
臨床工学技士国家試験問題 医用材料関連 （分野別：⑥生体反応） 

 

 

35am89 材料と生体との相互作用において急性反応はどれか。 

a. カプセル化 

b. 石灰化 

c. 肉芽形成 

d. 補体活性化 

e. ショック 

 

 1.a, b    2.a, e    3. b, c    4. c, d    5. d, e 

正解：５ 

解説：医用材料による生体反応を急性反応と慢性反応に分類した場合、急性反応として 

血栓形成反応、補体活性化反応、炎症反応、アレルギー反応、慢性反応として組織修復

反応（カプセル化と肉芽形成を含む）、石灰化反応、癌化反応に分類される。 カプセ

ル化、石灰化と肉芽形成は局所反応である。 

参照：「医用材料工学」（コロナ社） p. 62  6章 材料・生体相互作用と医用材料の

生体適合性 p.64 図 4.2、 p.78 4.4補体活性化反応、p.80 4.5アレルギー反応、p.82 4.6

炎症反応、p.86 4.7 石灰化反応 

関連問題：参照分野別：⑥生体反応 

 

35pm89 生体内における材料の劣化に影響しないのはどれか。 

1. 活性酸素 

2. 水の存在 

3. 材料の組成 

4. フィブリノーゲンの存在 

5. 酵素反応 

正解：4 

解説： 埋植した医用材料が生体から受ける影響についての問題で、このようなまとまった形

で出題されたのは初めて。異物を生体の中に入れるので生体側から材料への何らかの影響

は必ず起こるが、材料劣化に至る影響の大きさということで活性酸素、水、材料組成、酵素反



応がフィブリノーゲン（吸着）よりも大きいと考えられる。炎症反応が起こればラジカルが発生

しやすくなるし、ラジカルの発生は金属の腐食、高分子の分解に関与する。エステル結合や

アミド結合等脱水縮合した材料の生体内での加水分解には水と酵素は必ず関与する。 

参照：「医用材料工学」（コロナ社）p.63 図 4.1 

関連問題：参照分野別：⑥生体反応 

 

33-4 埋植した材料に対する慢性局所反応で但しいのはどれか。 

a. 血栓形成 

b. 肉芽形成 

c. 石灰化 

d. アナフィラキシー 

e. 補体活性化 

 

1.a, b    2.a, e    3. b, c    4. c, d    5. d, e 

正解：３ 

解説：医用材料による生体反応を急性反応と慢性反応に分類した場合、急性反応として 血

栓形成反応、補体活性化反応、炎症反応、アレルギー反応が、慢性反応として組織修復反

応(カプセル化と肉芽形成を含む)、石灰化反応、癌化反応が分類される。 石灰化と肉芽形

成は局所反応である。 

参照：「医用材料工学」（コロナ社）p.64 図 4.2 p.82 4.6炎症反応、p.86 4.7 石灰

化反応  

関連問題：参照分野別：⑥生体反応 

 

33-1 セルロースによる補体活性化の要因はどれか。 

1.アセチル基 

2.水酸基 

3.メチル基 

4.硫酸基 

5.カルボニル基 



正解：2 

解説：セルロースは 5 個の水酸基（-OH）を持つ環状型のβ-D-グルコースがβ(1→4)

結合した天然高分子である。セルロースを素材とした透析膜は血液と接触すると、血液

中に含まれる補体成分 C3b のチオエステルと透析膜の水酸基が反応し補体活性化が始

まる。 

参照：「医用材料工学」（コロナ社） p.160 図 7.28 β-D-グルコースの構造、p.161図

7.30 セルロースの構造、p.79 図 4.17 C3bと水酸基の反応 

関連問題：参照分野別：⑥生体反応 

 

32-2 生体埋込材料に対する生体の慢性反応はどれか。 

a.石灰化 

b.血液凝固 

c.アナフィラキシー 

d.補体活性化 

e.カプセル化 

 

1. a、b   2. a、e    3. b、c   4. c、d  5. d、e 

正解：2 

解説：生体へ埋め込んだ材料により起こりうる生体反応を問う問題で慢性か急性かが鍵。 

基本的で重要な問題である。 

参照：「医用材料工学」（コロナ社） p.64 図 4.2材料－生体相互作用により生じる諸

反応とその時間経過 

関連問題：参照分野別：⑥生体反応 

 

 

 

