
 

 

 
 

２０１6 年４月１3 日 
 
 
 

安研協認定技術者認定試験 
 
 

第 17 回 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
安全性試験受託研究機関協議会 （安研協） 

受 験 番 号  



 

 

 



 

 

 
 

安研協主催 

第１7回安研協認定技術者認定試験科目 

目次 

 

 

必須科目 

●   ＧＬＰ･･････････････････････････････････････････････････２ 

● 動物福祉（愛護）････････････････････････････････････････４ 

 

選択科目 

(１)  一般毒性試験････････････････････････････････････････････６ 

(２)  生理学的検査････････････････････････････････････････････８ 

(３)  臨床検査･･････････････････････････････････････････････１１ 

(４)  病理学的検査･･････････････････････････････････････････１３ 

(５)  生殖発生毒性試験･･････････････････････････････････････１６ 

(６)  がん原性試験･･････････････････････････････････････････１８ 

(７)  遺伝毒性試験･･････････････････････････････････････････２０ 

(８)  皮膚感作性試験････････････････････････････････････････２２ 

(９)  刺激性試験････････････････････････････････････････････２４ 

(１０) トキシコキネティクス（ＴＫ）試験･･････････････････････ ２６ 

(１１) 安全性薬理試験････････････････････････････････････････ ２８ 

 

 

1



●必須科目 

ＧＬＰ 

 

１．次の文章は GLP とは何かについて述べたものである。（  ）内に適切な語句を下から選び、その

記号を解答用紙に記入しなさい。 

 

実験動物等を用いて行われる医薬品等の化学物質の安全性試験は、その後に続く、（ ① ）や市

販後の危害を未然に防止し、（ ② ）の安全を守るために極めて重要な試験である。そこで、その

安全性に関する試験データの（ ③ ）を確保するために、試験実施施設が守らなくてはならない事

項を（ ④ ）の面から定めたものである。 

 

イ．環境      ロ．ソフトとハード ハ．質と信頼性   ニ．非臨床試験 

ホ．ヒト      へ．保健衛生    ト．臨床試験    チ．公共性 

 

 

２．次の文章は GLP 基準の定義について述べたものである。それぞれ何について述べたものであるか下

から選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。 

 

① 試験において得られた観察の結果及びその記録をいう。即ち、ワークシート、ノート、覚え書き

又はそれらの正確な転写等の最終報告書の再構成と評価に必要なものをいい、写真、マイクロフィ

ルム、マイクロフィッシュ、コンピュータ記録、観察結果が口述された磁気記録、自動装置により

記録された試験結果等を含むものである。 

② 試験において被験物質と比較する目的で用いられる医薬品又は化学的物質、生物学的物質若しく

はその製剤をいう。 

③ 被験物質が投与され、若しくは加えられる動物、植物、微生物又はこの構成部分、又はその対照

として用いられるものをいう。 

④ 試験において安全性の評価の対象となる医薬品又は化学的物質、生物学的物質若しくはその製剤

をいう。 

 

イ．最終報告書   ロ．対照物質    ハ．被験物質    ニ．媒体 

ホ．試験系     ヘ．試薬      ト．生データ    チ．動物種 
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３．次の文章は試験施設の職員及び組織に関して述べたものである。（  ）内に適切な語句を下から

選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。 

 

試験従事者及び信頼性保証部門に属する者は、その業務を適正かつ円滑に遂行するために必要な教

育若しくは訓練を受けた者又は（ ① ）を有する者であって、自己の担当する業務を遂行し得る

（ ② ）を有する者でなければならない。 

試験従事者は、被験物質、（ ③ ）及び試験系を汚染しないよう、保健衛生上必要な注意を払わ

なければならない。これには、試験従事者の業務の遂行に適した（ ④ ）の使用、試験の信頼性に

悪影響を及ぼす疑いのある疾病にかかっている者の試験責任者、運営管理者等の適切な者への報告と

健康状態が改善されるまでの間の試験への関与禁止等を含むものである。 

 

イ．対照物質    ロ．資格      ハ．着衣      ニ．全般的な責任 

ホ．能力      ヘ．職務経験    ト．試験物質    チ．消毒薬 

 

 

４．次の文章は被験物質等の取扱いに関して述べたものである。（  ）内に適切な語句を下から選び、

その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、同じ記号を 2度使ってもよい。 

 

（１）被験物質及び対照物質の特性については、原則として（ ① ）にロットごとに測定すること。 

（２）被験物質又は対照物質の安定性については、原則として（ ② ）に測定すること。 

（３）（ ③ ）以上にわたる試験に用いる被験物質及び対照物質については、ロットごとにサンプル

を保存する。 

（４）被験物質又は対照物質を媒体と混合して使用する場合には、原則として、被験物質等の（ ④ ）

に混合後の被験物質又は対照物質の安定性を測定すること。 

 

イ．試験開始前   ロ．投与開始前   ハ．投与終了前   ニ．試験終了前 

ホ．１週間     ヘ．２週間     ト．４週間     チ．６か月 

 

 

５．試験の実施における試験従事者の留意すべき事項について、次の文章で正しいものには○を、誤っ

ているものには×を解答用紙に記入しなさい。 

 

① 試験開始日とは、運営管理者が試験計画書に署名又は記名なつ印日を指す。 

② 試験終了日とは、試験責任者による最終報告書の署名又は記名なつ印日を指す。 

③ 試験従事者は、試験中に異常又は予見することができなかった事態が生じたときは、速やかに試

験責任者に報告し、改善のための措置を講じるとともに、これらの内容を記録しなければならない。 

④ データ記載事項の変更は、最初の記載事項が見えないようにしっかり塗りつぶし、理由、日付、

変更した者のサインを記入する。 
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●必須科目  

動物福祉（愛護）  

 

１. 次の文章は動物実験について述べたものである。（  ）内に適切な語句を下から選び、その記号

を解答用紙に記入しなさい。 

 

一般的に実験には特定の手段がある。医薬品開発の場合はその手段の 1 つに実験動物がある。動物実験と

は、実験動物にいろいろな処置を加えて、目的に沿った情報を得る行為で、実験の結果現われる（ ① ）を

正確に観察・分析して、実験者の考えを実験結果によって確認し、固有の理論を構築する作業である。 

  そのような実験は一般的に以下の 4 つの過程で進められる。 

（１） はじめに、仮説を設定し、それを証明するための実験計画書を作成する。 

（２） 実験計画書に沿った実験を行い、得られた結果を正確に（ ② ）する。 

（３） 次いで分析結果を説明する理論を構築する。 

（４） 結果が仮説と異なった場合、新たに別の理論仮説を構築し、新たな実験計画書に基づいて実験する。 

 このような過程を通じて動物実験が行われるが、これに携わる（ ③ ）の求めている理論は常に（ ④ ）

を基礎として形成される。従って、事実に裏打ちされないものは対象としないし、信用もしないのである。 

 

イ．識者     ロ．観察分析    ハ．陰性反応    ニ．実験事実 

ホ．資料検索   ヘ．実験者     ト．仮定的項目   チ．生体反応 

 

 

