
- 1 -

臨床工学技士国家試験問題 生体計測分野 過去問

第30回(2017)

【AM25】誤差について正しいのはどれか。

(1) 計測器の目盛りの読み間違いによって偶然誤差が生じる。

(2) 計測器の校正を怠ると系統誤差が生じる。

(3) 量子力学的現象によって量子化誤差が生じる。

(4) 過失誤差は測定者によらず一定である。

(5) n回の測定値を平均すると理論的誤差は 1/nになる。

【AM26】信号処理について正しい組合せはどれか。

a. 周波数解析‐フーリエ変換 b. SN比改善‐加算平均

c. 信号平滑化‐微分演算 d. 輪郭強調‐積分演算

e. 面積計算‐移動平均

(1) a、b (2) a、e (3) b、c (4) c、d (5) d、e

【AM27】心電図誘導で右手、左手、左足の電位が、それぞれ－ 6mV、1mV、5mV である

とき、aVLの電位[mV]はどれか。

(1) － 9.0 (2) － 5.0 (3) 1.5 (4) 5.0 (5) 7.5

【AM28】心電図テレメータについて誤っているのはどれか。

a. 送信機のアンテナが長いほど送信効率がよい。

b. 使用する専用周波数帯は各メーカ共通である。

c. 混信対策としてゾーン配置が用いられる。

d. 受信感度不足にはブースタが用いられる。

e. 空中線電力は 15mW以下である。

(1) a、b (2) a、e (3) b、c (4) c、d (5) d、e

【AM29】トランジットタイム型超音波血流計について正しいのはどれか。

a. ドプラ効果を利用する。 b. ゼロ点補正が不要である。

c. 体表面からの計測ができない。 d. 順・逆方向の伝搬時間差を利用している。

e. 赤血球からの散乱波を利用する。

(1) a、b (2) a、e (3) b、c (4) c、d (5) d、e

【AM30】スパイロメータで計測できないのはどれか。

(1) 最大吸気量 (2) 予備吸気量 (3) １回換気量 (4) 肺活量 (5) 残気量

【AM31】X線 CT検査と比較して超音波検査の利点で正しいのはどれか。

a. 画質がよい。 b. 視野が広い。

c. 肺内病変の評価に向いている。 d. 実時間画像が得られる。

e. 携帯性に優れている。

(1) a、b (2) a、e (3) b、c (4) c、d (5) d、e

【AM32】臨床用 MRI検査について正しいのはどれか。

a. 軟部組織の画像化に適している。 b. 炭素原子の空間分布を画像化する。

c. 水分の少ない組織の撮影に適している。 d. 撮像法として T1強調がある。

e. 血管造影が可能である。

(1) a、b、c (2) a、b、e (3) a、d、e (4) b、c、d (5) c、d、e
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【AM55】同相除去比(CMRR)が 80dB の差動増幅器の入力に、振幅 1mV の逆相信号を入

力したところ、出力において逆相信号の振幅は 1V に増幅された。このとき、この

増幅器の同相信号に対する利得[dB]はどれか。

(1) － 40 (2) － 20 (3) 0 (4) 20 (5) 40

【PM27】同相入力雑音電圧が 100mV の環境下で 1mV の心電図を入力したとき、同相雑

音出力は 1mV、心電図信号出力は 100mV になった。同相除去比(CMRR)[dB]はど

れか。

(1) 20 (2) 40 (3) 60 (4) 80 (5) 100

【PM28】観血式血圧計測において測定ラインへの血液の逆流が発生した。可能性のある

原因はどれか。

a. カテーテルの先当たり b. 血栓形成 c. 血圧測定ライン接続部分のゆるみ

d. 三方活栓の操作ミス e. 加圧バッグの圧力不足

(1) a、b、c (2) a、b、e (3) a、d、e (4) b、c、d (5) c、d、e

【PM29】心拍出量計測法でないのはどれか。

(1) フィック法 (2) 色素希釈法 (3) 熱希釈法

(4) オシロメトリック法 (5) 血圧波形解析法

【PM30】体温計測について正しいのはどれか。

(1) 電子体温計ではサーモパイルが使われる。

(2) 耳用赤外線体温計は鼓膜からの熱伝導を利用している。

(3) 耳用赤外線体温計には量子型検出器が使われる。

(4) 深部体温計は熱流補償法を利用している。

(5) 深部体温計の温度プローブには CdSが使われる。

【PM31】X線 CT画像について正しいのはどれか。

a. 臓器の３次元画像が得られる。 b. 画像再構成法として逆投影法がある。

c. 血管の撮像が可能である。 d. X線を双方向に照射する。

e. 空間分解能は 1cm程度である。

(1) a、b、c (2) a、b、e (3) a、d、e (4) b、c、d (5) c、d、e

【PM62】電力 Aの信号に電力 Bの雑音が重畳しているとき、SN比[dB]はどれか。

(1) (2) (3) (4) (5)

第31回(2018)

【AM27】雑音対策について誤っているのはどれか。

(1) 信号の入力導線にシールド線を使用する。

(2) 入力導線をまとめると電磁誘導による交流雑音が軽減できる。

(3) デジタルフィルタは演算によって雑音を除去する。

(4) 不規則雑音の低減化には加算平均を使用する。

(5) 高周波雑音はハムフィルタで除去する。
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【AM28】心電図テレメータについて誤っているのはどれか。