30-3 体内植込みによって起こる変化で材料側に起こるのはどれか。 

1．肉芽形成 

2．血小板活性化 

3．補体活性化 

4．がん化 

5．腐 食 

正解：5 



解説：生体に埋め込まれた材料が生体から受ける諸反応による変化を問う問題。 

材料の変化に注目する。5以外は生体側の変化（応答）である。金属材料は多かれ少な

かれ腐食の影響を受ける。関連する過去問が多く、重要度は高い。 

参照：本書第４章材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性。 

p.62 材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性 

     p.63 図 4.1 材料‐生体相互作用と関与する因子 

関 連 問 題 ： (29-4)(28-4)(27-1)(27-4)(26-4)(25-2)(25-4)(24-1)(23-2)(22-4) 

(21-3)(16-3)(15-1)(10-5)(9-4)(8-2)(7-3)(6-4)(5-4)(3-3)(3-4)(2-4)(2-5)(1-5) 

(1-6)（分野別：⑥生体反応） 

 

 

29-4 急性全身反応はどれか。 

１． 潰瘍形成 

２． 肉芽形成 

３． 石灰化 

４． 補体活性化 

５． 壊死    

正解：4 

解説：医用材料による生体反応を急性反応と慢性反応に分類した場合、急性反応として

血栓形成反応、補体活性化反応、炎症反応、アレルギー反応が、慢性反応として組織修

復反応（カプセル化と肉芽形成を含む）、石灰化反応、癌化反応が分類される。反応部

位によって分類した場合、局所反応として血栓形成反応、補体活性化反応、炎症反応、

組織修復反応、石灰化反応と癌化反応が含まれる。全身反応としては、アレルギー反応

の他、毒性反応、ショック症状、臓器障害、催奇形成、免疫異常等が含まれるとの記述

が、医療機器センター監修の臨床工学技士指定テキスト改訂第 2版に掲載されている。 

参照：本書第４章材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性で詳述してある。 

p.62 材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性 

     p. 64 図 4.2 

関連問題：(29-4)(28-4)(27-1)(27-4)(26-4)(25-2)(25-4)(24-1)(23-2)(22-4) 

(21-3)(16-3)(15-1)(10-5)(9-4)(8-2)(7-3)(6-4)(5-4)(3-3)(3-4)(2-4)(2-5)(1-5) 

(1-6)（分野別：⑥生体反応） 

 

 



28-4 人工血管を埋植したときの急性期に起こる反応はどれか。 

1. 癒着 

2. 肉芽形成 

3. 石灰化 

4. 異物排除 

5. 血管増生 

正解：4 

解説：医用材料による生体反応を急性反応と慢性反応に分類した場合、生体側が受ける

ものとして急性反応は血栓形成反応、補体活性化反応、炎症反応、アレルギー反応が挙

げられる。慢性反応は組織修復反応（カプセル化と肉芽形成を含む）、石灰化反応、癌

化反応が挙げられる。１，２，３，５は慢性反応の範疇である。異物排除は急性期に強

く表れる免疫応答であり、他の急性反応と密接な関係を有する。 

参照：本書第４章材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性。 

p.62 材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性  p.64 図 4.2 

関連問題：(29-4)(28-4)(27-1)(27-4)(26-4)(25-2)(25-4)(24-1)(23-2)(22-4) 

(21-3)(16-3)(15-1)(10-5)(9-4)(8-2)(7-3)(6-4)(5-4)(3-3)(3-4)(2-4)(2-5)(1-5) 

(1-6)（分野別：⑥生体反応） 

 

27-1 生体へ埋植後、材料に生じうる反応はどれか。 

a. 腐食 

b. アナフィラキシ－ 

c. 溶血 

d. 壊死 

e. 加水分解  

正解： a、e 

解説：生体に埋め込まれた材料が生体から受ける諸反応による変化を問う問題。 

材料の変化に注目する。b)、c)、d)は生体側の変化であることに注意。a) 金属材料は

多かれ少なかれ腐食の影響を受ける。e)有機材料の中には加水分解を受けるものが多い。 

参照：本書第４章材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性。 

p.62 材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性 

     p.63 図 4.1 

関連問題：(29-4)(28-4)(27-1)(27-4)(26-4)(25-2)(25-4)(24-1)(23-2)(22-4) 

(21-3)(16-3)(15-1)(10-5)(9-4)(8-2)(7-3)(6-4)(5-4)(3-3)(3-4)(2-4)(2-5)(1-5) 



