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生理学の穴埋め問題 
  

皆さんこんにちは。今回は普段とは趣向を変えて、生理学の穴埋め問題に挑戦してみましょう。出典は 2017 年の

秋田大学の問題です。（大問 2 問分を合併し、番号を振りました。）実戦シリーズまで終えた直前期の方は、ひと

まず自分で空欄を埋めてみて（制限時間 5 分）、どれくらいできるかを試してみるとよいでしょう。それ以外の方は

気楽に読んでください。 

 

[問題] 以下の文章を読んで、空欄に当てはまる語句を記載しなさい。 

 

(1) 皮膚組織はその表層を占める（ ア ）組織と、その直下にみられる（ イ ）組織からなる。（ イ ）内には

（ ア ）内から連続して皮脂腺、汗腺といった皮膚付属器と呼ばれる構造がみられる。 

(2) 甲状腺ホルモンは（ ウ ）が付加されたサイログロブリンの（ エ ）残基がエーテル重合して産生される。 

(3) 心筋細胞も骨格筋もともに（ オ ）筋である。ただ、骨格筋とは違い、心筋細胞は（ カ ）体であるので周囲

の心筋細胞と協調して収縮する。 

(4) 喘息を治療する目的の交感神経作動薬は、副作用として（ キ ）の収縮を増強することがある。 

(5) 大動脈弓や頸動脈洞には、（ ク ）を感知する受容器があり、（ ク ）の上昇を感知すると（ ケ ）神経を介

して心拍数を低下させる。 

(6) 内側視床下部の腹内側核 ventromedial hypothalamic nucleus (VMH)と視床下部外側野 lateral 

hypothalamic area (LHA)は、（ コ ）行動を感知する中枢である。また、VMH と LHA のニューロンは（ サ ）を

感知する受容器を持ち、血中（ サ ）濃度の変化に対して（ サ ）濃度を安定に保つ自律性反応を引き起こ

す。 

(7) 排尿時には（ シ ）神経が活性化され、膀胱括約筋の収縮を引き起こす。 

(8) 呼吸性アルカローシスの患者さんの腎臓では、代償性に血中（ ス ）の濃度を低下させる。 

(9) 心臓における Frank-Starling の法則では、心筋は長さ-張力の関係に従い、（ セ ）時の筋長によって発生

張力が調節される。 
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(10) 肺胞-血液間のガス拡散における Fick の法則では、X ガスの（ ソ ）と分子量が Y ガスの 4 倍の場合、X

ガスは Y ガスの 2 倍の拡散能をもつ。 

 

[ついでに] 原題には以下のような記述問題がついていました。 

 

問 1 （ ア ）組織の細胞が日光の紫外線から自らの遺伝子 DNA を保護する機構を 75 字以内で述べなさい。 

問 2 原子力発電事故と甲状腺癌のかかわりが疑われるのはなぜか、60 字以内で述べなさい。 

問 3 （ カ ）体はどのような構造が心筋細胞の間にあるため成り立っているのか、50 字以内で答えなさい。 

問 4 自律神経系による生体恒常性維持の一般的な性質について、以下の語句をすべて用いて説明しなさい。 

二重支配、拮抗支配、トーヌス、節前線維、節後線維、神経伝達物質 

 

[解答と解説] 

 