(1) 送信機のチャネル番号は 4桁の数字で表示する。

(2) 専用周波数帯は 1GHz帯にある。

(3) ディジタル変調方式には PSKがある。

(4) ダイバーシティ方式は受信感度の安定に役立つ。

(5) 同じ病棟内では同じ色ラベルの送信機を使用する。

【AM29】中心静脈圧の測定ができるのはどれか。

(1) 観血式測定法 (2) オシロメトリック法 (3) トノメトリ法

(4) 容積補償法 (5) 聴診法

【AM32】超音波を用いた画像計測について誤っているのはどれか。

(1) 動画の撮影が可能である。

(2) Mモードは弁の動きを描画できる。

(3) Aモードでは断層像が得られる。

(4) コンベックス走査はリニア走査より深部視野が深い。

(5) 血流の画像が得られる。

【AM33】ラジオアイソトープによる画像計測について誤っているのはどれか。

(1) PETの空間分解能は X線 CTと同程度である。

(2) PETでは陽電子の対消滅によるγ線を検出する。

(3) SPECTでは人体の 3次元構造を画像化する。

(4) 体内での放射線の散乱を考慮する必要がある。

(5) 体内での放射線の吸収を考慮する必要がある。

【AM63】移動平均法を使用する目的はどれか。

(1) 変動を軽減して平滑化する。 (2) 周期的な信号を検出する。

(3) 波形の先鋭度を求める。 (4) 特定区間の面積を求める。

(5) 周波数成分を求める。

【PM25】雑音について誤っているのはどれか。

(1) 熱雑音は電子の不規則な運動によって発生する。

(2) ショット雑音は半導体内部で発生する。

(3) ハム雑音は商用交流によって発生する。

(4) クリック雑音は回路の接点で発生する。

(5) フリッカ雑音は周波数に比例して大きくなる。

【PM26】心電図成分で広域通過フィルタの時定数を小さくすると最も影響する部分はど

れか。

(1) P (2) Q (3) R (4) ST (5) T

【PM28】超音波パルスドプラ血流計について正しいのはどれか。

a. 血流がプローブに向かうとき受信周波数は送信周波数より低くなる。

b. 超音波ビームが血流方向に対して垂直なときは測定できない。

c. 周波数折り返し現象は血流速度が速いほど起こりやすい。

d. パルス繰り返し周波数は超音波の振動周波数の 2倍以上とする。

e. 最大計測深度はパルス繰り返し周波数が高いほど大きい。

(1) a、b (2) a、e (3) b、c (4) c、d (5) d、e

- 4 -

計測 国家試験 2017 ～ 問題

【PM29】体温計測について誤っているのはどれか。

(1) 電子体温計は測温体としてサーミスタを用いる。

(2) 予測式電子体温計は温度上昇曲線で体温を推定している。

(3) 深部体温計は熱流補償法を用いて核心温を測定する。

(4) 耳用赤外線体温計には量子型検出器が使われる。

(5) サーモグラフは体表面の赤外線放射分布を画像化したものである。

【PM30】X線を使用した医用画像について正しいのはどれか。

a. X線に対する臓器の反射率を画像化する。

b. X線 CTの空間分解能は 0.5～ 1mm程度である。

c. X線 CTは臓器の立体構造を画像化できる。

d. 造影剤は X線画像のコントラストを増強する。

e. 体表面に近い臓器の画像化に適している。

(1) a、b、c (2) a、b、e (3) a、d、e (4) b、c、d (5) c、d、e

【PM51】抵抗変化を利用する素子はどれか。

a. サーミスタ b. CdS c. ホール素子 d. 熱電対 e. 圧電素子

(1) a、b (2) a、e (3) b、c (4) c、d (5) d、e

【PM55】差動増幅器の入力端子に振幅 0.5mV の逆走信号と振幅 1V の同相信号が入力さ

れた。出力では逆走信号が 1V に増幅され、同相信号が 10mV に減衰した。この差

動増幅器の同相除去比(CMRR)[dB]はどれか。ただし、log10 2は 0.3とする。

(1) 66 (2) 86 (3) 92 (4) 96 (5) 106

第32回(2019)

【AM26】相対誤差 1 ％の電流計と相対誤差 2 ％の電圧計を用いて電力を測定する場合、

電力の相対誤差は何％となるか。

(1) 1 (2) 2 (3) √5 (4) 3 (5) 5

【AM27】生体用金属電極について正しいのはどれか。

a. 電極と生体間の接触面積を大きくすると電極接触インピーダンスは増加する。

b. 周波数が高くなると電極接触インピーダンスは増加する。

c. 電極用ペーストは電極接触インピーダンスを下げる効果がある。

d. 新しい金属電極はエージング後の電極と比べて基線の変動が大きい。

e. 電極電位は使用する金属の種類によって異なる。

(1) a、b、c (2) a、b、e (3) a、d、e (4) b、c、d (5) c、d、e

【AM28】心電図計測の誘導について誤っているのはどれか。

(1) 胸部誘導では Wilsonの結合点を基準電極として用いる。

(2) 左足から右手の電位を差し引いた誘導を第Ⅲ誘導という。

(3) 差動増幅器のニュートラル端子には右足電極を接続する。

(4) aVR誘導は左手と左足を結合した点を基準電極として用いる。

(5) 双極誘導の間にはⅡ＝Ⅰ＋Ⅲの関係がある。
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【AM29】トランジットタイム型超音波血流計について正しいのはどれか。

