
臨床工学技士国家試験問題 医用材料関連（分野別：⑨基本要件、一般化学、その他） 

 

 

 34-2  化学結合の強さの順番で正しいのはどれか。 

1. 金属結合＞ファンデルワールス結合＞共有結合 

2. ファンデルワールス結合＞共有結合＞金属結合 

3. 共有結合＞ファンデルワールス結合＞金属結合 

4. 金属結合＞共有結合＞ファンデルワールス結合 

5. 共有結合＞金属結合＞ファンデルワールス結合  

 

正解：５ 

解説：化学結合とは原子間、分子間の結合のことで、大別するとイオン結合、共有結合、金

属結合、ファンデルワールス結合に分けられる。ファンデルワールス結合は電子の偏りから

生ずる双極子に由来するものでその結合は弱い。水素結合もこの仲間である。塩化ナトリウ

ムに代表されるイオン結合は陽イオン（+）と陰イオン（− ）の間に働くクーロン力に由来し、

金属結合よりも強いが共有結合よりも弱い。金属結合は最外殻電子を失った原子コアと自由

電子の間に働く結合、共有結合は結合する原子間で電子を共有することに由来する。共有結

合結晶の代表がダイヤモンドで硬く、融点も高い。 

参照： 「医療のための化学」（コロナ社） p.62 化学結合（まとめ）   

関連問題：参照分野別：⑨その他 

 

 

 

33-5 ポリエチレンで誤っているのはどれか。 

1. カテーテルに使われる。 

2. ポリオレフィンである。 

3. ビニル化合物である。 

4. ゴム弾性を持つ。 

5. 合成高分子である。 

 

正解：3、4 

解説：エチレンを代表とする一般式 CnH2nの炭化水素をオレフィン又はアルケンと呼ぶ。ポリ

エチレンは二重結合を有するエチレン CH2=CH2が付加重合した合成高分子である。カテーテル

や人工関節臼蓋部に用いられるが架橋構造を持たないのでゴム状弾性は有さない。ビニル化

合物はビニル基を有す化合物の総称で、一般式は（CH2=CHR）で、R に塩素が置き換わると塩

化ビニル、水酸基だとビニルアルコールである。ビニル化合物が付加重合で高分子化した化

合物は炭素間の一重結合からできており、ビニル化合物の仲間ではない。３、４が正解なの

で不適切問題。 

参照：「医用材料工学」（コロナ社）p.57 カテーテル、  

関連問題：参照分野別：④有機材料、⑨その他、化学一般 

 

32-6 ステンレスの表面に形成されるのはどれか。 

1. 酸化クロム 

2. 酸化鉄 

3. 酸化亜鉛 

4. 酸化マグネシウム 

5. 酸化銅 

 



正解：１ 

解説：医療用のステンレスは母材の鉄に Cr 含量 16～18%、Ni含量 10～15%を含む耐食鋼であ

る。Crは酸化被膜を形成しやすく、被膜が耐食性を発揮する。  

参照：「医療のための化学」（コロナ社）p.130 鉄と鉄合金（ステンレス鋼）  

関連問題：参照分野別：⑨その他、化学一般 

 

 

30-5 導電率の最も高い材料はどれか。 

1．酸化チタン 

2．ジルコニア 

3．テフロン 

4．ステンレス 

5．シリコーン 

 

正解：4 

解説：導電率は物質中の電子の動きやすさによるのでステンレスのような金属>>高分子、セ

ラミックスの順番である。高分子は例外として導電性ポリマーがあるがテフロン、シリコー

ンは非伝導体である。セラミックスの酸化チタン、ジルコニア（酸化ジルコニウム）はとも

に非導電体である。材料物性として導電性を取り上げた過去問は殆どない。 

関連問題：なし （分野別：③無機・金属材料、④有機材料） 

 

 

 

29-1  人工多能性幹細胞（iPS 細胞）で正しいのはどれか。 

1．受精卵にタンパク質を導入して作られる。 

2．受精後の胚から採取して作られる。 

3．体細胞の遺伝子を取り出して作られる。 

4．体細胞にタンパク質を導入して作られる。 

5．体細胞に遺伝子を導入して作られる。 

 