２. 次の文章は動物愛護に関するガイドライン及び基本指針について述べたものである。（  ）内に適切

な語句を下から選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。 

 

動物愛護に関しては以下に述べる多くのガイドライン及び基本指針が公表されているが、「動物の愛護及び

管理に関する法律」がその中心になっており、対象は主として実験動物、野生動物、展示動物、伴侶動物など

であるが、実験動物の中には哺乳類、鳥類、（ ① ）が含まれているものの、なぜか魚類、（ ② ）は含

まれていない。 

基本原則は動物の適正な取り扱いや虐待防止等の動物愛護に関する事項と動物の管理に関する事項を定

め、動物は命あるものであることを認識し、みだりに動物を虐待しないようにするだけではなく、ヒトと動物が共生

する社会を目指し、動物の（ ③ ）を熟知して適正に取り扱うことであり、実施に際しては毎年 9 月 20 日～

26 日に動物愛護週間を設け、広く国民の注意を喚起し、3Rs の遵守や動物の飼主等の責任についても動物の

健康・安全確保、人の生命等への危害・迷惑防止、不妊去勢手術等によるみだりな繁殖防止、人獣共通感染

症を熟知し、予防に努め、動物の所有情報の明確化や（ ④ ）などを定めている。 

 

イ．性別      ロ．権利      ハ．習性     ニ．個体識別 

ホ．両生類     ヘ．爬虫類     ト．昆虫     チ．使用場所 
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３. 次の文章は第三者評価機関について述べたものである。（  ）内に適切な語句を下から選び、そ

の記号を解答用紙に記入しなさい。 

 

わが国の科学者約 70 万人の国内外に対する代表機関である日本学術会議は、1980 年「動物実験ガイ

ドラインの策定について」を勧告し、2004 年「動物実験に対する社会的理解を促進するために」を提言

した。さらに、2006 年「動物実験の適正な実施にむけたガイドライン」を公表した。日本学術会議はそ

のなかで現状分析として、動物実験の（ ① ）、自主的な動物実験指針の制定、（ ② ）の設置、倫

理面での適正運用などはいずれも国際的に高水準にあるが、（ ③ ）規制内容が不透明であり、（ ④ ）

評価の仕組みがないため適正管理の社会的説得力がないとして、国内統一動物実験ガイドラインの制定

と実効確保のための第三者評価システムの構築を提言した。 

 

イ．動物管理委員会   ロ．代替法   ハ．動物実験委員会   ニ．具体的 

ホ．自主管理      ヘ．緩和的   ト．客観的       チ．主観的 

 

 

４. 現在、国内の第三者評価システムとして以下の４種類の第三者評価機関の認証が行われているが、機関

名として正しいものには○を、誤っているものには×を解答用紙に記入しなさい。 

 

① 日本動物実験代替法学会 

② 国立大学法人動物実験施設協議会・公私立大学動物実験施設協議会 

③ ヒューマンサイエンス振興財団実験動物実施施設認証センター（HS 財団認証センター） 

④ AAALAC International 

 

 

５. 次の文章は倫理や動物愛護に対する行政の取り組みについて述べたものである。（  ）内に適切

な語句を下から選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。 

 

   総合科学技術会議の生命倫理専門調査会は 2003 年「ヒト胚の取り扱いに関する基本的な考え方（案）」を公

表した。 

   その趣旨は「ヒト胚性幹細胞の研究は、多くの点で医学上の可能性に画期的な道を開くものであるが、ヒトの

生命の萌芽を（ ① ）するという点でヒトの（ ② ）に抵触する危険性がある。従って、ヒトの生命をその

萌芽の段階から尊重しつつ、さまざまな研究が（ ③ ）に適切に実施されることを（ ④ ）する必要があ

る。そのためには、ヒトの胚を研究することが許されるのか、どのような目的、条件の時にどこまで許されるのかな

どについて遵守すべき事項を検討する必要がある」というものである。 

  

イ．存在     ロ．倫理的     ハ．排斥      ニ．操作 

ホ．保証     ヘ．尊厳      ト．分析      チ．情緒的 
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選択科目 

（１）一般毒性 

 

１．各種ガイドラインで求めている反復投与試験で使用する動物数について、次の文章で正しいものに

は○を、誤っているものには×を解答用紙に記入しなさい。 

 

①  医薬品ガイドラインでは、1 群あたりげっ歯類では雌雄各 10 匹以上、非げっ歯類では各４匹以

上とする。 

②  農薬ガイドラインでは、げっ歯類については 1 群あたり雌雄各 10 匹以上、非げっ歯類について

は１群当たり雌雄各 4匹以上とする。 

③  化審法ガイドラインでは、各群雄および雌それぞれ５匹以上とする。 

④  化審法ガイドラインでは、回復群の動物数は、1 群あたり雄および雌それぞれ 6 匹以上とする。 

 

 

 

２．次の文章は、単回投与毒性試験の用量段階および高用量選択について述べたものである。（  ）

内に適切な語句を下から選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。 

 

医薬品の毒性試験法ガイドラインでは、げっ歯類では（ ① ）を求めるに足る用量段階を、非げ

っ歯類では毒性兆候が明らかに観察できる用量段階を設けることとされている。 

被験物質の毒性が弱く、致死量を求めることが困難な場合には、経口および（ ② ）暴露の場合

は（ ③ ） mg/kg、 （ ④ ）暴露の場合には 5 mg/L を上限とし、毒性兆候が明らかに観察され

なければそれ以上の用量で試験を実施する必要はない。 

 

イ．概略の致死量  ロ．毒性量     ハ．経皮      ニ．吸入 

ホ．腹腔内      へ．5000      ト．2000       チ．1500 

 

 

 

３．皮下投与について、次の文章で正しいものには○を、誤っているものには×を解答用紙に記入し

なさい。 

 

① 皮下投与は皮筋（筋層）の内側の結合組織層に行う。 

② 投与部位は頸背部、肩部、腰背部、鼠径部、胸部、腹部、大腿部などである。 

③ サルではモンキーチェアを使用すれば投与補助者がいなくても投与可能である。 

④ 反復投与では被験物質の特性の有無にかかわらず、前回投与部位を避けて別の部位に投与する。 
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４．次の文章は、体重測定時の留意点を述べたものである。(  ) 内に適切な語句を下から選び、そ

の記号を解答用紙に記入しなさい。 

 

体重の変動は、成長の指標であるのみならず一般的な健康状態の敏感な指標としても役立つ。一般状

態の観察等で変化が認められない時期に体重の明らかな変化を生じることも、しばしば経験されるとこ

ろである。各動物の測定終了時には（ ① ）と比べて体重が誤りなく測定、読み取り、記録されたこ

とをその都度確認する。測定値が（ ① ）と大きな違いがあった場合、（ ② ）および測定操作に

は間違いがないことを確認したとコメントしておく。異常値と判断された場合、その原因となりうる

（ ③ ）および（ ④ ）の状況、一般状態の異常などを詳細にコメントしておく。 

 

イ．被験物質     ロ．入荷時    ハ．測定装置      ニ．飼育用ケージ 

ホ．摂水      へ．摂餌     ト. 前回測定値    チ. 体温 

 