a. 複数チャネルの同時計測が可能である。

b. 電気的干渉を受けやすい。

c. 測定開始前にゼロ点補正が必要である。

d. 体外循環用のチューブで使用可能である。

e. 内胸動脈グラフトで使用可能である。

(1) a、b、c (2) a、b、e (3) a、d、e (4) b、c、d (5) c、d、e

【AM30】パルスオキシメータについて正しいのはどれか。

a. 測定時の校正が不要である。 b. 指先以外では測定できない。

c. 心原性ショック時でも測定できる。 d. 赤外線２波長を用いる。

e. ヘモグロビンの吸光度を用いる。

(1) a、b (2) a、e (3) b、c (4) c、d (5) d、e

【AM31】血中二酸化炭素分圧の測定に用いられるのはどれか。

(1) セバリングハウス電極 (2) サーモパイル (3) クラーク電極

(4) ストレインゲージ (5) 熱線型白金電極

【AM32】超音波を用いた医用画像計測で描出の最も困難な臓器はどれか。

(1) 心臓 (2) 乳腺 (3) 小腸 (4) 肝臓 (5) 腎臓

【AM33】磁気共鳴画像(MRI)について正しいのはどれか。

a. 撮影には被爆を伴う。 b. 骨の撮像は出来ない。

c. 軟部組織の撮像に適している。 d. 動きのある臓器も撮像できる。

e. 血管の撮像が可能である。

(1) a、b、c (2) a、b、e (3) a、d、e (4) b、c、d (5) c、d、e

【PM26】標準紙送り速さで記録した心電図の R-R 間隔が 20mm であった。心拍数[回/分]

はどれか。

(1) 40 (2) 48 (3) 65 (4) 75 (5) 90

【PM28】観血式血圧計の波形ダンピングの原因となるのはどれか。

a. 回路内への気泡混入 b. カテーテル先端での血栓形成

c. カテーテルの先当り d. ゼロ点調整不良

e. 血圧トランスデューサの設置高さの変更

(1) a、b、c (2) a、b、e (3) a、d、e (4) b、c、d (5) c、d、e

【PM29】体表面サーモグラフで測定する光の主な波長はどれか。

(1) 10 nm (2) 100 nm (3) 1μm (4) 10μm (5) 100μm

【PM30】超音波診断装置について正しいのはどれか。

a. 狭窄部位の高血流速度の測定にはパルス波を用いる。

b. 心臓弁運動の定量には Mモードを用いる。

c. 組織性状の画像化には高調波が有用である。

d. 腹部の画像描出にはセクタ走査が適している。

e. Bモードの画像描出には連続波を用いる。

(1) a、b (2) a、e (3) b、c (4) c、d (5) d、e
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【PM51】起電力を生じるデバイスはどれか。

a. 有機 EL b. CdS c. サーミスタ d. ホール素子 e. 熱電対

(1) a、b (2) a、e (3) b、c (4) c、d (5) d、e

【PM60】帯域が 1 ～ 200Hz のアナログ信号をサンプリングするとき、エイリアシングを

起こさないサンプリング間隔の最大値[ms]はどれか。

(1) 1 (2) 1.25 (3) 2.5 (4) 5 (5) 10

【PM61】実効値 10Vの信号に 1Vの雑音が重畳しているとき、SN比[dB]はどれか。

(1) －20 (2) －10 (3) 0 (4) 10 (5) 20

第33回(2020)

【AM26】商用交流雑音の対策として誤っているのはどれか。

(1) 測定器の電源回路にラインフィルタを挿入する。

(2) 測定器の接地端子と接地極を接地線で接続する。

(3) ベッドと接地極を接地線で接続する。

(4) 信号線はシールドを施したものを用いる。

(5) 患者とベッド間のシールドマットを接地極に接続する。

【AM27】標準 12誘導心電図について正しいのはどれか。

(1) 第Ⅱ誘導は右足と右手間の電位差を記録する誘導である。

(2) aVR誘導は Wilsonの結合電極を基準とした誘導である。

(3) V1～ V6の誘導は双極誘導である。

(4) 標準肢誘導の間にはⅢ＝Ⅰ＋Ⅱの関係がある。

(5) 単純肢誘導の間には aVR＋ aVL＋ aVF＝ 0の関係がある。

【AM28】トランジットタイム型超音波血流計の特徴で正しいのはどれか。

a. 伝搬時間を利用する。 b. 複数チャネルの同時計測が可能である。

c. ゼロ点補正が必要である。 d. 体表面からの測定が可能である。

e. 一つの超音波振動子で計測できる。

(1) a、b (2) a、e (3) b、c (4) c、d (5) d、e

【AM31】耳式赤外線体温計について正しいのはどれか。

a. 鼓膜から放射される赤外線を検出している。 b. 核心温に近い体温が計測できる。

c. 量子型赤外線検出器が用いられている。 d. 体温の連続測定に適している。

e. 外耳道に炎症があると測定値に影響を与える。

(1) a、b、c (2) a、b、e (3) a、d、e (4) b、c、d (5) c、d、e

【AM32】X線 CTについて誤っているのはどれか。

a. 空間分解能は超音波診断装置より高い。

b. 臓器の X線に対する吸収係数を画像化している。

c. 血管や胃などの管腔臓器の撮影が可能である。

d. 深部臓器よりも表在性の臓器の撮影に適している。

e. X線を単一方向から照射している。

(1) a、b (2) a、e (3) b、c (4) c、d (5) d、e
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【AM65】パルスオキシメータについて正しいのはどれか。