正解：5 

解説：iPS細胞は induced pluripotent stem cells の略称で日本語では人工多能性幹細胞と

称す。体細胞へ数種類の遺伝子を導入し、分化の万能性と自己複製能を持たせた細胞である。

生体材料工学からの出題としては疑問だが、一般教養として知っておく必要はあるだろう。  

参照：iPS 関連図書多数 

関連問題：関連問題なし（分野別：⑨その他） 

 

 

29-2  ポリエチレンの骨格である炭素と炭素間の結合はどれか。 

1．ファンデルワールス結合 

2．共有結合 

3．金属結合 

4．水素結合 

5．イオン結合 

正解：2 

解説：ポリエチレンはエチレンが付加重合した高分子で、炭素-炭素結合を骨格とする飽和鎖

状炭化水素である。炭素は最外殻に４個の電子を有し、その内２個が炭素間の結合に関与す

る。即ち、炭素間で電子を１個ずつ共有して結合する。詳細は参照を見よ。  



参照：「医療のための化学」（コロナ社）p.112、p.141-144、p.154 

関連問題：(29-2)(28-6)(27-5)(26-5)（分野別：⑨その他） 

 

29-3 正しいのはどれか 
1．mol は浸透圧を表す単位である。 

2．pH は水素イオン濃度の逆数の常用対数である。 

3．一般に温度が高いほど化学反応速度が遅い。 

4．酸化とは電子を受け取ることである。 

5．還元とは酸素と結合することである。 

 

正解：2 

解説： 

(21-1)と全く同じ問題である。 

１．molは物質量 

２．液体中の水素イオン濃度[H+]の範囲は広く、例えば胃液なら10-1.5 mol/L、家庭用アンモ

ニア水なら10-12mol/Lである。対数を用いることで水素イオン濃度をそのべき数で表わしたも

のがpHである。但し、log[H+]とすると常にマイナスの数値になるので、予めマイナスをlog[H+]

の前に付けておく。即ち、pH  =-log[H+]=log(1/[H+])。 

３．一般に温度が高いほど化学反応が早い。 

４．酸化とは電子を失うことである。 

５．還元とは酸素を解離することである。 

参照：「医療のための化学」（コロナ社）モル(p.18)、pH（p.92）、反応速度（p.183）、酸化還

元（p.100） 

関連問題：(21-1)（分野別：⑨その他） 

 

28-6 無機材料を構成する主要な結合で正しいのはどれか。 

a. 共有結合 

b. ファンデルワールス結合 

c. 分子間結合 

d. 水素結合 

e. イオン結合 

正解：a, e 

解説：物質の結合はイオン結合、共有結合、金属結合に大別できる。正に荷電した陽イオン

と負に荷電した陰イオンがクーロン力で結合することをイオン結合と称す。塩化ナトリウム

はナトリウムイオン（Na+）と塩化物イオン（Cl-）がイオン結合した無機材料である。ダイヤ

モンドは炭素同士が電子を共有することで結合している無機材料である。 

参照：医療のための化学（堀内 孝、村林 俊 著、コロナ社）第７章化学結合 

関連問題：(29-2)(28-6)(27-5)(26-5)（分野別：⑨その他） 

 

27-5 共有結合結晶について正しいのはどれか。 

a. 反応性に富む 

b. 電子を共有する 

c. 沸点が高い 

e. 融点が低い 

f. 柔らかい 

正解：b、c 

解説：物質の結合はイオン結合、共有結合、金属結合に大別できる。共有結合物質は原子間

で電子を共有することで結合している物質。共有結合分子と共有結合結晶に大別され、前者

の例は水や酸素分子で沸点、融点が低く、その固体は柔らかい。後者の例はダイヤモンドや



グラファイトで沸点、融点が高く、その固体は硬い。 

参照：医療のための化学（堀内 孝、村林 俊 著、コロナ社）第７章化学結合 

関連問題：(29-2)(28-6)(27-5)(26-5)（分野別：⑨その他） 

 