 

 

５．次の文章は、一般状態の観察について述べたものである。(  ) 内に適切な語句を下から選び、

その記号を解答用紙に記入しなさい。 

 

一般状態の観察は（ ① ）の（ ② ）を客観的に把握するための方法である。一般毒性試験にお

いて、実験動物の一般状態を正確に把握することは、その試験の評価上極めて重要である。反復投与毒

性試験では、毒性徴候の発現は、一般的に（ ③ ）であるために、その（ ④ ）が見逃されがちで

ある。そこで、毎日 1回以上動物を観察し、何らかの異常を積極的に探し出すように努めることが肝要

である。 

 

イ．健康状態    ロ．急性的    ハ．緩やか    ニ．主観的   ホ．実験動物 

ヘ．種差      ト．予後     チ. 多様    リ. 初発    ヌ. 死亡原因 
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選択科目 

   （２）生理学的検査 

 

１．次の文章はげっ歯類の代表的眼科学所見について述べたものである。（  ）内に適切

な語句を下から選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。 

 

げっ歯類（マウス及びラット等）には（ ① ）があり、角膜表面に（ ② ）を形成し

ていることから瞬きはあまり観察されない。このことから主として眼瞼裂に沿って

（ ③ ）がみられる。   

虹彩は眼球内に入る光量を調整している組織であり、（ ④ ）に近接していることから、

（ ④ ）への癒着（瞳孔縁の一部または全部）がみられ、癒着が著しい場合、眼球が

突出する例もみられる。 

イ． 皮質 ロ． 角膜混濁 ハ． 瞬膜 ニ． 副涙腺 

ホ． 角膜剥離 ヘ． 水晶体前嚢 ト． 油膜  

 

 

 

２．次の文章は中耳の機能について述べたものである。（  ）内に適切な語句を下から選

び、その記号を解答用紙に記入しなさい。 

 

中耳は３個の耳小骨を有し、（ ① ）側からツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨として、鼓膜

の振動を（ ② ）に伝える。ここで、鼓膜と（ ② ）の面積比は約 20：１であること

により、また耳小骨の相互運動にもよって音波の振幅は減衰されるが、その音圧は約

17～20 倍に増強される。このことは、（ ③ ）で集音した小さな音波を聴覚の閾値に耐

えうる確実な刺激にまで増幅する意義、そして一方、強い音振動から（ ④ ）を保護

するゲート機構としての意義がある。 

 

イ． 球形嚢   ロ． 前庭窓 ハ． 耳管 ニ． 外耳 

ホ． 内耳 ヘ． 耳介 ト． 基底膜  
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３．次の図はイヌの網膜を表したものである。（  ）内に適切な語句を下から選び、その

記号を解答用紙に記入しなさい。 

 

 

  イヌ網膜の模式図 

 

イ． タペタム細胞層 ロ． 杆状体細胞 ハ． アマクリン細胞 ニ． 外境界膜 

ホ． 錐状体細胞 ヘ． 色素上皮層 ト． ブルッフ膜  

 

神経細胞

神経線維層

双極細胞

水平細胞

②

①
外顆粒層

外網状層

神経細胞層

ミュラー細胞

内顆粒層

内網状層

③

④

脈絡膜
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４．次の表は心電図の成分についてまとめたものである。（  ） 内に適切な語句を下から

選び、その 記号を解答用紙に記入しなさい。 

 

名  称 電    圧（mV） 持 続 時 間（秒） 意      味 

（ ① ） 0.2 以下 0.06～0.10 心房の興奮に対応 

QRS 0.5～1.5（～5）まち

まち 

0.08～0.10 心室全体に興奮が拡がる時間 

（ ② ） 0.2 以上まちまち 0.2～0.6 心室の興奮の回復に対応 

PR（PQ）  0.12～0.20 洞房室興奮伝導時間 

（ ③ ） 
基線上にあるのが原

則 

0.1～0.15 心室全体が興奮している時間 

（ ④ ） 
 0.3～0.45 心拍数増せば減少 心室筋の脱分極から再分極までの時

間 

 

イ． QT ロ． RT ハ． QR ニ． PS 

ホ． T ヘ． ST ト． Q チ． P 

 

 

５．視覚検査法について、次の文章で正しいものには○を、誤っているものには×を 解答

用紙に記入しなさい。 

 

① 視覚検査上、イヌとラットとの間に大きな差異は認められない。 

② 視覚器はその構造上、前眼部・中間透光体・後極部の３部に大別され、それらの

うち前眼部及び中間透光体が通光器として、後極部が感光器としてそれぞれ機能

する。 

③ スリットランプは顕微鏡部と照明部の２つの基本構造からなり、顕微鏡部は種々

の度数の拡大鏡を備えており視覚器の構造を拡大して検査することが可能である。 

④ 眼底検査は直像検眼鏡または間接倒像検眼鏡を用いて実施される。直像検眼鏡は

その利点として観察視野が広いことが挙げられるが、低倍率（×３）であり、か

つ観察像が倒像になる欠点がある。一方、間接倒像検眼鏡はその利点として、高

倍率（×15）が得られることが挙げられる。しかし、その観察視野は限定される

欠点がある。 
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選択科目 

（３）臨床検査 

 

１．抗凝固剤について、次の文章で正しいものには○を、誤っているものには×を解答用紙に記入しな

さい。 

 

① ヘパリンには、抗トロンビン作用がある。 

② EDTA 及びクエン酸ナトリウムには、脱カルシウム作用がある。 

③ 白血球および血小板算定、血液像の検査にはヘパリンの使用が適当である。 

④ クエン酸ナトリウムは、主に血液生化学的検査用に使用する。 

 

 

２．次の文章は尿について述べたものである。（  ）内に適切な語句を下から選び、その記号を解答

用紙に記入しなさい。 

 

ヒトの腎臓には循環血液の約（ ① ）に相当するおよそ毎分 1 L の血液が流入するが、これが腎臓

の（ ② ）で濾過され毎分約（ ③ ）の原尿が作られる。原尿からは（ ④ ）で水分、電解質、

グルコース等が、生体内の恒常性を保つように再吸収あるいは分泌され、濃縮される。 

 

イ．100 mL   ロ．尿道   ハ．肝臓    ニ．90％ 

ホ．糸球体   へ．20％   ト．1000 mL   チ．尿細管 

 

 

３．次の血液生化学的検査における臨床的意義と最も関連の深い検査項目を下から選び、その記号を解

答用紙に記入しなさい。 

 

① 肝臓以外にも、骨や小腸、妊娠している場合には胎盤等に存在し、骨の新生が増加する疾患やガ

ン、妊娠末期にも増加する。 

② 肝臓で合成され、イオンや化合物と結合、輸送を行っている。腎臓や腸管、細網内皮系等におけ

る消費や排泄により血中から消失する。 

③ 細胞膜の主な構成成分であり、その他、脂肪の吸収、血液凝固等に関与している。 

④ 血中ではアルブミンと結合して存在する脂肪酸で、末梢の組織におけるエネルギー源となる。 

 

