(23-3)(20-4) (10-2) 

 

 

12-1 人工血管に用いられている材料はどれか。 

a. ポリテトラフルオロエチエン b. ポリスチレン c. ポリメチルメタクリレート 

d. ポリカーボネート e.ポリエチレンテレフタレート 

正解：a, e 

解説：人工血管に用いられている合成高分子材料は、ポリエステルとポリテトラフルオ



ロエチレンである。ポリエステルは、織物であり、ポリテトラフルオロエチレンは、延

伸して多孔性にしている。 

参照：p.17 ポリエステル、p.21 ポリテトラフルオロエチレン、p.36 人工血管 

関連問題：なし 

 

 

12-2 血管カテーテルに用いられている材料はどれか。 

a. ジルコニア b. シリコーンゴム c. ポリ塩化ビニル d. ポリアクリロニトリル 

e. コラーゲン 

正解：b, c 

解説：血管カテーテルは、適度な柔軟性が求められ、また、多種多様な形状でディスポ

製品となるため、成形が容易な合成高分子材料が用いられる。柔軟性の観点より、ポリ

アクリロニトリルはカテーテルには現在用いられていない。参照：p.56カテーテル 

関連問題：(9-2)(1-2) 

 

 

 

10-2 中空糸型人工臓器に使われるのはどれか。 

a. セルロースアセテート b. ポリエチレンテレフタレート c. ポリ塩化ビニル  

d. ポリプロピレン e. ポリビニルアルコール 

正解：a, d, e 

解説：中空糸膜は、表面積／体積比が高く、膜を介した物質移動を行う場合、効率が高

い。そのため、人工腎臓、アフェレシス療法、人工肺など血液に対して物質移動を行う

場合、中空糸膜の成形が可能な材料では、中空糸形状で用いられている。 

参照：p.17 ポリエチレンテレフタレート、ポリ塩化ビニル、p.19 ポリプロピレン、p.46 

人工腎臓、p53 人工肺 

関連問題：(25-5)(23-3)(21-4)(20-4)(13-3)(12-2) 

 

 

9-2 医療用カテーテルに用いられる材料はどれか。 

a. ポリカーボネート b. ポリ塩化ビニール c. シリコーンゴム   

d. ポリメチルメタクリル酸 e. ポリスチレン 

正解：b, c 

解説：医療用カテーテルは血管や尿管などの管腔や、腹膜透析用カテーテルのように体

腔に留置するもの等使用部位も様々である。挿入部位と目的により材質、硬さが異なる

が組織適合性が良いこと、外力を加えても破損しないこと、外力を取り除くともとに戻



る性質を有することが必要である。a)ポリカーボネート、d)ポリメチルメタクリル酸、

e)ポリスチレンは硬くて脆い。 

参照：p.56カテーテル 

関連問題:(12-2)(1-2) 

 

1-2 抗血栓性高分子材料として大動脈内バルーンカテーテル及び中心静脈カテーテル

のいずれにも使用されているのはどれか。 

a.塩化ビニル b. ポリジメチルシロキサン（シリコーン） c. ポリテトラフルオロエ

チレン（テフロン） d. ポリウレタン e. ポリエチレンテレフタレート（ダクロン） 

正解：d 

解説：大動脈内バルーンカテーテルは大動脈に留置され、心周期と同期して inflation

と deflationを繰り返すため、強度と抗血栓性を要求される。シリコーンとポリウレタ

ンは代表的なカテーテル用材料であるが、力学的な強度も必要な大動脈内バルーンカテ

ーテルとしてはポリウレタンが使用されている。a)塩化ビニルは抗血栓性もゴム状弾性

も不十分。b)ポリジメチルシロキサンは抗血栓性、応力に対する変形能は優れるが、脆

い性質があり繰り返し応力に対する耐性に難がある。c)ポリテトエラフルオロエチレン

と e)ポリエチレンテレフタレートはゴム状弾性を示さない。d) ポリウレタンは拍動型

人工心臓ポンプのダイヤフラムの材料でもあり条件を満たしている。 

参照：p.45 人工心臓表面平滑化材料、p.55 補助循環装置 

関連問題：(12-2)(9-2) 