26-5 イオン結合を形成する物質はどれか。 

1. ダイヤモンド 

2. 水 

3. メタン 

4. ブドウ糖 

5. 炭酸水素ナトリウム 

正解：5 

解説：物質の結合はイオン結合、共有結合、金属結合に大別できる。正に荷電した陽イオン

と負に荷電した陰イオンがクーロン力で結合することをイオン結合と称す。炭酸水素ナトリ

ウムはナトリウムイオン（Na+）と重炭酸イオン（HCO3
-）が結合したイオン化合物である。1

～4は原子間で電子を共有することで結合している共有結合物質である。 

参照：医療のための化学（堀内 孝、村林 俊 著、コロナ社）第７章化学結合 

関連問題：(29-2)(28-6)(27-5)(26-5)（分野別：⑨その他） 

 

24-2 体内埋込用医用材料として不可欠条件はどれか。 

a. 可滅菌性 

b. 機能性 

c. 非毒性 

d. 耐熱性 

e. 難燃性 

正解：a、b、c 

解説： a)、b)、c)は、医用材料の必要条件。体温は 37℃であるため、特別の耐熱性は必要

ない。体内埋め込み医用材料を火炎にさらすことは無いので、難燃性の必要は無い。  

参照：p. 4  医用材料の備えるべき条件 

関連問題：(19-1)(18-4)(7-1)(2-1)（分野別：⑨その他） 

 

22-1 常温のヘリウムについて正しいのはどれか。 

1.反応性に富む。 

2.水に溶けやすい。 

3.圧縮性である。 

4.空気より重い。 

5.医療では使われない。 

正解：3 

解説： 

1.×  ヘリウムは周期表(教科書 p.114)右端の 18 族の不活性ガスに属し、他のどの元素

とも化合物を作らない。即ち、反応性は無い。 

2.×  水 1 リットルに対する 0℃におけるヘリウムの水への溶解度は 0.0094 リットルで

ある。その他の気体の溶解度；アンモニア 477 リットル、二酸化炭素 1.72リットル、

水素 0.02リットルに比べるとその溶け難さがわかる。 

3.○  流体の一般的性質で、気体は圧縮性、液体は非圧縮性である。外から力が加わっ

た際、体積を変化するものを圧縮性、変化しないものを非圧縮性という。体外循環

を担う臨床工学技士において憶えておく重要な性質である。 

4.×  周期表の位置からも明らか。0.17847mg/cm3(0℃)。この問題は空気との相対的な重

さを問うているので分子量を比較すればよい。空気の平均分子量は 29、ヘリウムは



4であり空気より軽い。気球、風船を思い出せばすぐ分かる。 

5.×  軽いため応答が良く IABP の駆動用ガスに用いられている。 

参照：第７章 p.114 元素の周期表 

関連問題：(21-1)(「化学」からの出題は第 20回から) （分野別：⑨その他） 

 

21-1 正しいのはどれか。 

1.molとは浸透圧を表す単位である。 

2.pHは水素イオン濃度の逆数の常用対数である。 

3.一般に温度が高いほど化学反応が遅い。 

4.酸化とは電子を受け取ることである。 

5.還元とは酸素と結合することである。 

正解：2 

解説： 

1.×  ｍol とは 6×1023個の物質の集まり。鉛筆１ダースが 12 本の鉛筆の集まりを表す

のと同様。物質量と称するＳＩ基本単位の一つでもある。浸透圧を表す単位は慣用

的には Osmol/kg-H2OであるがＳＩ単位では Pa。医学系では mOsmol/ℓ  が体液の浸透

圧を表すのに用いられている。(1Osmol/ℓ  = 1000 mOsmol/ℓ ) 

2.○ 
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3.×  化学反応は反応する物質同志が先ず衝突することから始まる。衝突したときのエ

ネルギーが大きいほど自らの結合を切り、新しいもの（生成物）を作る確率が高く

なる。一般的には温度が高くなると物質の持つエネルギーは大きくなる。 

4.×  酸化とは：酸素と結合すること。水素を放出すること。電子を放出すること。 

5.×  還元とは：水素と結合すること。酸素を放出すること。電子を受け取ること。 

参照：第７章 医用材料の基礎 

関連問題：(29-3)(「化学」からの出題は第 20回から) （分野別：⑨その他） 

 