イ．アルカリフォスファターゼ   ロ．乳酸脱水素酵素 

ハ．遊離脂肪酸     ニ．アルブミン 

ホ．グルコース     ヘ．リン脂質 

ト．中性脂肪     チ．クレアチンキナーゼ 
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４．以下の文章は血液生化学的検査項目の測定方法について述べたものである。（  ）内に適切な語

句を下から選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。 

 

（１）光学的測定法のうち、血液生化学的検査では（ ① ）が多用される。 

（２）吸光度測定法のうち、（ ② ）は測定目的成分と試薬の反応中の吸光度の変化を追跡し、変

化速度から成分量を定量する方法である。 

（３）電気化学的測定法のうち、（ ③ ）の一種であるイオン選択電極を用いたイオン濃度計は、

Na、K、Cl 等の各無機イオンを選択的に通過させるイオン選択膜を構造中に持つイオン選択性

電極と、リファレンス電極との電位差を測定し、試料溶液中のイオン濃度を測定するものである。 

（４）免疫学的測定法のうち、（ ④ ）は抗体に結合させた酵素（ペルオキシダーゼ等）の活性を

測定することにより定量する測定法である。 

 

イ．エンザイムイムノアッセイ  ロ．電位差測定法    ハ．比濁法   ニ．電流滴定法 

ホ．吸光度測定法        ヘ．ラジオイムノアッセイ   ト．エンドポイント法    

チ．レートアッセイ法      ト．炎光光度法 

 

 

５．血清（血漿）採取に関する注意点について、次の文章で正しいものには〇を、誤っているものには

×を解答用紙に記入しなさい。 

 

① 動物の行動周期および概日周期（サーカディアンリズム）によっても異なるが、採血時間帯によ

りグルコースおよび中性脂肪、リン脂質に変化がみられる。 

② 採血時に溶血した検体ではアスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ、カリウム、総コレステロ

ールが高値を示す。 

③ 全血を放置した場合、経時的にグルコース、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ、カリウ

ムが増加し、乳酸脱水素酵素が低下する。 

④ 総ビリルビンは分解されやすいため遮光しておく必要がある。 
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選択科目 

（４）病理学的検査 

 

１．病理学的検査について、（  ）内に適切な語句を下から選び、その記号を解答用紙に記入しなさ

い。 

 

安全性評価の一環として実施する病理学的検査は、実験動物における生体反応を形態学的に観察す

ることであり、その方法として（ ① ）及び（ ② ）がある。 

（ ① ）では外表所見として栄養状態、被毛の生え具合、被毛の色調及び汚染状態、皮膚の局所

的障害や腫瘍の有無等を記録する。また、内腔（胸腔、腹腔、頭蓋腔等）所見として貯留液の量や色

調、内部諸器官所見として位置、形、表面の状態、割面の状態等を記録する。 

（ ② ）では器官ごとの所見として、病変の部位（実質、間質、皮質、髄質等）、病変の種類（萎

縮、変性、壊死、充血、うっ血、炎症、肥大、過形成、腫瘍等）、病変の程度（分布、拡がり等を指

標とする）を記録する。 

以下に病理学的検査の主な流れを示す。 

 

（ ① ） ⇒ 器官・組織の採取 ⇒ （ ③ ） ⇒ （ ④ ） ⇒ （ ② ） 

 

イ．器官重量測定    ロ．形態学的観察  ハ．固 定      ニ．肉眼的観察 

ホ．病理組織学的検査  へ．塗抹標本作製  ト．電子顕微鏡検査  チ．組織標本作製 

 

 

 

２．組織標本作製について、次の文章で正しいものには○を、誤っているものには×を解答用紙に記入

しなさい。 

 

① 切り出しとは、組織を作製に適した大きさや形に整形して切り取ることである。 

② 包埋に最もよく使われるのはセロイジンである。 

③ 切り出し直後の組織片は水分を含んでいるため、まず水分をエタノールに置き換える（脱水）必

要がある。その方法は切り出した組織片をエタノール濃度が順次低くなるように並べたエタノール

溶液の中を一定時間ごとに移し変えていくことによって行う。 

④ ミクロトームにはパラフィンブロックを垂直方向に動かして削る型のもの（ミノー型）と刃を水

平方向に動かして削る型のもの（ユング型）がある。連続切片の作製には前者の型が便利である。 
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３．ヘマトキリン・エオジンの染色手順を以下に示す。（  ）内に適切な語句を下から選び、その記

号を解答用紙に記入しなさい。 

 

（１）薄切切片をキシレン中で脱（ ① ） 

（２）（ ② ）エタノールから（ ③ ）エタノールまで、濃度が高いものから低いものへとエ

タノール溶液を順次移動させて脱（ ④ ） 

（３）流水洗浄、その後精製水で洗浄 

（４）ヘマトキシリン液中で 5～10 分染色 

（５）流水中で洗浄、色だし 

（６）エオジン液中で 5分染色 

（７）精製水で洗浄 

（８）80%エタノールから（ ② ）エタノールまで、濃度が低いものから高いものへとエタノー

ル溶液を順次移動させて脱水 

（９）（ ④ ）中で脱エタノール 

（１０）封入剤を滴下して、カバーグラスで封入 

 

イ．70%     ロ．キシレン   ハ．パラフィン  ニ．水 

ホ．90%     ヘ．100%     ト．セロイジン  チ．透徹 

 

 

 

４．特殊染色とその対象組織・物質について，次の文章で正しいものには○を、誤っているものには×

を解答用紙に記入しなさい。 

 

① マッソン・トリクローム染色は、髄鞘とニッスル小体の染色に使われる。 

② オイルレッド O染色は，中性脂肪の染色に使われる。 

③ 過ヨウ素酸シッフ（PAS）染色は、アミロイドの染色に使われる。 

④ ベルリン・ブルー染色は，鉄の染色に使われる。 
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５．下表は安全性試験で繁用されるラットで自然発生を含め、よくみられる非腫瘍性病変を記載したも

のである。（  ）内に適切な語句を下から選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。 

 

器官名 病変 器官名 病変 

肝臓 （ ① ） 脾臓 （ ② ） 

腎臓 （ ③ ） 肺 （ ④ ） 

 

 

イ．線維化     ロ．白脾髄萎縮    ハ．好塩基性尿細管  ニ．皮質空胞化 

ホ．色素沈着    ヘ．尿細管変性    ト．脂肪変性     チ．泡沫細胞集簇 
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選択科目 

（５）生殖発生毒性試験 

 

１．以下の文章は出生前および出生後の発生ならびに母動物の機能に関する試験について述べたもので

ある。（  ）内に適切な語句を下から選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。 

 

（ ① ）から出生児が離乳するまでの期間、母動物に投与し、妊娠および授乳母動物の（ ② ）

（妊娠維持、出産、哺育）に対する影響と、出生児の発生・生後発育に及ぼす影響を検討する。出生

児に対する影響は（ ③ ）に発現する可能性があるため、離乳時に一腹につき雌雄各１匹を選別し 、

（ ④ ）まで観察を継続する。 

 