(1-6)（分野別：⑥生体反応） 

 

 

27-4 体外循環時に起こりうる生体反応はどれか 

a.癌化 

b.カプセル化 

c.血液凝固 

d.補体活性化 

e.石灰化 

正解：c、d 

解説：体外循環時であるので血液を介する、比較的短時間でおこる反応。補体活性化反

応、血栓反応、初期炎症反応は早い。基本的な問題。 

参照：p.64 図 4.2 

関連問題：(29-4)(28-4)(27-1)(27-4)(26-4)(25-2)(25-4)(24-1)(23-2)(22-4) 

(21-3)(16-3)(15-1)(10-5)(9-4)(8-2)(7-3)(6-4)(5-4)(3-3)(3-4)(2-4)(2-5)(1-5) 

(1-6)（分野別：⑥生体反応） 

 

 

26-4 材料の血液適合性に関するのはどれか 

a.溶血 

b.血栓形成 

c.被包化 

d.肉芽形成 

e.補体活性化 

正解：a、b、e 

解説： 血液の組成に関連 

参照：本書第４章材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性。 

関連問題：(29-4)(28-4)(27-1)(27-4)(26-4)(25-2)(25-4)(24-1)(23-2)(22-4) 

(21-3)(16-3)(15-1)(10-5)(9-4)(8-2)(7-3)(6-4)(5-4)(3-3)(3-4)(2-4)(2-5)(1-5) 

(1-6)（分野別：⑥生体反応） 

 

 

 



25-2 医用材料を埋め込んだ際、生体側と材料側との両方に起こりうる反応はどれ 

   か。 

1. 溶血 

2. 補体活性 

3. アナフィラキシー 

4. 炎症 

5. 石灰化 

正解：5 

解説： 生体側のみならず材料側にも起こりうる材料埋め込み時の反応を問う問題であ

る。1～5 は全て生体側の反応に含まれるので、その中で材料側ということになると 5

の石灰化となる。材料側の石灰化は硬組織の石灰化と柔組織の石灰化に大別でき、人工

骨、生体弁などが各々の例である。 

参照：本書第４章材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性。 

p.87 材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性 4.7 石灰化反応 

関連問題：(29-4)(28-4)(27-1)(27-4)(26-4)(25-2)(25-4)(24-1)(23-2)(22-4) 

(21-3)(16-3)(15-1)(10-5)(9-4)(8-2)(7-3)(6-4)(5-4)(3-3)(3-4)(2-4)(2-5)(1-5) 

(1-6)（分野別：⑥生体反応） 

 

 

25-4 医用材料に対する生体側の急性局所反応はどれか。 

3. 吸着 

4. 肉芽 

3. 発癌 

4. 炎症 

5. 溶出 

正解：4 

解説：医用材料による生体反応を急性反応と慢性反応に分類した場合、生体側が受ける

ものとして急性反応は血栓形成反応、補体活性化反応、炎症反応、アレルギー反応が挙

げられる。慢性反応は組織修復反応（カプセル化と肉芽形成を含む）、石灰化反応、癌

化反応が挙げられる。１の吸着は材料側が受ける急性局所反応であり、生体側の反応で

はないので 4.炎症のみが急性局所反応の条件を満足する。 

参照：本書第４章材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性。 

p.62 材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性       p.64 図 4.2 



関連問題：(29-4)(28-4)(27-1)(27-4)(26-4)(25-2)(25-4)(24-1)(23-2)(22-4) 

(21-3)(16-3)(15-1)(10-5)(9-4)(8-2)(7-3)(6-4)(5-4)(3-3)(3-4)(2-4)(2-5)(1-5) 

(1-6)（分野別：⑥生体反応） 

 

 

24-1 生体への接触によって材料が受ける作用として正しいのはどれか。 

a.タンパク質吸着 

b. 腐食 

c. 炎症 

d. 血液凝固 

e.加水分解 

正解：a、b、e 

解説：生体に埋め込まれた材料が生体から受ける諸反応による変化を問う問題。 

材料の変化に注目する。c), d)は生体側の変化であることに注意。a) 異物表面には必

ずタンパクの吸着層が形成される。b)金属は生体内環境で腐食を受けやすい。e)有機材

料の中には加水分解を受けるものが多い。 

参照：本書第４章材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性。 

p.62 材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性 

     p.63 図 4.1 

関連問題：(29-4)(28-4)(27-1)(27-4)(26-4)(25-2)(25-4)(24-1)(23-2)(22-4) 