(1) これは組織学。皮膚は上（表面）から表皮、真皮、皮下組織と分けられます。皮脂腺、汗腺、毛包受容器は

真皮層にあります。受講生は皮膚の幹細胞の問題をやっているはず。ア：表皮、イ：真皮 

(2) 甲状腺ホルモンの合成の詳細は、大昔に旭川医科大学で出題されたことがあります。ちょっと長くなりますが、

Wikipedia から引用します。ウ：ヨード（ヨウ素）、エ：チロシン 

 甲状腺ホルモンは、甲状腺の甲状腺濾胞の壁をつくっている濾胞上皮細胞で合成・分泌される。甲状腺ホル

モンは、アミノ酸のチロシンが2つ縮合し、側鎖の芳香環上に3～4個のヨード（ヨウ素）が付加したものであるが、

チロシンのヨード化は、細胞内の遊離チロシンでは起こらない。濾胞上皮細胞ではサイログロブリンと呼ばれる

巨大な糖蛋白質が合成され、濾胞の内腔にコロイドとして蓄積する。一方、この細胞では血中からヨードを取り

込み、これも濾胞内に送り込む。濾胞内ではサイログロブリンを構成するチロシン残基ごとにヨードが 1～2 個付

加され、ヨード化チロシン残基どうしが 2 つずつ縮合（エーテル重合）する。サイログロブリンは、濾胞の内腔から

再び濾胞上皮細胞に取り込まれ、リソソームで消化を受け、サイログロブリン本体からヨード化されたチロシン残

基が切り離される。このうち、ヨードの付加された数が 3 個か 4 個のものが甲状腺ホルモンとして血中に放出され、

1個または 2個のものは、分解され再利用される。甲状腺ホルモンのうち、ヨード付加が 3個のものが T3（トリヨー

ドサイロニン）、4 個のものが T4（サイロキシン）である。生理活性は T4 よりも T3 のほうが数倍高い。 

(3) これは易しい。オ：横紋 カ：機能的合胞 

(4) 喘息の治療にはβ2受容体の作動薬が用いられ、平滑筋を弛緩させて気管支を拡張させます。シグナル伝

達を詳しく見ると、β2作動薬（作用薬、刺激薬とも）がβ2受容体（G タンパク質共役型受容体）と結合すると、Gs

を介してアデニル酸シクラーゼが活性化され、cAMPの濃度が上昇、これにより PKAが活性化されます。PKAは

Ca2+-ATPaseをリン酸化してCa2+ポンプを活性化し、細胞内Ca2+濃度を低下させるほか、PKAはミオシン軽鎖キ

ナーゼ(MLCK)も（リン酸化することで）不活性化します。これにより気管支平滑筋が弛緩します。 

 さて、この問題では副作用について聞いています。β2刺激薬の中には、β1受容体にも少し作用してしまうも

のがあります（ありました）。その場合、心臓・血管系に作用して、動悸、頻脈、血圧上昇などがみられることがあり

ます。ただし、近年のβ2刺激薬ではこのような副作用は少ないようです。キ：心筋 

(5) 血圧の圧受容器の話です。大動脈弓からは迷走神経、頸動脈洞からは舌咽神経を介して延髄の孤束核に

伝わります。これにより、血圧が高い場合は、副交感神経の節後線維終末からアセチルコリンが分泌され、洞房

結節に作用して心拍数を抑制します。血圧が低い場合、交感神経節後線維の神経終末からノルアドレナリンが

分泌され、血管を収縮させて血圧を上昇させます。ク：血圧、ケ：副交感（もしくは迷走） 



3 
 

(6) 摂食行動の話。大阪大で過去に詳細な穴埋め問題が出ています（完成シリーズのワークブック参照）。摂食

中枢(feeding center)は外側視床下部 LH（本問では LHA）に、満腹中枢(satiety center)は視床下部の腹内側核

VMH にあります。両中枢は相反的に働いて食欲を調整します。コ：摂食、サ：グルコース 

 ちなみに、視床下部といえば、視床下部前部の視交叉上核(SCN, suprachiasmatic nucleus)は哺乳類の概日リ

ズム（サーカディアンリズム）の中心で、昨年（2017 年）のノーベル生理学医学賞の受賞対象になりました。 

(7) Wikipedia から：膀胱括約筋とは、内尿道口周囲にある平滑筋で蓄尿に働いている。収縮（蓄尿）は交感神経

である下腹神経が、弛緩（排尿）は副交感神経である骨盤内臓神経が行う。シ：副交感 

(8) 呼吸性アルカローシス（CO2 分圧の減少により起こる）を代償するために、pH を下げようとします。

Henderson-Hasselbalch の式 pH = pKa + log([HCO3
-]/[H2CO3]) より、pH を下げるには腎臓で[HCO3

-]を下げ

ればいいことがわかります。ス：炭酸水素イオン（重炭酸イオン） 

(9) 心臓のスターリングの法則については、去年の鹿児島大に詳細な出題がありました。正常な心臓では、前

負荷（心臓が収縮する直前に心室にかかる負荷のことで、拡張末期容積が指標となる）の増加に応じて一回拍

出量が増加します。これに対し、心筋の収縮時に心筋に加わる負荷量（左心室の収縮末期圧や、全血管抵抗

が指標になる）を後負荷といいます。前負荷は容量負荷、後負荷は圧負荷とも呼ばれます。セ：拡張末期 

(10) ちょっとマニアックな話ですが、気体の透過係数は溶解度係数と拡散係数の積で表され、拡散係数は（理

想気体の場合）分子量のマイナス 1/2 乗に比例します。したがって、溶解度が 4 倍で、分子量も 4 倍のとき、透

過係数（ここでいう拡散能）は 4×4-1/2 = 2 倍になります。平たく言えば、溶解度が大きいほど拡散能は大きく、ま

た分子量が大きいほど拡散能は逆に小さくなります。ふーん、そんなものか、と思っておけばいいでしょう。ソ：溶

解度 

 

[ついでに、の解説] 

 