イ．性成熟期     ロ．離乳後      ハ．受精     ニ．生殖機能 

ホ．出生後    へ．胎児器官形成期      ト．着床      チ．出産 

 

 

２．次の文章は行動検査法について述べたものである。(  ) 内に適切な語句を下から選び、その記

号を解答用紙に記入しなさい。 

 

1)  （ ① ）では、一定の速度で回転している回転棒に動物を乗せ、回転棒からの落下の有無およ

び落下するまでの時間を計測して、（ ② ）・筋活動性への影響を調べる。 

2) 水迷路法では、迷路装置に水を満たし、動物をスタート地点に入れてからゴール地点に到達する

までの時間と迷路に入った回数を数える。（ ③ ）が現われると、時間が（ ④ ）し、迷路に

入った回数が減少する。 

 

イ．順応性     ロ．情動行動     ハ．学習効果   ニ．短縮 

ホ．ポールクライミング法   ヘ．ローターロッド法    ト．延長    チ．神経 

 

 

３．次の文章は精子と卵子の発育の生理学について述べたものである。(  ) 内に適切な語句を下か

ら選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。 

 

精子は精巣の精細管内で精原細胞、( ① )、精子細胞を経て形成される。精細管腔に集められた精

子は(  ②   )へ送られ、そこを通過する間に成熟し、受精能を獲得する。 

卵子は胎生期から出生直後までの間に増殖し、(  ③  )に保有される。 

性成熟した動物では下垂体から卵胞刺激ホルモン(FSH)と黄体形成ホルモン(LH)が放出され卵子の

成熟と(  ④  )が起こる。 
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イ．精巣 ロ．精母細胞 ハ．排卵 ニ．卵巣 ホ．前立腺 ヘ．黄体 ト．卵管  

チ．精祖細胞 リ．子宮 ヌ．精巣上体   

 

 

４．性周期観察及び交尾成立判定について述べたものである。正しいものには○を、誤っているものに

は×を解答用紙に記入しなさい。 

 

① マウス、ラットでは、膣の粘膜組織を採取し、膣垢塗抹標本を作製して顕微鏡下で性周期を判

定する。 

② 膣垢を綿棒あるいはスポイトで採取し、スライドグラス上に塗抹し、乾燥させた後、HE 染色

して観察する。 

③ 交尾が成立した時の性周期では精子と有核細胞が観察される。 

④ 発情休止期像は細胞数がまばらで白血球が散在し、有核細胞や角化細胞が少し混在した像を示 

す。 

 

 

５．受胎能および着床までの初期胚発生に関する試験で一般的に実施されている妊娠中期の帝王切開に

ついて記述したものである。(  ) 内に適切な語句を下から選び、その記号を解答用紙に記入しな

さい。 

 

受胎能および着床までの初期胚発生に関する試験では通常妊娠 13 日～15 日の間に帝王切開し、

胚の( ①  )のみを確認する。母動物を放血致死させた後、卵巣および子宮を摘出する。卵巣を左

右別々に切り取って(  ②  )を数える。子宮を切開し( ③ )に覆われた胚が露出する。胚の

( ①  )は(  ④  )、血行状態、胚の形態および色などを参考して判断する。 

 

イ．胎膜 ロ．卵胞 ハ．有無 ニ．羊膜 ホ．生死 ヘ．心臓の拍動 ト．妊娠黄体数  

リ．漿膜 ヌ．胎盤 
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選択科目 

（６）がん原性試験 

 

１．次の文章は動物種の選択について述べたものである。（  ）内に適切な語句を下から選び、その記

号を解答用紙に記入しなさい。 

 

種および系統の選択にあたっては、（ ① ）に対する抵抗性、寿命、（ ② ）の頻度、既知のが

ん原性物質に対する感受性を考慮する。特に動物種については薬理作用、（ ③ ）、代謝、トキシコ

キネティクス、投与経路などを考慮して適切な動物を選択する。動物は同一週齢で順調に発育した

（ ④ ）までの動物を用いることが望ましい。 

 

イ．環境変化    ロ．6週齢     ハ．遺伝毒性    ニ．突然変異 

ホ．感染性疾患   へ．9週齢     ト．自然発生腫瘍  チ．反復投与毒性 

 

 

２．次の文章は、医薬品のがん原性試験の用量設定について述べたものである。（  ）内に適切な語句

を下から選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。 

 

（1）がん原性試験での高用量の設定には、げっ歯類における未変化体あるいは代謝物の血漿 AUC がヒ

トの（ ① ）倍となるよう選択することが実際的であると考えられている。 

（2）ヒトの最大臨床用量が（ ② ）mg/ヒト/日を超えないような場合、げっ歯類における暴露量が

ヒトの暴露量の（ ③ ）倍以上を満足すれば、がん原性試験の高用量は、1500 mg/kg/日を限界と

してよいことになっている。 

（3）混餌投与による投与可能最大量は飼料重量の（ ④ ）％と考えられている。 

 

イ． 1       ロ．5     ハ．10      ニ．25 

ホ．100      ヘ．500    ト．1000     チ．1500 
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３．次の文章は、長期がん原性試験について述べたものである。（  ）内に適切な語句を下から選び、

その記号を解答用紙に記入しなさい。 

 

腫瘍以外の原因による死亡率が投与開始後にラットでは（ ① ）ヵ月、マウスおよびハムスター

では（ ② ）ヵ月の時点で 50%以内であることが望ましいとされている。また、最低用量群または

対照群の動物の雌雄いずれか一方の累積死亡率が（ ③ ）になったときにはその時点でその性の生

存例を屠殺し、試験を終了する。いずれの群でも動物の（ ④ ）以上が共食いまたは飼育上の問題

で失われないことが必要である。 

 

イ．6       ロ．12     ハ．18       ニ．24 

ホ．5%       ヘ．10%     ト．75%      チ．90% 

 

 

４．長期がん原性試験について、次の文章で正しいものには○を、誤っているものには×を解答用紙に

記入しなさい。 

 

①  経口投与には強制投与、飼料または飲水中に混入して自由に摂取させる方法がある。 

②  動物数は、雌雄各々について 1群 50 匹以上とし、3段階以上の試験群と対照群を置く。 

③  瀕死動物については、赤血球数および白血球数の測定や塗抹標本作製は不要である。 

④  投与期間は、可能な限り長い方が腫瘍の発生率が高くなり、結果の解析が容易になる。 

 

 

５．In vivo 追加試験について、次の文章で正しいものには○を、誤っているものには×を解答用紙に

記入しなさい。 

 

①  2段階発がんモデルは、主に被験物質のイニシエーション作用を利用して発がん性を検索する。 

②  トランスジェニック動物によるモデルとして、rasH2 マウスが使われている。 

③  新生児げっ歯類試験は、非遺伝毒性物質に対して有用であるかどうか不明である。 

④  In vivo 追加試験の代わりに、もう 1 種のげっ歯類を用いる長期がん原性試験の実施も容認さ

れる。 
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選択科目 

（７）遺伝毒性試験 

 

１．次の文章は細菌を用いる復帰突然変異試験について述べたものである。（  ）内に適切な語句を

下から選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。 

 