 

19-1 体内埋込用医用材料としての不可欠条件はどれか。 

a．可滅菌性 

b．機能性 

c．非毒性 

d．耐熱性 

e．難燃性 

正解：a, b, c 

解説： a)、b)、c)は、医用材料の必要条件。体温は 37℃であるため、特別の耐熱性は必要

ない。体内埋め込み医用材料を火炎にさらすことは無いので、難燃性の必要は無い。  

参照：p. 4  医用材料の備えるべき条件 

関連問題：(24-2)(18-4)(7-1)(2-1) （分野別：⑨その他） 

  

 

18-4 医用材料（バイオマテリアル）としての必要条件はどれか。 

可塑性 b. 抗菌性 c. 非毒性 d. 生体適合性 e. 耐久性 

 

正解：c, d, e 

解説：可塑性とは、塑性を有する材料の性質を称するが、いわば材料の柔軟性ともいえる。

硬い材料の用途もあるため、必要条件とはならない。人工皮膚など、材料に抗菌性を付与さ



せる手法も考えられなくはないが、抗菌性は必要な条件ではなく、むしろ生体適合性の見地

より、好ましくない場合も考えられる。残りの３つは、必要条件である。 

参照：p. 4  医用材料の備えるべき条件 

関連問題：(24-2)(19-1)(7-1)(2-1)（分野別：⑨その他） 

 

16-5 破壊に関係する性質はどれか。 

a. 弾性 b. 粘性 c. 延性 d. 靱性 e.脆性 

 

正解：c, d, e 

解説：外力と歪が比例する性質が弾性。粘性とは、簡単にいうとねばりの性質。延性とは、

破壊されずに引き延ばされる性質。靱性とは、外力に抗して破壊しにくい性質。脆性とは、

材料のもろさを表す性質で、延性や靱性の対語である。小靭性＝脆性、大靭性＝延性 

破壊にはどれも関係するが、消去法的に問題を考えると c, d, e ということになるのか。

くれぐれも破壊に弾性や粘性が関係ないと思わないで欲しい。 

参照：p99 医用材料の安全性評価、p.103 靱性と脆性 

関連問題：(9-5)（分野別：⑨その他） 

 

12-3 単一の元素で構成されている材料はどれか。 

a. セルロース b. ポリエチレン c. シリコーンゴム d. ステンレス鋼  

e. パイロライトカーボン 

正解：e 

解説：セルロースはグルコースが結合した多糖類であり、炭素、水素、酸素を含む炭水化物

である。ポリエチレンはエチレンが重合した高分子であり、炭化水素である。シリコーンゴ

ムは、一般にポリジメチルシロキサンであり、珪素と酸素の結合を骨格としてメチル基が結

合している。ステンレス鋼はクロム含有率 12%異常の鉄合金である。パイロライトカーボン

は熱分解性炭素材料の商品名であり、炭素のみから構成されている。 

参照：p.111 医用材料の基礎 

関連問題：(7-2)(6-1)(5-1)(2-2)(1-1)（分野別：⑨その他） 

 

9-3 生体材料としての形状記憶合金の特性はどれか。 

形状記憶性 b. 抗血栓性 c. 耐摩耗性 d. 耐腐食性 e. 超弾性 

 

正解：a, e 

解説： 医用材料の分野では、Ti-Ni 合金が形状記憶合金として用いられている。形状記憶

性と弾性率が高いのが特徴である。抗血栓性は有していない。耐摩耗性は、特段に優れてい

るとはいえない。耐腐食性は十分に優れており、歯科矯正ワイヤーとして用いられている。

しかし、この問題の解答は、５種類の組み合わせからの選択方式であり、形状記憶性と超弾

性は除くことができないため、2) a,e が解答になるかと考える。 

参照： 

関連問題：なし（分野別：⑨その他） 

 