問 1 毛や皮膚のメラニン色素が紫外線を吸収し、DNA に当たるのを防ぐ。DNA に紫外線が当たって損傷した

場合も、ヌクレオチド除去修復などで元に修復される。 

問 2 原子力発電事故で放出された放射性ヨウ素 131 が体内に取り込まれると、甲状腺に蓄積して発がんを促

進すると考えられるから。 

（注意）チェルノブイリ原発事故後にはそのようなことがあった。地域住民は海藻類を食べる習慣がなく、ヨウ素欠

乏状態にあったため、牛乳などからヨウ素が取り込まれて内部被曝に至った。これに対し、福島原発事故後は、

もともと日本人が海藻類を多く食べる習慣があったこと、食品の徹底した検査が行われたことから、内部被曝は

ほとんど起こっていないことが各種の調査で確認されている。ちなみに、放射性ヨウ素 131（半減期 8 日）自体は

医療用にも用いられるものである。 

問 3 介在板があり、デスモゾーム、接着結合、ギャップ結合の 3 種類の細胞間接着をもつ。 

問 4 自律神経系は交感神経系と副交感神経系からなり、同じ効果器が交感神経、副交感神経の二重支配を

受ける。両神経の作用は一般に反対で、拮抗支配と呼ばれる。自律神経系はトーヌスの状態にある、すなわち

常時自発的に活動しており、中枢支配を受けて活動が増減することで機能が調節される。いずれの神経でも、

節前線維が神経節に至り、節後線維にシナプス結合するが、交感神経の節後線維末端からはノルアドレナリン、

副交感神経の節後線維末端からはアセチルコリンというように、異なる神経伝達物質が放出され、効果器に作

用する。 

 

いかがでしたか。やや難しい問題もありましたが、記憶のリフレッシュの一助になれば幸いです。 
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（仲田 正宏） 

  

事務局より 
 

≪２０１８年度実施試験対応≫ 

 

【対策別講座のご案内】 

■□プレミアム講座 お申込受付中■□ 

大阪大学対策／滋賀医科大学対策／山口大学対策／島根大学 物理・化学対策／ 

生命科学過去問分析（旭川医科大学・名古屋大学・鳥取大学・島根大学・香川大学・ 

愛媛大学・大分大学・鹿児島大学）／英語長文時事問題対策／英語形式別予想問題演習／ 

文系のための統計入門／医学統計（疫学）対策／「組織学」入門講座 

 

▼詳細・お申込はこちら▼ 

http://school.kals.jp/information/medical-trn-150301 

 

 

■□トップレベル生命科学テストゼミ お申込受付中■□ 

【https://kals.secure.force.com/correspondence/medical-trn/?option=0&school=8001&k=std】 

 

お申込み対象者 ：2018 年実施試験対応講座受講生で、完成シリーズ「生命科学」と実戦シリーズ「生命

科学」両方の受講履歴がある方（受講中または申込済で受講予定の方含む） 

 

 

■□完成生命科学 ワークブック 重要テーマ解説講義 お申込受付中■□ 

 

 完成シリーズ生命科学 ワークブックに関して、重要度の高い問題、質問が多かったものを 

中心に解説講義をいたします。講義と合わせて学習していただくと、効率よく知識の整理ができます。 

 

お申込み： 

詳細・申込方法はマイルームにてご確認ください。 
 

 

■□実戦生命科学 ワークブック 重要テーマ解説講義 お申込受付中■□ 

 

実戦シリーズ生命科学 ワークブックに関して、重要度の高い問題、質問が多かったものを 

中心に解説講義をいたします。講義と合わせて学習していただくと、効率よく知識の整理ができます。 

 

 詳細・申込方法はマイルームにてご確認ください。 

 

 

【テストのお知らせ】 

 

■□第 4 回単語テスト 20 分■□ 

＜新宿本校＞＜新大阪校＞終了しました 

http://school.kals.jp/information/medical-trn-150301
https://kals.secure.force.com/correspondence/medical-trn/?option=0&school=8001&k=std
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＜名駅校＞5 月 20 日（日）17:00～17:20 

＜ＷＥＢ通信＞問題：発送済／提出期限：5 月 31 日（木）郵送必着 

 

■□実戦生命科学（春）中間テスト 70 分■□ 

＜新宿本校＞終了しました。 

＜名駅校＞ 5/19（土）配布開始／6/2（土）答案提出期限 

＜新大阪校＞ 6/1（土）配布開始／6/8（金）答案提出期限 

＜ＷＥＢ通信＞終了しました。 

 