細菌を用いる復帰突然変異試験は、（ ① ）要求性の変異株 Salmonella typhimurium（ネズミチ

フス菌）TA1535、TA1537、TA98、TA100 の 4 株に（ ② ）要求性の変異株 Escherichia coli（大腸

菌）WP2 uvrA を加え合計 5株の組み合わせを標準とする。TA1535、TA100 及び WP2 uvrA は（ ③ ）

型の突然変異を、TA1537 及び TA98 は（ ④ ）型の突然変異を検出する特性を持ち、突然変異の誘

発様式を解析することができる。 

 

イ．ヒスタミン   ロ．ヒスチジン   ハ．チロシン    ニ．トリプトファン 

ホ．野生      へ．塩基対置換   ト．タンパク質分解 チ．フレームシフト 

 

 

 

２．細菌を用いる復帰突然変異試験について、次の文章で正しいものには○を、誤っているものには×

を解答用紙に記入しなさい。 

 

① 試験では薬物代謝酵素を誘導したラットの肝臓のミクロゾーム分画（S9）からなる代謝活性化

系（S9 Mix）を添加する場合と添加しない場合とを設ける。 

② 試験には生菌数が 1×109以上の菌懸濁液を用いる。 

③ 2 倍法の場合、被験物質の用量に依存して復帰変異コロニー数が増加し、陽性対照値の 2倍以上

を示す場合を陽性とする 

④ 試験結果が陽性の場合には、陽性を示す各濃度区について比活性値（復帰変異コロニー数/mg）

を算出し、最も低い比活性値を被験物質の比活性値とする。 

 

 

 

３．次の文章はほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験ついて述べたものである。（  ）内に適切な

語句を下から選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。 

 

染色体異常は、（ ① ）と（ ② ）に分けられる。（ ② ）には（ ③ ）と（ ④ ）があ

る。前者は、染色体の数が 1～数本増加または減少するもので、後者は染色体基本数（n）が整数倍化

する現象をいう。（ ① ）はさらに染色分体型と染色体型と分けられる。 
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イ．構造異常    ロ．塩基対異常   ハ．遺伝子異常   ニ．数的異常 

ホ．異数性     ヘ．整数性     ト．倍数性     チ．対数性 

 

 

 

４．ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験について、次の文章で正しいものには○を、誤っているも

のには×を解答用紙に記入しなさい。 

 

① 被験物質によっては高濃度で培養液の浸透圧、pH、イオンバランスなどが著しく変化する場合

があるが、このような条件下で試験を実施すべきである。 

② 短時間処理法は、代謝活性化による場合およびよらない場合について、通常 6 時間の短時間処

理後、培地交換を行い、被験物質の処理開始より約 1.5 細胞周期後に染色体標本を作製する。 

③ 連続処理法は、代謝活性化によらない場合について、通常 1.5 細胞周期の被験物質連続処理を

行う方法である。 

④ 被験物質の析出の有無については、処理の開始時のみ観察する。被験物質の析出が見られた場

合にはそれを明記する。 

 

 

 

５．げっ歯類を用いる小核試験について、次の文章で正しいものには○を、誤っているものには×を解

答用紙に記入しなさい。 

 

① 小核試験は、染色体異常を直接観察する代わりに染色体切断作用等により形成された小核を観

察する。 

② 小核試験は、げっ歯類等の生物個体を用いて染色体への化学物質等の損傷を検出できる方法で

ある。 

③ 1 匹の動物につき幼若赤血球を最低 1,000 個観察して、このうち小核を有する幼若赤血球の出現

頻度を求める。 

④ 毒性兆候が発現しない場合の最高用量は、単回又は14日以内の反復投与では5,000 mg/kg/day、

それを超える反復投与では 2,000 mg/kg/day とする。 
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選択科目 

（８）皮膚感作性試験 

 

１．アレルギー性接触皮膚炎（Allergic contact dermatitis、ACD）発症に至る過程について、次の

文章で正しいものには○を、誤っているものには×を解答用紙に記入しなさい。 

 

① 皮膚に浸透した化学物質が、表皮中の抗原提示細胞（ランゲルハンス細胞）によって捕捉・処理

された時に感作状態となる。 

② ACD 発症には、化学物質との接触と皮膚への浸透が不可欠である。 

③ 通常の状態で皮膚のバリアーを通過できない高分子化合物は、低分子分解産物や残留するモノマ

ーやダイマー等の低分子化合物となって皮膚を透過したとしても ACD を引き起こさない。 

④ ACD を誘発する化学物質が皮膚に浸透するためには、分子量や分配係数（Pow）等の物理化学的性

質が大きく影響する。 

 

 

２．次の文章は皮膚感作性試験法について述べたものである。(  ) 内に適切な語句を下から選び、

その記号を解答用紙に記入しなさい。 

 

モルモットを用いた皮膚感作性試験の方法論は Freund’s Complete Adjuvant （FCA）を実験操作の

中で使用するか否かによって、Adjuvant test と Non-adjuvant test に分けられる。FCA は枯草菌や結

核菌の死骸を鉱物油等に懸濁したもので免疫（ ① ）効果があり、Adjuvant test と Non-adjuvant test

を比較した場合、検出感度は Adjuvant test の方が高く、有害性の検出（Hazard identification）と

いう点で優れた方法ということができる。中でも（ ② ）及び（ ③ ）はこれらの試験法の中でも

最も高感度な試験法であり、我が国を含む多くの規制当局で登録申請データ取得用の試験法として採用

されている。Non-adjuvant test は Adjuvant test に比較して検出感度は劣るものの、（ ④ ）は感作

処置・惹起処置の全てを経皮経路で実施し、実際の事故事例における曝露形態に近い試験法であるため、

感作性リスクの評価法として、登録申請データ取得用の試験法として利用されている。 

 

イ．マキシマイゼーション法     ロ．増強       ハ．アジュバント・パッチ法    

ニ．LLNA-RI 法          ホ．減少         ヘ．ドレイズ法       

ト．ELISA 法           チ．ビューラー法 
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３．マキシマイゼーション法について、次の文章で正しいものには○を、誤っているものには×を解答

用紙に記入しなさい。 

 

① 感作処置は乳化した被験物質を皮内注射し、6 日後に SLS 塗布し、24 時間後に貼付感作を行い

48 時間閉塞貼付する。 

② 被験物質の皮内感作時は、油溶性はオリーブ油等、水溶性は生理食塩水等を用いて調製する。 

③ 被験物質の乳化剤は、FCA（Freund`s Complete Adjuvant）と蒸留水を、3：1（V/V）の割合で油

中水型に混合乳化する。 

④ 観察と評価は、惹起貼付除去 24 時間及び 48 時間後に、Magnusson & Kligman（1969）の判定基

準等に基づいて評点化を行う。 

 

 

４．次の文章はビューラー法（Buehler test）について述べたものである。(  ) 内に適切な語句を

下から選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。 

 