(1) 紫外線を用いる。

(2) 使用前に機知の値と比較して調整する。

(3) 酸素ヘモグロビンと脱酸素ヘモグロビンの比を表示する。

(4) プローブ(センサ)は使用前に滅菌する。

(5) 脈波が検出されていることを確認する。

【PM26】生体電気信号増幅器に求められる条件はどれか。

a. 入力インピーダンスが小さい。 b. 入力換算電圧が大きい。

c. 入力オフセット電圧が小さい。 d. 信号対雑音比が大きい。

e. 同相除去比が小さい。

(1) a、b (2) a、e (3) b、c (4) c、d (5) d、e

【PM27】小電力医用テレメータについて誤っているのはどれか。

(1) 割り当て周波数帯域は 420～ 450MHzである。

(2) A型のチャネル間隔は 25kHzである。

(3) 同時に送信する信号の数によって 5つの型の送信機がある。

(4) 割り当て周波数帯域は 6バンドで構成されている。

(5) 混信対策として色ラベルによるゾーン配置が有用である。

【PM28】脳磁図計測について正しいのはどれか。

a. 脳磁場検出にはホール素子を用いる。

b. 計測には静電シールドルームが必要である。

c. センサの冷却には液体ヘリウムが必要である。

d. 脳磁図の空間分解能は脳波より高い。

e. 頭皮に垂直な電流双極子による磁場を検出している。

(1) a、b (2) a、e (3) b、c (4) c、d (5) d、e

【PM29】非観血式血圧測定法について正しいのはどれか。

(1) カフ幅が狭すぎると最高血圧値は下がる。

(2) カフの巻き方が緩いと最高血圧値は上がる。

(3) 脱気速度が速すぎると最高血圧値は上がる。

(4) 測定場所が心臓より低いと最高血圧値は下がる。

(5) カフ幅が広いと平均血圧値は上がる。

【PM30】核磁気共鳴画像法について正しいのはどれか。

a. 放射線被曝はない。 b. 磁力線の透過性を画像化している。

c. 臓器の画像再構成は一断面に限られる。 d. 空間分解能は 5mm程度である。

e. 撮影手法として T2強調がある。

(1) a、b (2) a、e (3) b、c (4) c、d (5) d、e

【PM31】核医学検査について正しいのはどれか。

a. PETで糖代謝に関する情報が画像化できる。

b. 体外から放射線を照射することで画像化する。

c. β線を測定して画像化している。

d. SPECTで脳血流に関する情報が画像化できる。

e. PETで 3次元画像が得られる。

(1) a、b、c (2) a、b、e (3) a、d、e (4) b、c、d (5) c、d、e
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【PM61】生体時系列信号の解析法とその用途との組合せで正しいのはどれか。

(1) FFT‐視覚誘発電位の検出 (2) 加算平均‐パワースペクトルの導出

(3) 自己相関関数‐折り返し雑音の制御 (4) ローパスフィルタ‐周期的成分の抽出

(5) ハイパスフィルタ‐基線動揺の抑制

第34回(2021)

