
課題の手引き（体内環境） 

 

生物の体内環境プリント Ｎｏ１ 

体内環境と体外環境～からだの「内」と「外」、「内」は液体でヒタヒタ 

 

課題２ 教科書Ｐ９４図１を見て、多細胞生物の一つ一つの細胞に「快適な環境」が提供されるた

めに、循環系、呼吸系、消化系、排出系がどのような役割を果たしているか説明せよ。 

※「外部との物質のやりとり」と「体内での物質の流通」の視点で考える。 

必要なものを取り入れて、不要なものを捨てる。これを外部とやり取りする必要がある。 

また、取り入れたものを全身に流通させたり、不要なものを全身から回収するシステムが必要。 

 

課題３ 血しょうに含まれる以下の成分をほぼ一定に保つことは、細胞の活動にとってどのような

意味を持つか説明せよ。 

①グルコース ②酸素の量 

※「呼吸」のしくみを思い出す。 

 

課題４ 血しょうの温度やｐＨをほぼ一定に保つことは、細胞の活動にとってどのような意味を持

つか、説明せよ。 

※「酵素」の性質を思い出す。 

 

課題５ 教科書Ｐ９５図２を見て、体液の存在する場所と移動の様子を説明せよ。 

※まず「血液→組織液→リンパ液」の流れをおさえる。 

※血管には「すきま」があり、そこから血しょうが漏れ出てくる。 

※「血液→組織液」の流れと、「組織液→血液」の流れもあることに注意。この流れは「組織液→

リンパ液」の流れよりも量が多い。 

 

課題６ 教科書Ｐ９６図３を見て、以下がどこにあるか確認し、動脈血や静脈血がどこをどの方向

に流れているか確認せよ。 

    左心房 左心室 右心房 右心室 大動脈 大静脈 肺動脈 肺静脈 肝門脈 

    リンパ管と血管の合流部分 

※「動脈血＝酸素を多く含む血液」、「静脈血＝酸素をあまり含まない血液」なので、肺動脈には静

脈血が流れていることに注意。 

 

課題７ 教科書Ｐ９７図４を見て、動脈、静脈、毛細血管の構造が、果たすべき機能とどのように

関連しているか、違いがわかるように説明せよ。 

※動脈には大きな血圧がかかる。この血圧に耐える構造が必要。 

※静脈は、血圧が低く、逆流の危険がある。これを防ぐ工夫が必要。 

※毛細血管は、「すきま」を通じて周囲の組織液との物質のやりとりが必要。 

 

課題８ 教科書Ｐ９７参考を読み、以下の問に答えよ。 

①閉鎖血管系に比べて開放血管系ではなぜ「からだが大型化してもすみずみまで血液を循

環させることができる」のか説明せよ。 



②２心房２心室の心臓が、１心房１心室や２心房１心室の心臓よりも機能的だと思われる

点を説明せよ。 

※「確実に全身の細胞に酸素や栄養をいきわたらせる」ためにどのような構造が効率がよいかを考

える。 

※動脈血と静脈血が混ざると、酸素を流通させる効率が下がる。これを防ぐにはどのような工夫が

必要か考える。 

 

課題９ 教科書Ｐ９８参考を読み、組織へ効率的に酸素を運搬できるしくみを説明せよ。 

※ヘモグロビンを、「酸素を運ぶトラック」と考えてみる。 

肺では、できる限り多くのトラックに酸素を積み込みたい。 

例えば、酸素ヘモグロビンの割合が９６％ならば、「トラック１００台中９６台は酸素を積み込ん

でいる」というイメージ。 

それに対して、全身の組織では、酸素を受け渡したいので、酸素を積み込んだトラックができる限

り多く酸素という積み荷をおろして細胞に供給してあげたい。 

このイメージから、「Ｓ字型のグラフ」の意味を考えてみるとよい。 

 

課題１０ 血液凝固反応はどのようなしくみで起こるか説明せよ。 

※血液凝固因子と酵素が関係していることに注目。 

※最終的に「フィブリン」ができれば血液凝固は起こる。どのような条件がそろう必要があるか。 

 

課題１１ 教科書Ｐ１０２を読み、細胞外の内外でナトリウムイオンやカリウムイオンの濃度に差

を生み出すことができるのはなぜか説明せよ。 

※死んだ細胞では、細胞膜の内側と外側でナトリウムイオンの濃度差は生じない。 

※生きている細胞では、細胞膜に存在する「ポンプ」というタンパク質がはたらくので、物質を濃

度差に逆らって移動させるという「すごいこと」が可能となる。 

 