Buehler によって 1965 年に開発され、モルモットの肩甲骨上の被毛を除去した後、化学物質を 6時間

閉塞貼付する操作を 1週間間隔で（ ① ）繰り返す。最終閉塞貼付処置の（ ② ）後に惹起処置と

して動物の側腹部の被毛を除去し、化学物質を（ ③ ）閉塞貼付した後の皮膚反応を観察して化学物

質のアレルギー性の有無を判定する。皮膚反応の判定や感作性の評価に関してはマキシマイゼーション

法と同一の基準が使われることが多い。試験液の調製は、被験物質の物性に応じて適切な非刺激性媒体

を選択し使用する。OECD ガイドラインでは水溶性の物質の場合は水あるいは非刺激性の界面活性剤溶液、

その他の物質に関しては感作には（ ④ ）、惹起にはアセトンの使用が推奨されている。 

 

イ．2回    ロ．1週間    ハ．24 時間     ニ．ジエチルエーテル 

ホ．3回    へ．2週間    ト．6時間      チ．80％エタノール 

 

 

５．次の文章は LLNA―RI 法（OECD TG429）について述べたものである。次の文章で正しいものには○

を、誤っているものには×を解答用紙に記入しなさい。 

 

①  使用動物は、8～12 週齢の CBA/Ca あるいは CBA/J 系雄性マウスが推奨されている。 

②  感作は、被験物質を動物の両耳介にマイクロピペッターを用いて 1 耳介あたり 25μL を 5 日間

連続塗布する。 

③  陽性対照物質としては 25％α- hexylcinnamic aldehyde (HCA) が推奨されている。  

④  SI 値は、実験に供した各個体の放射標識体取り込み量を媒体対照群の取り込み量の平均値で除

した値である。 
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選択科目 

（９）刺激性試験 

 

１．次の文章は皮膚刺激性について述べたものである。（  ）内に適切な語句を下から選び、その記

号を解答用紙に記入しなさい。 

 

皮膚刺激性とは、被験物質を皮膚に適用した時に、皮膚局所に生じる（ ① ）のことであり、皮

膚組織に対して損傷を起こさない、（ ② ）をいう。皮膚に適用した時に、表皮から真皮に達する

認知しうる壊死のように、皮膚組織に損傷を起こす（ ③ ）は、皮膚腐食性と呼び、皮膚刺激性と

は区別する。 

被験物質の適用回数が単回の場合を皮膚一次刺激性、繰り返し適用する場合を皮膚（ ④ ）刺激

性と呼び、区別することもある。 

 

イ．累積      ロ．免疫反応  ハ．可逆的変化   ニ．不変的変化 

ホ．不可逆的変化  へ．加算    ト．炎症反応       

 

 

 

２．OECD ガイドライン 404 に従った皮膚刺激性試験について、次の文章で正しいものには○を、誤って

いるものには×を解答用紙に記入しなさい。 

 

① 被験物質が液体の場合は 0.5mL、固体あるいは半固体の場合 0.5g を 2.0×2.0cm のガーゼパッチ

等につけた後、ウサギの背部皮膚 4 時間適用する。 

② 初回試験で腐食性が認められない場合、刺激性物質であるか陰性反応であるかを確認するために、

2 匹まで動物を追加して試験を行う。 

③ 被験物質適用後、テープをはずした際に適用区画に残存している被験物質は、必要であれば水また

は適切な溶媒を用いて除去する。 

④ 皮膚反応の判定のため、被験物質適用動物の他に陽性および対照物質適用動物を用いる。 
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３．OECD ガイドライン 404 に従った皮膚反応判定について、次の文章で正しいものには○を、誤ってい

るものには×を解答用紙に記入しなさい。 

 

① 動物が強い痛みや継続的な消耗兆候を示した場合でも 14 日間まで観察を続けなければならない。 

② 全ての動物について、紅斑と浮腫について評価し、その反応はパッチ除去後 60 分と 24、48 および

72 時間に採点する。 

③ 72 時間の時点で皮膚の障害が刺激性か腐食性か判定することができない場合は、影響の回復性が認

められるまで観察する。 

④ 刺激性の観察に加えて、皮膚の脱脂のような局所的な全ての毒性徴候や、何らかの全身的な副作用

（毒性や体重に対する臨床的徴候への影響）については、全てを記録しなければならない。 

 

 

４．次の文章は眼刺激性について述べたものである。（  ）内に適切な語句を下から選び、その記号

を解答用紙に記入しなさい。 

 

眼刺激性とは、被験物質を眼の前眼表面に点眼した時に生じる変化で、点眼後（ ① ）日以内に

完全に回復する場合をいう、と（ ② ）法では定義している。このときに、眼の組織に障害を与え

たり、視覚に重度の損傷を与え、点眼後（ ① ）日以内に完全に回復しない場合は（ ③ ）と定

義している。 

  眼に被験物質を点眼した際には、物理的あるいは化学的刺激によって（ ④ ）を生じることがあ 

る。また、被験物質によっては、（ ④ ）以外にも縮瞳などが認められる場合があるので、見逃さ 

ないように留意しなければならない。 

 

イ．7        ロ．14      ハ．21      ニ．OECD  

ホ．ISO 10993－10  へ．眼炎症性   ト．眼刺激性   チ.眼腐食性     

 

 

 

５．次の文章は OECD 法による眼刺激性試験に関するものである。正しいものには〇を、誤っているも

のには×を解答用紙に記入しなさい。 

 

① 初回試験で腐食性が確認されなかった場合、さらに 2 匹までの動物を用いて刺激性あるいは無刺

激性物質であるかを確認することが必要である。 

② 角膜全域に及ぶ強度（スコア４）の混濁が 48 時間持続した場合、角膜穿孔を伴う角膜潰瘍や前眼

房の出血がみられた場合は、観察途中であっても、すみやかに安楽死させるべきである。 

③ 被験物質点眼後、動物の眼に障害を認めなかった場合 2 日目に試験を終了してもかまわない。 

④ 被験物質点眼後、動物の眼に障害を認めた場合、観察は、障害の程度、可逆性か不可逆性かを見る 

ために 7、14 および 21 日に観察する。 
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選択科目 

（１０）トキシコキネティクス（TK）試験 

 

１．次の文章は GLP としての TK 試験について述べたものである。（  ）内に適切な語句を下から

選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。 

 

分析法のバリデーションそのものは GLP 下で実施しなくてもよいことになっているが、分析法

およびバリデーション結果はきちんと（ ① ）で保存する必要がある。分析法は、前もって SOP

化するかあるいはプロトコールに組み込んで作成する。血漿中濃度測定で得られたクロマトグラ

ム（チャート類）は（ ② ）となるので、報告書またはそれに近い場所に保存する必要がある。

TK 試験の記録類としては、分析のワークシート以外に検量線等に用いる（ ③ ）の由来、QC

サンプルの調製およびそれぞれの（ ④ ）等、また、TK 試験の採血と分析の担当者がそれぞれ

別の所属である場合は試料の授受の記録および保存の記録等が重要と考えられる。 

 

イ．標準溶液 ロ．使用記録 ハ．ブランク血漿 二．生データ 

ホ．資料保管施設 へ．資料 ト．GLP 下 チ．保管記録 

 

 

２． TK の実施要領について、次の文章で正しいものには○を、誤っているものには×を解答用紙に

記入しなさい。 

 