9-5 人工臓器とその材料に要求される性質との組み合わせで適切でないのはどれか。 

a. 人工弁         － 抗血栓性 

b. 人工関節       － 耐摩耗性 

c. 透析膜         － 選択透過性 

d. 人工血管       － 耐熱性 

e. ペースメーカー － 耐腐食性 

正解：d 



解説：a)人工弁は、長期間の抗血栓性と耐久性が求められる。b)人工関節は、生体適合性と

耐摩耗性が求められる。c)透析膜は、選択透過性が求められる。d)人工血管は、生体適合性

と長期安定性が求められ、耐熱性は必要ではない。e)ペースメーカーの電子部品はチタンケ

ースに入れられているが、ケースの耐腐食性は重要である。 

参照：p.27 医用材料の応用 

関連問題：(16-5) （分野別：⑨その他） 

 

 

7-1 正しいのはどれか。 

放射線滅菌はプラスチック材料を劣化させない 

医用材料は生体適合性と医用機能性を備えていなければならない 

医用材料の安全性は材料側と生体側との両方から考える必要がある 

d. 血小板保存用バッグの素材では酸素透過性が重要である 

e. セラミクスは生体活性材料として使用されている 

 

正解：b, c, d 

解説：a)放射線照射（γ線照射）は、物質に種々な反応を生じさせる。プラスチックの場合、

架橋するタイプと分解するタイプに類別できる。分解するタイプは、劣化するといえる。b）、

c）は医用材料の基本である。血小板の機能維持には、適度な酸素が必要であるため、保存用

バッグの酸素透過性が重要である。セラミクスは、骨との結合性から生体活性材料と生体不

活性材料に分類できる。ヒドロキシアパタイトは生体活性セラミクスの代表である。一方、

α－アルミナは生体不活性セラミクスの代表である。 

参照：p.4 医用材料の備えるべき条件、p.8 医用材料の種類、p.92 医用材料の滅菌 

関連問題：(24-2)(19-1)(18-4)(2-1)（分野別：⑨その他） 

 

 

7-2 正しいのはどれか。 

a. 天然ゴムは止血剤として使われている 

b. コラーゲンは動物タンパクの一つである 

c. 人工弁に熱分解カーボンが使われている 

d. 人工肺の材料としてポリカーボネートが使われる 

e. セロハンは血液バックに使われる 

 

正解：b, c, d 

解説：a)天然ゴムは、ポリ－シス－1,4－イソプレンであるが、血液凝固反応を促進させる性

質ではない。b)コラーゲンは、結合組織の主要タンパク質である。c)熱分解カーボンは、耐

摩耗性に優れているため、人工弁に用いられている。d)気泡型人工肺のハードシェル型では、

ポリカーボネートが使われていた。ただし、現在は用いられていない。e)セロファンは、以

前、血液透析膜として用いられていたが、血液バッグの用途には不向きである。 

参照：p.8 第２章医用材料の種類 

関連問題：(12-3)(6-1)(5-1)(2-2)(1-1)（分野別：⑨その他）  

 

 

6-1 医用材料の基本要件はどれか。 

a. 生体適合性 b. 表面弾力性 c. 生体結晶性 d. 医用腐食性 e. 医用機能性 

 

 

正解：a,e 



解説：医用材料の基本条件は、医用機能性と生体適合性である。 

参照：p.4 医用材料の備えるべき条件 

関連問題：(12-3)(7-2)(5-1)(2-2)(1-1)（分野別：⑨その他） 

 

 

6-2 正しいのはどれか。 

a. シリコーンゴムは天然ゴムである 

b. プラスチックに添加剤が含まれることはない 

c. コラーゲンは植物たんぱくの一種である 

d. ポリスチレンは注射器に用いられる 

e. オキシセルロースは人工弁に用いられている 

 

正解：正解無し 

解説：シリコーンゴムは、ポリジメチルシロキサンで、ケイ酸と酸素を骨格とした合成ゴム

である。プラスチックには、可塑剤や色々な副資材が混ぜられている。コラーゲンは動物の

結合組織における主要タンパク質である。注射器には、ポリプロピレンと天然ゴムが用いら

れている人工弁は生体弁と機械弁に分類される。人工材料を用いる機械弁では、熱分解性炭

素とチタン合金が用いられている。従って、正解はない。模範解答では d.ポリスチレンであ

るが現在、医療用として用いられている市販の注射器にはこの材料は使われていない。 

参照：p.8 医用材料の種類 

関連問題：(15-2)（分野別：⑨その他） 

 