【AM26】トランスデューサが備えるべき特性でないのはどれか。

(1) 測定対象に対する選択性が良いこと。

(2) 測定すべき範囲内で直線性が保たれていること。

(3) 測定対象の持つ信号の応答速度に対応できること。

(4) 生体に結合したとき低侵襲であること。

(5) 信号対雑音比を小さく出来ること。

【AM27】心電図を標準の速さで記録したとき、PQ感覚が 5mmの時の PQ時間[s]はどれか。

(1) 0.10 (2) 0.15 (3) 0.20 (4) 0.35 (5) 0.40

【AM28】筋電計の構成要素でないものはどれか。

(1) 加算平均装置 (2) 針電極 (3) 電気刺激装置 (4) 音刺激装置 (5) スピーカ

【AM29】心拍出量の計測が出来ないのはどれか。

(1) 熱希釈法 (2) 色素希釈法 (3) 脈波伝搬速度法

(4) 超音波断層法 (5) 血圧波形解析法

【AM30】経皮的血液ガス分圧測定装置について正しいのはどれか。

(1) 経皮的に測定した PtcCO2は動脈血の PaCO2よりも低くなる。

(2) 経皮的に測定した PtcO2は動脈血の PaCO2よりも高くなる。

(3) 計測皮膚面を 42～ 44℃に加温する。

(4) 計測には脈波信号が必要である。

(5) 新生児には使用できない。

【AM31】超音波画像計測について正しいのはどれか。

a. 脂肪より肝臓の方が音響インピーダンスが大きい。

b. 高い周波数を用いることで深部臓器の観察が可能になる。

c. Aモードでは断層像が得られる。

d. 連続波ドプラ計測では血流の速度分布が得られる。

e. 造影剤としてマイクロバブルが用いられる。

(1) a、b (2) a、e (3) b、c (4) c、d (5) d、e

【AM32】ラジオアイソトープを用いた医用画像装置について正しいのはどれか。

a. X線 CTに比べて空間分解能が高い。

b. 放射性核種から放出されるβ線を検出して画像化している。

c. FDG-PETの撮影では糖代謝情報が得られる。

d. SPECTは脳血流分布を観察できる。

e. PETの撮影には施設内にサイクロトロンの装置が必要である。

(1) a、b、c (2) a、b、e (3) a、d、e (4) b、c、d (5) c、d、e
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【AM57】振幅変調について誤っているのはどれか。

(1) 搬送波に正弦波が用いられる。(2) 占有帯域幅は変調波の周波数成分で決まる。

(3) 半端整流回路で復調できる。 (4) 変調度は 1以下に設定する。

(5) 周波数変調に比べ雑音に強い。

【AM62】帯域が 1 ～ 100Hz のアナログ信号をサンプリングするとき、エイリアシングを

起こさないサンプリング間隔の最大値[ms]はどれか。

(1) 1.25 (2) 2.5 (3) 5 (4) 10 (5) 20

【PM26】睡眠脳波計測中に筋電図が混入した。これを除去するためにおこなう処理で正

しいのはどれか。

(1) 加算平均 (2) 移動平均 (3) 微分演算 (4) 自己相関 (5) フーリエ変換

【PM27】心電図記録の交流雑音対策で正しいのはどれか。

(1) 誘導コード同士は離してばらばらに配置する。

(2) 心電計の電源コードはベッドと平行に配置する。

(3) 心電計の弁別比は少なくとも 40dB以上を用いる。

(4) 患者のベッドは病室の壁から離して配置する。

(5) 心電計の右足コードは保護接地端子に直接接続する。

【PM28】オシロメトリック法による血圧測定で正しいのはどれか。

(1) 最低血圧は測定できない。

(2) 圧振動の周波数から算出する。

(3) 不整脈は計測誤差の原因とならない。

(4) 最高血圧以上では圧振動は検出されない。

(5) 平均血圧付近で圧振動の振幅が最大となる。

【PM29】カプノメータについて正しいのはどれか。

a. サイドストリーム型では測定に時間的な遅れが生じる。

b. 脱酸素化ヘモグロビンの吸光特性を利用する。

c. 窒素ガス濃度は誤差の原因となる。

d. ゼロ点校正が不要である。

e. 二酸化炭素ガスは 4.3μmに光吸収のピークを持つ。

(1) a、b (2) a、e (3) b、c (4) c、d (5) d、e

【PM30】医用サーモグラフについて正しいのはどれか。

a. 赤外線を照射して体温を計測する。

b. 光量子型検出器は赤外線検出器として用いられている。

c. ステファン・ボルツマンの法則から温度を求めている。

d. 深部の温度分布がわかる。

e. 温度分解能は約 1℃である。

(1) a、b (2) a、e (3) b、c (4) c、d (5) d、e

【PM31】MRIについて正しいのはどれか。

a. 造影剤を用いなくても血管を描画できる。

b. 炭素原子の分布を画像化したものである。

c. 画像の輝度血は水を 0、空気を－1000とする。

d. X線 CTに比べて肺の構造観察に適している。

e. 撮影では傾斜磁場を用いて位置情報を得ている。

(1) a、b (2) a、e (3) b、c (4) c、d (5) d、e
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臨床工学技士国家試験問題 生体計測分野 過去問解答

第30回(2017)

【AM25】(2)

(1) 過失誤差。

(3) 量子化誤差と量子力学とは無関係。

(4) 過失誤差は目盛りの読み違い、メモの書き違い、計算ミスなどであり、測定者に大き

く依存する。

(5) 1/√nになる。

【AM26】(1)

c. 信号平滑化‐移動平均

d. 輪郭強調‐微分演算

e. 面積計算‐積分演算

【AM27】(3)

aVLの電圧＝(左手の電圧)－((右手の電圧)＋(左足の電圧))／2＝1－(－6＋5 )／2＝ 1.5mV

【AM28】(2)

a. アンテナの長さは送信信号の波長により決まる。

e. 空中線電力は A型から D型で 1mW以下、E型で 10mW以下である。

【AM29】(4)

トランジットタイム型超音波血流計の特徴。

・複数チャネルの同時計測が可能である。

・ポリ塩化ビニル製体外循環回路で計測できる。

・外形 1mm程度の動脈も計測できる。

・計測前のゼロ点補正が不必要である。

・体表面からの測定は不可能である。

【AM30】(5)

(5) 残気量は最大呼気をしても肺に残る空気量で、スパイロメータでは測定できない。

【AM31】(5)

座学で原理などを学んだだけではわかりにくいが、一度でも装置や画像を見たことがあれ

ば答えられる。超音波検査の画像はざらざらしているが X 線 CT の画像は結構リアル。装

置も超音波の方はワゴンに乗せて運べるのに対して X 線 CT は専用の部屋が必要。超音波

検査はリアルタイムで心臓や胎児の動きを観察できるが、X 線 CT は一つの画像を撮るの

に時間がかかる。この辺は病院に行かなければ体験できないが、とりあえずインターネッ

トで画像検索してみよう。

【AM32】(3)

b. 水素原子の空間分布を画像化する。

c. 水分に含まれる水素原子の分布を画像化するため。

【AM55】(2)