①   毒性試験の中に組み込まれる TK 試験をレトロスペクティブ TK と呼ぶ。 

②   毒性試験を忠実に再現した条件下で特定のデータを得るために、後追い的に計画される TK

試験をコンコミタント TK と呼ぶ。 

③   プロファイリングでは、Cmax や AUC を求めるために、投与の合間に（例えば 4～8回）採血

し、血漿中濃度を測定する。 

④   モニタリングでは、投与と投与の合間に数回（例えば 1～3回）採血し、血漿中濃度を測定

する。 
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３．次の文章は実試料の測定の際に用いる QC サンプルついて述べたものである。（  ）内に適切

な語句を下から選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。  

 

QC サンプルの濃度は、定量限界付近（目安：定量限界の（ ① ）倍）、中央付近および最高

濃度付近（目安：最高濃度の 75～90%）の（ ② ）濃度で、それぞれ 2検体（合計（ ③ ）

検体）とする。それらの許容基準は、少なくとも 4検体は測定値と設定濃度との差が設定濃度の

（ ④ ）以内であって、同じ濃度のうち 1検体は（ ④ ）以内であることが必要である。 

 

イ．6 ロ．2 ハ．1.25～3 二．±15% 

ホ．4 へ．3 ト．±10% チ．8 

 

４．次の文章は分析法のバリデーションの用語を説明したものである。（  ）内に適切な語句を下

から選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。 

 

（ ① ）：各低濃度及び高濃度につき少なくとも 3つの分注液を、意図する保存温度で 24 時間保

存し、室温で放置して融解させる。完全に融解したら、試料を同じ条件下で 12～24 時間凍

結させる。この凍結融解サイクルをさらに 2回繰り返し、3サイクル目に分析を行う。 

（ ② ）：各低濃度及び高濃度につき少なくとも 3つの分注液を室温で融解させ、この温度で 4～

24 時間（目的とする試験でこの試料が室温に放置されると予期される時間に基づく）放置

したあと、分析を行う。 

（ ③ ）：その分析法において添加試料を複数回測定した時の測定値の平均値と設定濃度との近似

程度をいう。 

（ ④ ）：規定した真度と精度の基準を満足した検量線の最低濃度をいう。 

 

イ．精度 ロ．回収率 ハ．真度 二．保存用液安定性 

ホ．定量下限 へ．凍結融解安定性 ト．検出限界 チ．短期室温安定性 

 

 

５．トキシコキネティクスの目的について、次の文章で正しいものには○を、誤っているものには

×を解答用紙に記入しなさい。 

 

①   TK 試験の主たる目的は「動物において得られた全身的曝露、およびそれと毒性試験の用量

および時間経過との関係を記述すること」とガイダンスには記載されている。 

②   TK 試験は被験物質の薬物動態学的パラメータを明らかにすることを目的としたものである。 

③   トキシコキネティクスデータの裏付けが必要な毒性試験には、単回投与毒性試験、反復投与

毒性試験、がん原性試験および生殖毒性試験がある。 

④   全身的曝露を定量的に測定することは、動物種、用量、性別での毒性の相違点および類似点

を説明するのに有用である。 
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選択科目 

（１１）安全性薬理試験 

 

１．次の文章は安全性薬理ガイドラインについて述べたものである。（  ）内に適切な語句を下から

選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。 

 

安全性薬理試験ガイドライン（ICH（ ① ））は、コアバッテリー試験（（ ② ）、心血管系及び

呼吸系）を中心に、安全性薬理試験全般の進め方に関する指針を示している。 

ヒト用医薬品の（ ③ ）（QT 間隔延長）の潜在的可能性に関する非臨床評価ガイドライン（ICH

（ ④ ））は、心血管系評価を拡張・補完するものである。 

 

イ. S7A   ロ. S7B   ハ. M3 

ニ. 消化器系  ホ. 中枢神経系  へ. 心室脱分極延長 

ト. 神経伝導遅延  チ. 心室再分極遅延 

 

 

２．次の hERG 試験に関する文章について、正しいものには○を、間違っているものには×を解答用紙

に記入しなさい。 

 

① モルモット乳頭筋の活動電位持続時間を微小電極法で評価する検査法である。 

② 再分極の延長に大きく関与する心筋細胞の IKr チャネルに対する被験物質の影響を検索する検査

法ある。 

③ 測定はパッチクランプ法と呼ばれる。 

④ ギガオームシールを形成させてから測定を行う。 

 

 

３．試験の実施に際し考慮すべき留意点について、次の文章で正しいものには○を、誤っているものに

は×を解答用紙に記入しなさい。 

 

① 安全性薬理試験では被験物質の特性に応じ、測定ポイントなど変更される事項も少なくないので、

事前に試験計画書や試験責任者の作成した指示書によく目を通して確認する。 

② 安全性薬理試験では麻酔を深くかけ過ぎると呼吸麻痺などで死亡するおそれや、本来得られるは

ずの反応が抑制される。逆に浅過ぎると自発呼吸や体動が現れ、安定した計測ができなくなる。

これらのため、動物に麻酔をかけて測定しないこと。 

③ 安全性薬理試験では、コンピュータに接続された測定機器を使用することが多い。導入時のバリ

デーションや定期点検がされたものを使用すべきであり、使用時は点検やキャリブレーションを

する必要がある。 
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④ 機能観察総合評価法（FOB）の観察は、観察者の主観に負う部分があり、複数の観察者が試験に

従事する場合、結果のばらつきが生じる。従って、複数人で試験を実施する場合、観察者はお互

いの観察結果を相談しながら観察すること。 

 

 

４．心血管系安全性薬理試験の実際例について、次の文章で正しいものには○を、誤っているものには

×を解答用紙に記入しなさい。 

 

① QT 間隔延長作用評価のような試験には、取扱いが容易なラットやマウスなどの小動物を用いて

評価することも可能である。 

② 心電図評価方法には、非拘束、非侵襲的に血圧・心拍・心電図等、心血管系機能に対する被験物

質の影響を調べることができるテレメトリー法を用いるべきであり、ホルター心電計を用いた非

拘束下での心電図評価方法を利用すべきではない。 

③ 麻酔下で無菌的にテレメトリー送信器を皮下･腹腔内に設置させるため、手術後ただちに実験を

行うべきである。 

④ 実験中は大きな音、振動、飼育環境の急激な変化やストレスなどを与えないことが重要である。

このため、データ取得中は極力実験室への入室を避けること。 

 

 

５．次の文章は機能観察総合評価法（FOB）の観察方法について述べたものである。（  ）内に適切

な語句を下から選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。 

 

個体ごと各観察時点で、 

１） （ ① ）での観察 

２） オープンフィールドでの観察 

３） （ ② ）での観察 

４） 機能検査 

５） 体温 

の複数項目を評価する。（ ③ ）項目→（ ④ ）項目→拘束する項目への観察順で実施する。 

 

イ．動物に触れない   ロ．心電図       ハ．IKr    ニ．自発運動量 

ホ．動物に触れる    へ．ホームケージ内   ト．呼吸数   チ．ハンドリング 
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