 

5-1 正しいのはどれか。 

a. エチレンビニルアルコールは共重合体ではない 

b. プラスチックに添加剤が含まれることはない 

c. コラーゲンは植物蛋の一種である 

d. 塩化ビニルは膜型人工肺の膜材料として使われている 

e. チタンは人工弁の材料として使われている 

 

正解：e 

解説：a)エチレンビニルアルコールはエチレンとビニルアルコールの共重合体であり、血液

透析膜や血漿成分分画膜として用いられている。b)プラスチックには、可塑剤や色々な副資

材が混ぜられている。c)コラーゲンは動物の結合組織における主要タンパク質である。人工

肺では酸素と二酸化炭素の透過性が求められる。シリコーンを用いた均質膜、ポリプロピレ

ンを用いた多孔質、およびポリオレフィンを用いた非対称膜が使われている。e)人工弁は生

体弁と機械弁に分類される。人工材料を用いる機械弁では、熱分解性炭素とチタン合金が用

いられている。 

参照：p.8 医用材料の種類 

関連問題：(12-3)(7-2)(6-1)(2-2)(1-1（分野別：⑨その他） 

 

2-1 医用材料が通常、備えるべき条件として正しいのはどれか。 

a. 難加工性である b. 生体に対する毒性がない c. 血液成分を破壊しない 

d. 発癌性がない e. 150℃以上の耐熱性がある 

正解：b, c, d 

解説：加工性は良い方が好ましい。b)、c)、d)は、医用材料の必要条件。体温は 37℃である

ため、特別の耐熱性は必要ない。熱に弱い材料でも、放射線などを用いて、滅菌可能である。 

参照：p.4  医用材料の備えるべき条件 



関連問題：(24-2)(19-1)(18-4)(7-1)（分野別：⑨その他） 

 

2-2 正しいのはどれか。 

a. エチレンビニルアルコールは共重合体ではない  

b. プラスチックに添加剤が含まれることはない 

c. コラーゲンは植物蛋白の一種である 

d. 塩化ビニルは膜型人工肺の膜材料として使われている 

e. チタンは人工弁の材料として使われている 

 

正解：e 

解説：a)エチレンビニルアルコールはエチレンとビニルアルコールの共重合体であり、血液

透析膜や血漿成分分画膜として用いられている。b)プラスチックには、可塑剤や色々な副資

材が混ぜられている。c)コラーゲンは動物の結合組織における主要タンパク質である。d)人

工肺では酸素と二酸化炭素の透過性が求められる。シリコーンを用いた均質膜、ポリプロピ

レンを用いた多孔質、およびポリオレフィンを用いた非対称膜が使われている。人工弁は生

体弁と機械弁に分類される。e)人工材料を用いる機械弁では、熱分解性炭素とチタン合金が

用いられている。 

参照：p.8 医用材料の種類 

関連問題：(12-3)(7-2)(6-1)(5-1)(1-1)（分野別：⑨その他） 

 

 

1-1 正しいのはどれか。 

a. エチレンビニルアルコールは共重合体ではない 

b. プラスチックに添加剤が含まれることはない 

c. コラーゲンは植物蛋白の一つである 

d. 膜型人工肺の材料として塩化ビニルが使われている 

e. 人工弁として熱分解カーボンがつかわれている 

 

正解：e 

解説：a)エチレンビニルアルコールはエチレンとビニルアルコールの共重合体であり、血液

透析膜や血漿成分分画膜として用いられている。b)プラスチックには、可塑剤や色々な副資

材が混ぜられている。c)コラーゲンは動物の結合組織における主要タンパク質である。d)人

工肺では酸素と二酸化炭素の透過性が求められる。シリコーンを用いた均質膜、ポリプロピ

レンを用いた多孔質、およびポリオレフィンを用いた非対称膜が使われている。e)人工弁は

生体弁と機械弁に分類される。人工材料を用いる機械弁では、熱分解性炭素とチタン合金が

用いられている。 

参照：p.8 医用材料の種類 

関連問題：(12-3)(7-2)(6-1)(5-1)(2-2)（分野別：⑨その他） 

 