CMRR(dB)＝ 20 log(逆相信号増幅度／同相信号増幅度)

これに代入すると 80 ＝ 20 log(1000 ／同相信号増幅度)となるから同相信号増幅度＝ 0.1 で

ある。利得[dB]として表せば 20log(0.1)＝－ 20[dB]。

計測 国家試験 2017 ～ 解答
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【PM27】(4)

【PM28】(5)

c. ゆるみ部分より血液がもれる可能性がある。

d. 三方活栓が誤って開になっていると血液がもれる可能性がある。

e. 圧力不足によりフラッシュ用液が押し戻される可能性がある。

【PM29】(4)

(4) オシロメトリック法は血圧の測定法である。

【PM30】(4)

体温計測について正しいのはどれか。

(1) 電子体温計ではサーミスタが使われる。サーモパイルは耳用赤外線体温計に使われる。

(2) 熱伝導ではなく熱放射。

(3) 量子型検出器室温では使用できない(通常-196℃に冷却する)。

(5) 深部体温計の温度プローブは熱流補償型プローブ。CdS(硫化カドミウム)は入射する

光の強度が増加すると電気抵抗が低下する電子部品(フォトレジスタ)である。

【PM31】(1)

d. そんなことはしません。一方向から照射しますが、照射機自体

が回転する(ヘリカルスキャン)。

e. 空間分解能は 0.5 ～ 1.5mm 程度。1cm だなんて、そんなに分解

能が低くては病変を見つけられません。

【PM62】(4)

対象が電力なので 10 log で計算する(電圧や電流なら 20 log になる)。SN とは Signal/Noise

のことで、だから本問では A/Bとなる。

第31回(2018)

【AM27】(5)

ハムノイズは電源周波数に準じた雑音であるが、一般には商用電源に由来する 50 または

60Hz ヘルツの雑音のことを指す。一方、高周波雑音の高周波とは何 Hz 以上という決まり

はないが、一般には 10kHz以上の雑音と考えるのが普通である。

【AM28】(2)

医療用テレメータで利用できる周波数は、420～ 450MHである。

【AM29】(1)

オシロメトリック法、トノメトリ法、容積補償法、および聴診法はいずれも非観血的動脈

圧測定法である。観血式測定法はカテーテルと圧力トランスデューサを組み合わせて血圧

を測定する方法で、カテーテルの留置場所を変えることにより、動脈圧から静脈圧まで測

定することができる。

【AM32】(3)

A(Amplitude)モードはで横軸が距離、縦軸が超音波の振幅を示すグラフのようなもの。断

層像は B(Brightness)モード。超音波画像計測に関しては教科書 P51、52を参照。

( ) 。＝＝＝
同相が何倍になったか

逆相が何倍になったか
dB80101log20

100/1

1/100
log20log20CMRR 4

101010 ×=
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計測 国家試験 2017 ～ 解答

【AM33】(1)

X 線 CT は空間分解能に優れており、0.5mm 程度の腫瘍の検出も可能である。これに比べ

て PETの空間分解能は劣っており、5mm程度の腫瘍の検出が限界である。

【AM63】(1)

移動平均に関しては教科書 P19、20を参照。

【PM25】(5)

フリッカ雑音は 1/ fともいい周波数に比例して小さくなる。雑音に関しては教科書 P15、16

を参照。

【PM26】(4)

高域通過フィルタの時定数を小さくすると、高域通過の周波数はより高い周波数に移動す

る。このため遮断される低周波の周波数が高い周波数に移動する。このため低い周波数成

分の波形が影響を受ける。ST波は平坦で周波数成分が低いため、最も影響を受ける。

【PM28】(3)

c. 周波数折り返し現象とはエイリアシングのこと。

e. 最大計測深度は超音波の周波数が低いほど大きい(超音波の減衰)。

超音波パルスドプラ血流計に関しては教科書 P47～ 49を参照。

【PM29】(4)

(4) 耳用赤外線体温計には赤外線センサー(サーモパイルまたは焦電式)が使われる。

体温計に関しては教科書 P73～ 78を参照。

【PM30】(4)

a. X線画像は X線に対する臓器の透過率を画像化するものであり、

e. 体深部の臓器を画像化できる。

X線画像に関しては教科書 P73～ 78を参照。

【PM51】(1)

a. サーミスタ：温度が変化すると電気抵抗が大きく変化する抵抗体。

b. CdS：硫化カドミウム。当たる光の量に従って抵抗値が変化する。

c. ホール素子：ホール効果を利用して磁界を検出する。

d. 熱電対：2種類の金属を組み合わせ、接合部の温度差により起電力が生じる。

e. 圧電素子：ある種のセラミックスに圧力をかけると両極間に起電力を生じる。

【PM55】(5)

第32回(2019)

【AM26】(4)

測定値をかけ算すると誤差(相対誤差)は足し算される。

( )