■□第 2 回実戦実力テスト （英語 90 分・生命科学 90 分）■□ 

＜新宿本校＞ 6/3（日） 英語 10:30～、生命科学 12:15～ 

＜名駅校＞6/9（土） 英語 13:30～、生命科学 15:15～ 

＜新大阪校＞ 6/9（土） 英語 13:00～、生命科学 14:45～ 

＜WEB 通信＞ 答案提出期限（郵送必着）： 5/31（木） 

 ※通信生・発送対象：5/13(日)までに通信講座をお申込みくださった方 

 ※専用返信封筒は、到着に３～４日かかります。余裕を持ってご提出ください。 

 

 

【チュートリアルのご案内】 詳細は校舎掲示板またはマイルームにてご確認ください。 

 

■□第３回公開模試 生命科学 解説講義 90 分■□ 

＜新宿本校＞5/20（日）10:30～12:00 

＜名駅校＞ 5/25(金)～視聴開始 

＜新大阪校＞終了しました。DVD 視聴可能 

＜ＷＥＢ通信＞5/31（木）～配信予定 

 

■□第３回公開模試 英語 解説講義 90 分■□ 

＜新宿本校＞5/26（土）10:30～12:00 

＜名駅校＞ 5/31(木)～視聴開始 

＜新大阪校＞終了しました。DVD 視聴可能 

＜ＷＥＢ通信＞6/8（金）～配信予定 

 

■□第３回公開模試 化学 解説講義 60 分■□ 

＜新宿本校＞5/20（日）13:30～14:30 

＜名駅校＞ 5/25(金)～視聴開始 

＜新大阪校＞5/25（金）～視聴開始 

＜ＷＥＢ通信＞5/31（木）～配信予定 

 

■□第３回公開模試 物理 解説講義 60 分■□ 

＜新宿本校＞5/20（日）14:45～15:45 

＜名駅校＞ 5/25(金)～視聴開始 

＜新大阪校＞5/25（金）～視聴開始 

＜ＷＥＢ通信＞5/31（木）～配信予定 

 

■□第 2 回実戦実力テスト 生命科学 解説講義 90 分■□ 

＜新宿本校＞6/9（土）10:30～12:00 

＜名駅校＞ 6/14(木)～視聴開始 

＜新大阪校＞6/17（日）15:00～16:30 

＜ＷＥＢ通信＞6/21（木）～配信予定 

 

■□第 2 回実戦実力テスト 英語 解説講義 90 分■□ 

＜新宿本校＞6/10（日）10:30～12:00 
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＜名駅校＞ 6/14(木)～視聴開始 

＜新大阪校＞6/17（日）13:00～14:30 

＜ＷＥＢ通信＞6/21（木）～配信予定 

 

 

★下記のチュートリアルは、すべての校舎でＤＶＤ視聴可能（通学生）、マイルーム配信中です。 

 

「受験校の選択 （90 分）」 

「指数・対数の計算問題攻略 (120 分)」 ※昨年収録したものになります。 

「文系のためのミニマム電気学 （120 分）」 ※昨年収録したものになります。 

「基礎力判定テスト 解説講義 （英語 90 分、物理／化学 各 60 分）」 ※生命科学の解説講義はありません。 

「完成生命科学（秋）中間テスト 解説講義 （90 分）」 

「完成生命科学（冬）中間テスト 解説講義 （90 分）」 

「第１回完成実力テスト 解説講義 （英語／生命科学 各 90 分）」 

「出願書類の書き方 （90 分）」 

「医学英語 長文読解対策 （120 分）」 

「英語得点アップ戦略 （90 分）」 

「実戦生命科学（冬）中間テスト 解説講義 （90 分）」 

「第１回実戦実力テスト 解説講義 （英語／生命科学 各 90 分）」 

「東京医科歯科大学 自然科学総合」過去問解説講義（90 分） 

「第１回公開模試 生命科学 解説講義」 

「第１回公開模試 英語 解説講義」 

「第１回公開模試 物理／化学 解説講義 」 

「第２回完成シリーズ 実力テスト 英語／生命科学 解説講義」 

 

 

【個別カウンセリングのご案内】 

 

■□ 個別カウンセリング □■ 

下記より、各校舎カウンセリング日程をご覧いただくことができます。 

※ご予約方法は校舎によって異なります。 

※次月分は毎月 25 日頃、決定分より順次予約受付開始となります。 

 

【新宿本校】 http://school.kals.jp/student-shn/blog/26393 

 

【名駅校】http://school.kals.jp/student-mk/blog/25685 

 

【新大阪校】http://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns 

 

 

◎WEB カウンセリングについては以下よりご確認ください。 

http://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/web-counsering.pdf 

 

 

◆個別カウンセリングを受ける際、通学・通信問わず個人登録シート（受講生カード）が 

 必要です。 ご提出がまだの方は、お早めにご提出ください。 

 

http://school.kals.jp/student-shn/blog/26393
http://school.kals.jp/student-mk/blog/25685
http://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns
http://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/web-counsering.pdf