(21-3)(16-3)(15-1)(10-5)(9-4)(8-2)(7-3)(6-4)(5-4)(3-3)(3-4)(2-4)(2-5)(1-5) 

(1-6)（分野別：⑥生体反応） 

 

 

23-2 生体埋植材料に対する生体の慢性反応はどれか。 

a. 石灰化 

b. 血液凝固 

c. アナフィラキシー 

d. 補体活性化 

e. カプセル化 

正解：a、e 

解説：医用材料による生体反応を急性反応と慢性反応に分類した場合、急性反応として

血栓形成反応、補体活性化反応、炎症反応、アレルギー反応が、慢性反応として組織修



復反応（カプセル化と肉芽形成を含む）、石灰化反応、癌化反応が分類される。 

参照：本書第４章材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性。 

p.62 材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性      p.64 図 4.2 

関連問題：(29-4)(28-4)(27-1)(27-4)(26-4)(25-2)(25-4)(24-1)(23-2)(22-4) 

(21-3)(16-3)(15-1)(10-5)(9-4)(8-2)(7-3)(6-4)(5-4)(3-3)(3-4)(2-4)(2-5)(1-5) 

(1-6)（分野別：⑥生体反応） 

 

 

22-4 セルロース系透析膜で起こる白血球数の一過性減少の主因はどれか。 

1.アレルギー 

2.血液凝固系の活性化 

3.補体の活性化 

4.白血球の透析膜への吸着 

5.血小板の透析膜への吸着 

正解：3 

解説：セルロース（p.161）は D-グルコースが(1→4)結合した天然高分子で OH基を多

く含んでいる。セルロース膜上の OH 基により補体が活性化することが一過性の白血球

減少の原因である。 

参照：p.78-80補体活性化反応 

関連問題：(29-4)(28-4)(27-1)(27-4)(26-4)(25-2)(25-4)(24-1)(23-2)(22-4) 

(21-3)(16-3)(15-1)(10-5)(9-4)(8-2)(7-3)(6-4)(5-4)(3-3)(3-4)(2-4)(2-5)(1-5) 

(1-6)（分野別：⑥生体反応） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21-3 図はある医用材料を埋め込んだときに生じる諸反応の強さとその時間経 

   過を示したものである。①②③に対応する反応で正しいのはどれか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.①補体活性化反応    ②カプセル化反応   ③初期炎症反応 

2.①血栓反応       ②補体活性化反応   ③初期炎症反応 

3.①血栓反応       ②初期炎症反応    ③カプセル化反応 

4.①初期炎症反応     ②カプセル化反応   ③血栓反応 

5.①初期炎症反応     ②血栓反応      ③補体活性化反応 

 

正解：3 

解説：補体活性化、血栓反応、初期炎症反応は早い。カプセル化反応は遅いのでその差

で先ず判定すると、２，３，５が残る。初期炎症反応より補体活性化、血栓反応の方が

早いので、２と３が残る。相対的な評価だが、２より３の方が明らかである。 

参照：p.64 図 4.2 

関連問題：(29-4)(28-4)(27-1)(27-4)(26-4)(25-2)(25-4)(24-1)(23-2)(22-4) 

(21-3)(16-3)(15-1)(10-5)(9-4)(8-2)(7-3)(6-4)(5-4)(3-3)(3-4)(2-4)(2-5)(1-5) 

(1-6)（分野別：⑥生体反応） 

 

16-3 医用材料に対する生体の急性反応はどれか。 

a. 炎症 b. 石灰化 c. 発癌 d. カプセル化 e. 血栓 

正解：a,e 

解説：生体反応について材料による生体反応を急性反応と慢性反応に分類した場合、急

性反応として血栓形成反応、補体活性化反応、炎症反応、アレルギー反応が、慢性反応

として組織修復反応（カプセル化と肉芽形成を含む）、石灰化反応、癌化反応が分類さ

れる。 

① 
② 

③ 

反

応

の

強
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↑
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↑ 

年 



参照：本書第４章材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性で詳述してある。 

p.62 材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性 

     p. 64 図 4.2 

関連問題：(29-4)(28-4)(27-1)(27-4)(26-4)(25-2)(25-4)(24-1)(23-2)(22-4) 

(21-3)(16-3)(15-1)(10-5)(9-4)(8-2)(7-3)(6-4)(5-4)(3-3)(3-4)(2-4)(2-5)(1-5) 