( ) ( ) 。＝＝＝

＝＝
同相が何倍になったか

逆相が何倍になったか

dB10653.02010log2log02

102log20
1000/10

5.0/1000
log20log20CMRR

5

1010

5

101010

++

×=
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【AM27】(5)

a. 誤。接触面積が大きくなれば接触抵抗は減る。

b. 誤。生体用金属電極は電気回路的にはコンデンサを構成していると考えられるから、

周波数を高くするとインピーダンスは減少する。

【AM28】(2)

(2) 右手でなく左手。左足から左手の電位を差し引いた誘導を第Ⅲ誘導という。

【AM29】(3)

教科書 P50にトランジットタイム型超音波血流計の説明がある。

【AM30】(2)

b. 誤。組織を透過する光が検出できる部位であれば測定できる。耳介など。

c. 誤。心原性ショック、末梢循環不全、不整脈や体外循環時などのように、脈波検出がで

きない場合は測定できない。

d. 誤。赤色光と赤外光の 2波長を用いる。

【AM31】(1)

(2) 誤。鼓膜温度（体温）の測定に用いられる。

(3) 誤。血中酸素分圧の測定に用いられる。

(4) 誤。血圧測定に用いられる。

(5) 誤。呼吸流量の測定に用いられる。

【AM32】(3)

腸は薄く(膜だから)音響インピーダンスの変化が少ない。

【AM33】(5)

a. 誤。強い磁場と電磁波を用いて画像を作る。被曝はしない。

b. 誤。骨の撮像に適している。

c. 正。X線 CTに比べて、軟部組織の撮像に適している。

d. 正。心臓のような動きのある臓器も撮像できる。

e. 正。造影剤を使わずに、血管の撮像が可能である。

【PM26】(4)

心電図の標準紙送り速さは 25mm/s である(この知識が無ければ解けない)。R-R 間隔が

20mmとは R-R間隔が 0.8秒であったと言うことで心拍数は 60 / 0.8＝75[回/分]である。

【PM28】(1)

波形ダンピングとは鋭い変化がへたること。右図右

がダンピングの例である。a ～ c はダンピングの原因

となる。c、dはデータ全体がオフセットされる。

【PM29】(4)

サーモグラフィ装置は 3 ～ 6 μ m または 8 ～ 13 μ m

の波長の赤外線を捉えるタイプの 2 種類がある。体

表面サーモグラフは後者である。

正確なデータ
ダンピング
したデータ

正確なデータ
オフセット
されたデータ
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【PM30】(3)教科書 P49～ P52

a. 誤。パルス波には測定可能な速度に上限がある。

b. 正。Mモードの Mは Motion(動き)の頭文字である。

c. 正。高調波(高い周波数の超音波)を用いれば距離分解能が向上する。

e. 誤。連続波法は距離分解能を有していない。

【PM51】(5)

a. 有機 ELは発光現象であり、ディスプレイなどに使われる。

b. CdSセルは照射する光量によって抵抗値が変化する。

c. サーミスタは温度の変化によって抵抗値が変化する。

d. ホール素子はホール効果を利用して磁界を電圧に変換する。

e. 熱電対は温度差を電圧に変換する。

【PM60】(3)

200Hzの信号をサンプリングするには 200×2＝400Hzのサンプリング周波数が必要となる。

サンプリング間隔とは周期のことであり、1 / 400＝ 0.0025s＝2.5msとなる

【PM61】(5)

第33回(2020)

【AM26】(1)

電源ラインフィルタは、電源ラインに混入する雑音により電子機器が誤動作するのを防ぐ

もので、生体信号に商用交流雑音が混入するのを防ぐものではない。

【AM27】(5)

(1) 誤。第Ⅱ誘導は左足と右手間の電位差を記録する誘導である。

(2) 誤。aVR誘導はゴールドバーガー結合電極を基準とした誘導である。

(3) 誤。胸部誘導は単極誘導である。

(4) 誤。標準肢誘導の間にはⅡ＝Ⅰ＋Ⅲの関係がある。

【AM28】(1)

トランジットタイム型超音波血流計の特徴

・複数チャネルの同時計測が可能である。

・ポリ塩化ビニル製体外循環回路で計測できる。

・外形 1mm程度の動脈も計測できる。

・計測前のゼロ点補正が不必要である。

・体表面からの測定は不可能である。

【AM31】(2)

耳式赤外線体温計のセンサはサーモパイルまたは焦電式。

dB2010log20
1

10
log20log20S/N 101010 == ＝＝

ノイズ

信号

① ②

血流

超音波プローブ

血管

反射板

トランジットタイム型
超音波血流計
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【AM32】(5)

【AM32】(5)

「パルス」オキシメータと呼ばれるゆえんである。というか、脈波が検出されない状況で

は酸素飽和度など測っている場合ではない。

【PM26】(4)

a. 入力インピーダンスは大きくないと誤差が出る。「臨床工学技士のための電気工学」P11、

「同計測工学」P35。

b. 入力換算雑音とは増幅器内部で発生した雑音を入力で発生したと換算して算出したも

の。「同計測工学」P23。

c. 入力オフセット電圧とは入力がゼロの時に出力に生じてしまう電圧を入力換算したもの。

d. 信号対雑音比とは S/N比とも呼ばれ、雑音に対する信号の大きさを示す。

e. 「同計測工学」P17、34。

【PM27】(2)