(1-6)（分野別：⑥生体反応） 

 

15-1 人工材料に接触した場合、起こりうる急性の生体反応はどれか。 

a. 肉芽形成 b. カプセル化 c. 補体活性化 d. 血栓形成 e. 発癌 

正解：c, d 

解説：医用材料による生体反応を急性反応と慢性反応に分類した場合、急性反応として

血栓形成反応、補体活性化反応、炎症反応、アレルギー反応が、慢性反応として組織修

復反応（カプセル化と肉芽形成を含む）、石灰化反応、癌化反応が分類される。 

参照：本書第４章材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性で詳述してある。 

p.62 材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性 

     p. 64 図 4.2 

関連問題：(29-4)(28-4)(27-1)(27-4)(26-4)(25-2)(25-4)(24-1)(23-2)(22-4) 

(21-3)(16-3)(15-1)(10-5)(9-4)(8-2)(7-3)(6-4)(5-4)(3-3)(3-4)(2-4)(2-5)(1-5) 

(1-6)（分野別：⑥生体反応） 

 

11-6 人工材料に接触した場合、起こりうる急性の全身反応はどれか。 

a. アナフィラキシーショック  b. 肉芽形成 c. カプセル化 d. 瘢痕 e. 発癌 

正解：a 

解説：医用材料による生体反応を急性反応と慢性反応に分類した場合、急性反応として

血栓形成反応、補体活性化反応、炎症反応、アレルギー反応が、慢性反応として組織修

復反応（カプセル化と肉芽形成を含む）、石灰化反応、癌化反応が分類される。反応部

位によって分類した場合、局所反応として血栓形成反応、補体活性化反応、炎症反応、

組織修復反応、石灰化反応と癌化反応が含まれる。全身反応としては、アレルギー反応

の他、毒性反応、ショック症状、臓器障害、催奇形成、免疫異常等が含まれるとの記述

が、医療機器センター監修の臨床工学技士指定テキスト改訂第 2版に掲載されている。 

参照：本書第４章材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性で詳述してある。 

p.62 材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性 

     p. 64 図 4.2 



関連問題：(29-4)(28-4)(27-1)(27-4)(26-4)(25-2)(25-4)(24-1)(23-2)(22-4) 

(21-3)(16-3)(15-1)(10-5)(9-4)(8-2)(7-3)(6-4)(5-4)(3-3)(3-4)(2-4)(2-5)(1-5) 

(1-6)（分野別：⑥生体反応） 

 

10-5 ペースメーカを植え込んだとき図のような生体反応を示すのはどれか。 

a. 発熱 b. アナフィラキシーショク c. 溶血 d. 瘢痕化 e. 被皮化 

 

                   

 

正解：d,e 

解説：ペースメーカーなどが植え込まれたとき、初期炎症反応を経て、組織修復反応が

生じ、埋植物は結合組織に被われる。この現象を被皮化と呼ぶ。結合組織が肥厚化し、

形状がいびつになった場合は瘢痕化と呼ぶこともある。 

参照：本書第４章材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性で詳述してある。 

p.82 炎症反応 

関連問題：(29-4)(28-4)(27-1)(27-4)(26-4)(25-2)(25-4)(24-1)(23-2)(22-4) 

(21-3)(16-3)(15-1)(10-5)(9-4)(8-2)(7-3)(6-4)(5-4)(3-3)(3-4)(2-4)(2-5)(1-5) 

(1-6)（分野別：⑥生体反応） 

 

9-4 生体材料を植え込んだときに、図のような経時的変化を示すのはどれか。 

a. 癒着 b. 瘢痕 c. 炎症 d. 被包化 e. 肉芽形成 

            

 

 

 

 

          



正解：c 

解説：生体材料を植え込んだとき、外科的操作により組織は損傷を受けるため、一連の

炎症反応が生じ、その後、生体材料は結合組織に被われる。この現象を被皮化と呼ぶ。

結合組織が肥厚化した場合は肉芽が形成されたといい、その形状がいびつになった場合

は瘢痕化と呼ばれる。癒着は、その形成された結合組織と他組織との癒着を意味してい

る。病理学における炎症の定義は、初期炎症反応から組織形成反応までの一連の反応を

意味しているが、医用材料の分野では、初期炎症反応を炎症反応と称すことが一般的で

ある。 

参照：本書第４章材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性で詳述してある。 

p.82 炎症反応 

関連問題：(29-4)(28-4)(27-1)(27-4)(26-4)(25-2)(25-4)(24-1)(23-2)(22-4) 

(21-3)(16-3)(15-1)(10-5)(9-4)(8-2)(7-3)(6-4)(5-4)(3-3)(3-4)(2-4)(2-5)(1-5) 

(1-6)（分野別：⑥生体反応） 

 

8-2 生体内に埋植された医用材料に対する生体側の急性局所反応はどれか。 

a. 血栓形成 b. 肉芽形成 c. カプセル化 d. 発癌 e. 炎症 

正解：a, e 

解説：医用材料による生体反応を急性反応と慢性反応に分類した場合、急性反応として

血栓形成反応、補体活性化反応、炎症反応、アレルギー反応が、慢性反応として組織修

復反応（カプセル化と肉芽形成を含む）、石灰化反応、癌化反応が分類される。反応部

位によって分類した場合、局所反応として血栓形成反応、補体活性化反応、炎症反応、

組織修復反応、石灰化反応と癌化反応が含まれる。全身反応としては、アレルギー反応

の他、毒性反応、ショック症状、臓器障害、催奇形成、免疫異常等が含まれるとの記述

が、医療機器センター監修の臨床工学技士指定テキスト改訂第 2版に掲載されている。 

参照：本書第４章材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性で詳述してある。 

p.62 材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性 

     p. 64 図 4.2 

関連問題：(29-4)(28-4)(27-1)(27-4)(26-4)(25-2)(25-4)(24-1)(23-2)(22-4) 

(21-3)(16-3)(15-1)(10-5)(9-4)(8-2)(7-3)(6-4)(5-4)(3-3)(3-4)(2-4)(2-5)(1-5) 

(1-6)（分野別：⑥生体反応） 

 

7-3 生体埋植材料に対する慢性全身反応でないのはどれか。 

a. 臓器障害 b. ショック c. 壊死 d. 催奇形成 e. 免疫異常 



正解：b, c 

解説：医用材料による生体反応を急性反応と慢性反応に分類した場合、急性反応として

血栓形成反応、補体活性化反応、炎症反応、アレルギー反応が、慢性反応として組織修

復反応（カプセル化と肉芽形成を含む）、石灰化反応、癌化反応が分類される。反応部

位によって分類した場合、局所反応として血栓形成反応、補体活性化反応、炎症反応、

組織修復反応、石灰化反応と癌化反応が含まれる。全身反応としては、アレルギー反応

の他、毒性反応、ショック症状、臓器障害、催奇形成、免疫異常等が含まれるとの記述

が、医療機器センター監修の臨床工学技士指定テキスト改訂第 2版に掲載されている。 

参照：本書第４章材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性で詳述してある。 

p.62 材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性 

     p. 64 図 4.2 

関連問題：(29-4)(28-4)(27-1)(27-4)(26-4)(25-2)(25-4)(24-1)(23-2)(22-4) 

(21-3)(16-3)(15-1)(10-5)(9-4)(8-2)(7-3)(6-4)(5-4)(3-3)(3-4)(2-4)(2-5)(1-5) 

(1-6)（分野別：⑥生体反応） 

 

6-4 生体と材料の相互作用における慢性全身反応はどれか。 

a. 壊死 b. 臓器障害 c. 免疫異常 d. 発癌 e. 肉芽形成 

正解：b,c 

解説：医用材料による生体反応を急性反応と慢性反応に分類した場合、急性反応として

血栓形成反応、補体活性化反応、炎症反応、アレルギー反応が、慢性反応として組織修

復反応（カプセル化と肉芽形成を含む）、石灰化反応、癌化反応が分類される。反応部

位によって分類した場合、局所反応として血栓形成反応、補体活性化反応、炎症反応、

組織修復反応、石灰化反応と癌化反応が含まれる。全身反応としては、アレルギー反応

の他、毒性反応、ショック症状、臓器障害、催奇形成、免疫異常等が含まれるとの記述

が、医療機器センター監修の臨床工学技士指定テキスト改訂第 2版に掲載されている。 

参照：本書第４章材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性で詳述してある。 

p.62 材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性 

     p. 64 図 4.2 

関連問題：(29-4)(28-4)(27-1)(27-4)(26-4)(25-2)(25-4)(24-1)(23-2)(22-4) 

(21-3)(16-3)(15-1)(10-5)(9-4)(8-2)(7-3)(6-4)(5-4)(3-3)(3-4)(2-4)(2-5)(1-5) 