A型のチャンネル間隔は 12.5kHzである。

【PM28】(4)

a. 誤。脳磁場検出には SQUID磁束計を用いる。

b. 誤。計測には磁気シールドルームが必要である。

e. 誤。頭皮に垂直な電流双極子による磁束は、頭皮に平行な平面に発生し、頭蓋を通過し

ないため、磁場は検出できない。

【PM29】(2)

(1) 誤。カフ幅が狭すぎると最高血圧は上がる。

(3) 誤。脱気速度が速すぎると最高血圧は下がる。

(4) 誤。測定場所が心臓より低いと最高血圧は上がる。

(5) 誤。カフ幅が広いと平均血圧は下がる。

【PM30】(2)

b. 誤。水素原子の分布を画像化。

c. 誤。3次元画像が得られる。

d. 誤。空間分解能は 1mm程度である。

エックス線
吸収係数 小

エックス線
吸収係数 大

エックス線
吸収係数 中

エ
ッ
ク
ス
線

エックス線を

受けると感光する

フィルム

エックス線写真

A

B

C

A'

B' C'

CTスキャン



- 7 -

計測 国家試験 2017 ～ 解答

【PM31】(3)

b. 誤。放射線薬剤を体内に投与し、身体から放出される放射線を計測する。

c. 誤。γ線を測定して画像化している。

【PM61】(5)

(1) 誤。加算平均 – 視覚誘発電位の検出

(2) 誤。自己相関関数 – パワースペクトルの導出

(3) 誤。ローパスフィルタ – 折り返し雑音の制御

(4) 誤。FFT – 周期的成分の抽出

第34回(2021)

【AM26】(5)

(5) 信号対雑音比(SNR)が小さいと信号がノイズに埋もれてしまう。

【AM27】(3)

心電図の標準紙送り速さは 25mm/sである。5mm

進むには 0.2 秒。各計測のデフォルトは右表の

通り。

【AM28】(4)

筋電計では音刺激は必要ない。

【AM29】(3)

脈波伝搬速度法は、血管の硬さを測定する。

【AM30】(3)

(1) 誤：PtcCO2は動脈血の PaCO2よりも高くなる。44℃の加温、表皮での代謝により高く

なる(約 60mmHg)。

(2) 誤：PtcO2は動脈血の PaCO2よりも 10％程度低くなる。

(4) 誤：脈波信号は不要

(5) 誤：新生児モニターに使用されている。

【AM31】(2)

a. 脂肪 1.35×106 kg･m－2･s－1、肝臓 1.65×106 kg･m－2･s－1。

b. 高周波の超音波は減衰が激しく深部臓器まで届かない。

c. Aモードの Aは amplitude(振幅)で、対象から帰ってきた超音波の強さ。

【AM32】(5)

a. X線 CTは MRIより空間分解能に優れている。

b. γ線を検出している。

【AM57】(5)

振幅変調信号の代表は AM ラジオ放送、周波数変調信号の代表は FM ラジオ放送。FM の

法がノイズが少なく音が良い。

【AM62】(3)

エイリアシングを起こさないためには信号の倍のサンプリング周波数が必要。本問では

200Hz である。つまり 1 秒間に 200 回のデータを取る必要があり、そのサンプリング間隔

は 5msである。

心電図 筋電図 脳波計 眼振図
紙送り速度

mm/s
感度

mV/cm

25 20 30 20

1 1 0.1 0.1
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【PM26】(2)

脳波は低周波信号で筋電図は高周波信号である。移動平均は時系列データに含まれる不規

則な変化の除去、高周波雑音を低減する。このため、移動平均により睡眠脳波に含まれる

筋電図を除去することができる。

【PM27】(4)

(1) 誘導コードを離してばらばらにすると、コードとコード作るループと交流雑音信号が

鎖交して、コードに雑音を印加する。

(2) 電源コードとベッドを平行に配置すると、電源コードからの交流雑音信号とベッドが

鎖交して、雑音を印加する

(3) 心電計の弁別比は少なくとも 60dB以上が必要。

(5) 右足コードは心電計のアースに接続する。

【PM28】(5)

(1) 最高血圧および最低血圧を測定できる。

(2) 圧振動の振幅から算出する。

(3) 高度の不整脈がある時には正確な血圧測定は困難である。

(4) 最高血圧以上でも圧振動は検出され、圧振動が急激に上昇したときの圧力より、最高

血圧を算出する。

【PM29】(2)

b. 呼吸ガスに含まれる二酸化炭素ガスの赤外線吸光特性を利用している。

c. 二酸化炭素ガスの赤外線吸光特性を利用しているので、窒素ガスの影響を受けない。

d. 空気または窒素ガスを用いてゼロ校正を行う。

【PM30】(3)

最近は店に入るのに体温を測定されるので、お馴染みになった。

a. 赤外線を照射、ではなく受けて体温を計測する。

d. 体表面の温度分布がわかる。

e. 温度分解能は 0.02℃程度。

【PM31】(2)

b. 水素原子の分布を画像化したものである。

c. X線 CTの輝度値である。

d. 肺の観察には MRIよりも CTが優れている。MRIの欠点は、肺野の信号強度が低いこ

とである。