(1-6)（分野別：⑥生体反応） 

 

 



5-4 生体埋植材料に対する全身反応はどれか。 

a. 壊死 b. 肉芽形成 c. 毒性 d. 免疫異常 e. 異物排除 

正解：c, d 

解説：医用材料による生体反応を急性反応と慢性反応に分類した場合、急性反応として

血栓形成反応、補体活性化反応、炎症反応、アレルギー反応が、慢性反応として組織修

復反応（カプセル化と肉芽形成を含む）、石灰化反応、癌化反応が分類される。反応部

位によって分類した場合、局所反応として血栓形成反応、補体活性化反応、炎症反応、

組織修復反応、石灰化反応と癌化反応が含まれる。全身反応としては、アレルギー反応

の他、毒性反応、ショック症状、臓器障害、催奇形成、免疫異常等が含まれるとの記述

が、医療機器センター監修の臨床工学技士指定テキスト改訂第 2版に掲載されている。 

参照：本書第４章材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性で詳述してある。 

p.62 材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性 

     p. 64 図 4.2 

関連問題：(29-4)(28-4)(27-1)(27-4)(26-4)(25-2)(25-4)(24-1)(23-2)(22-4) 

(21-3)(16-3)(15-1)(10-5)(9-4)(8-2)(7-3)(6-4)(5-4)(3-3)(3-4)(2-4)(2-5)(1-5) 

(1-6)（分野別：⑥生体反応） 

 

3-3 生体内での医用埋植材料の変化はどれか。 

a. 発癌 b. 血栓形成 c. 異物排除 d. 機械的劣化 e. 二次物質生成 

正解：d, e 

解説：生体に埋め込まれた材料が生体から受ける諸反応による変化を問う問題。 

材料の変化に注目する。a), b), c)は生体側の変化。d) 機械的劣化において材料側   

金属ならば腐食、有機材料なら分解、無機材料な磨耗等材料の変化は外力に対する耐性

を低くする。e) 二次物質生成は材料成分の溶出、分解、生体物質との結合により起こ

りうる。 

参照：p.127 腐食  

関連問題：(29-4)(28-4)(27-1)(27-4)(26-4)(25-2)(25-4)(24-1)(23-2)(22-4) 

(21-3)(16-3)(15-1)(10-5)(9-4)(8-2)(7-3)(6-4)(5-4)(3-3)(3-4)(2-4)(2-5)(1-5) 

(1-6)（分野別：⑥生体反応） 

 

3-4 医用材料に対する生体側の慢性局所反応はどれか。 

a. 吸着 b. 肉芽 c. 発癌 d. 炎症 e. 溶出 

正解：b, c 



解説：医用材料による生体反応を急性反応と慢性反応に分類した場合、急性反応として

血栓形成反応、補体活性化反応、炎症反応、アレルギー反応が、慢性反応として組織修

復反応（カプセル化と肉芽形成を含む）、石灰化反応、癌化反応が分類される。反応部

位によって分類した場合、局所反応として血栓形成反応、補体活性化反応、炎症反応、

組織修復反応、石灰化反応と癌化反応が含まれる。全身反応としては、アレルギー反応

の他、毒性反応、ショック症状、臓器障害、催奇形成、免疫異常等が含まれるとの記述

が、医療機器センター監修の臨床工学技士指定テキスト改訂第 2 版に掲載されている。

吸着は、材料表面に生体成分が吸着することであり、溶出は、材料成分が出てくること

を意味している。 

参照：本書第４章材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性で詳述してある。 

p.62 材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性 

     p. 64 図 4.2 

関連問題：(29-4)(28-4)(27-1)(27-4)(26-4)(25-2)(25-4)(24-1)(23-2)(22-4) 

(21-3)(16-3)(15-1)(10-5)(9-4)(8-2)(7-3)(6-4)(5-4)(3-3)(3-4)(2-4)(2-5)(1-5) 

(1-6)（分野別：⑥生体反応） 

 

2-4 生体埋植材料に対する全身反応はどれか。 

a. 発癌 b. 血栓形成 c. 異物排除 d. 免疫異常 e. 催奇形成 

正解：d,e 

解説：医用材料による生体反応を急性反応と慢性反応に分類した場合、急性反応として

血栓形成反応、補体活性化反応、炎症反応、アレルギー反応が、慢性反応として組織修

復反応（カプセル化と肉芽形成を含む）、石灰化反応、癌化反応が分類される。反応部

位によって分類した場合、局所反応として血栓形成反応、補体活性化反応、炎症反応、

組織修復反応、石灰化反応と癌化反応が含まれる。全身反応としては、アレルギー反応

の他、毒性反応、ショック症状、臓器障害、催奇形成、免疫異常等が含まれるとの記述

が、医療機器センター監修の臨床工学技士指定テキスト改訂第 2版に掲載されている。 

参照：本書第４章材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性で詳述してある。 

p.62 材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性 

     p. 64 図 4.2 

関連問題：(29-4)(28-4)(27-1)(27-4)(26-4)(25-2)(25-4)(24-1)(23-2)(22-4) 

(21-3)(16-3)(15-1)(10-5)(9-4)(8-2)(7-3)(6-4)(5-4)(3-3)(3-4)(2-4)(2-5)(1-5) 

(1-6)（分野別：⑥生体反応） 

 



2-5 生体内に埋植された医用材料に対する生体側の急性局所反応はどれか。 

a. 吸着 b. 肉芽形成 c. 溶出 d. 炎症 e. 壊死 

正解：d,e 

解説：医用材料による生体反応を急性反応と慢性反応に分類した場合、急性反応として

血栓形成反応、補体活性化反応、炎症反応、アレルギー反応が、慢性反応として組織修

復反応（カプセル化と肉芽形成を含む）、石灰化反応、癌化反応が分類される。反応部

位によって分類した場合、局所反応として血栓形成反応、補体活性化反応、炎症反応、

組織修復反応、石灰化反応と癌化反応が含まれる。全身反応としては、アレルギー反応

の他、毒性反応、ショック症状、臓器障害、催奇形成、免疫異常等が含まれるとの記述

が、医療機器センター監修の臨床工学技士指定テキスト改訂第 2版に掲載されている。 

参照：本書第４章材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性で詳述してある。p.62 材

料・生体相互作用と医用材料の生体適合性 

     p. 64 図 4.2 
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1-5 生体埋植材料に対する急性全身反応はどれか。 

a. 発癌 b. 吸着 c. 免疫異常 d. 毒性 e. アレルギー 

正解：d, e 

解説：生体に埋め込まれた材料により起こる生体側の慢性局所反応を問う問題。 

a)材料に発癌性があるとの報告は無いが、発ガン自体は局所的であり長期間を要する。 

b)生体側の反応であるから蛋白や細胞成分の吸着を意 するものと思われる。接触部位

のみで、時間も早い。c) 免疫異常  慢性 全身   免疫機能は全身的なシステム

で司られており、埋め込み材料による免疫異常は局所に留まらない 

d)埋め込み材料からの溶出物が毒性を持つ場合、局所的及び全身的に影響を与える可能

性がある。e) アレルギー 急性 全身   埋め込み材料をアレルゲン（抗原）とし

て、IgE抗体が産生されることにより起こりうる全身反応 

参照：本書第４章材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性で詳述してある。 

p.62 材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性 
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1-6 生体内に埋植された医用材料に対する生体側の局所反応はどれか。 

a. 免疫異常 b. 化学的分解 c. 催奇形成  d. 異物排除  e. 肉芽形 

正解：d, e 

解説：医用材料による生体反応を急性反応と慢性反応に分類した場合、急性反応として

血栓形成反応、補体活性化反応、炎症反応、アレルギー反応が、慢性反応として組織修

復反応（カプセル化と肉芽形成を含む）、石灰化反応、癌化反応が分類される。反応部

位によって分類した場合、局所反応として血栓形成反応、補体活性化反応、炎症反応、

組織修復反応、石灰化反応と癌化反応が含まれる。全身反応としては、アレルギー反応

の他、毒性反応、ショック症状、臓器障害、催奇形成、免疫異常等が含まれるとの記述

が、医療機器センター監修の臨床工学技士指定テキスト改訂第 2版に掲載されている。 

参照：本書第４章材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性で詳述してある。 

p.62 材料・生体相互作用と医用材料の生体適合性 

     p. 64 図 4.2 

関連問題： (25-2)(25-4)(24-1)(23-2)(22-4)(21-3)(16-3)(15-1)(11-6)(10-5)(9-4) 

(8-2)(7-3)(6-4)(5-4)(3-3)(3-4)(2-4) (1-5)(1-6) 

 

 