 

生物の体内環境プリント Ｎｏ２ 

肝臓と腎臓～血液検査、尿検査で何がわかるか？ 

 

課題１ 腎臓でのろ過と再吸収に関して、以下のものを、①～④に分類せよ。 

血球 タンパク質 グルコース 水 Ｎａ＋ 尿素 

①ろ過されないもの 

②ろ過されるが１００％再吸収されるもの 

③ろ過されるが、大半が再吸収されるもの 

④ろ過され、あまり再吸収されないため尿中で濃縮されて排出されるもの 

※大きさの大きい成分はろ過されない（タンパク質は、アミノ酸がたくさんつながった「巨大分子」

であることに注意）。 

※からだに必要な成分は多くが再吸収され、不要な成分はあまり再吸収されない（全く再吸収され

ないわけではないことに注意）。 

課題２ 腎臓における尿生成は体液の「量」と「成分」の調節に重要な役割を果たしている。以下

の①、②の場合、つくられる尿の量や成分にどのような変化があると考えられるか説明せ

よ。 



    ①夏の暑い日に２Ｌのジュースを一気に飲んだとき 

    ②夏の暑い日にあまり水分補給をせずに大量の汗をかいたとき 

※「量」について、たくさん尿をつくって捨てなければならないのは、水が余っているとき。逆に

水が足りないときには尿で捨てると困る。 

※成分について、ここではナトリウムイオンに注目。汗はしょっぱい。これはナトリウムイオンが

含まれているため。汗を大量にかいたときには、尿からナトリウムイオンを捨てたいのか、捨て

たくないのかを考える。 

 

課題３ 教科書Ｐ１０７思考学習を解け。 

※「イヌリン」は、全く再吸収されないという性質を持つ。 

例えば、イヌリンが 100倍に濃縮されているとしたら、それは純粋に水の量が減って（再吸収され

て）濃縮されているのだから、尿に対して原尿は１００倍量存在していた、とわかる。 

つまり、イヌリンの濃縮率を使うと、原尿に対して尿がどのくらいあったのかを計算することがで

きるのである。 

解答） 

考察１ 120ｍL 

考察２ グルコース １００%  

水 （119/120）×100＝99.2％ 

ナトリウムイオン 原尿中の量 120×0.3＝36mg／分 

尿中の量 1×0.34＝0.34mg／分 

再吸収量＝36－0.34＝35.66mg／分 

よって、再吸収率 （35.66／36）×100＝99.1％ 

考察３ 再吸収率が 99.2％から 98.2％になると、尿量は、１ｍL／分から 2.16ｍL／分になる。よ

って、2.2倍 

考察４ クレアチニン（75倍）、尿素（66.7倍）、尿酸（13.5倍） 

考察５ 生体にとって有害もしくは必要のない物質 

 

課題４ 教科書Ｐ１０８を読み、以下の生物が体液濃度の調節を行っているかどうか、もし行って

いるとしたらどのような調節を行っているか説明せよ。 

    ①海水生無脊椎動物（エビなど） 

    ②海水生軟骨魚類（サメなど） 

    ③海水生硬骨魚類（タイなど） 

    ④淡水生硬骨魚類（アユなど） 

※外部の液体と体液の濃度が等しければ、水の移動は見かけ上ないはずなので、調節する必要はな

い。 

※外部の液体と体液の濃度が異なる場合には、水は濃度の濃い方にひっぱられる。放っておくと大

変なことになるので、この変化に対抗するための工夫が必要。 

 

課題５ 教科書Ｐ１０９図１２を見て、肝臓につながる以下の管からどのように液体が出入りして

いるか確認し、それぞれの管の役割を説明せよ。 

肝動脈 肝静脈 肝門脈 胆管 

※肝門脈は消化管とつながり、消化吸収したものはここを通ってまず肝臓に入る（いきなり心臓に

はいかない）。 

※胆管は十二指腸とつながっており、胆汁が通る。これは「不要物の排出」と関係する。 



 

課題６ 教科書Ｐ１０９図１３を見て、肝小葉での液体の流れと、図１２との対応関係を確認せよ。 

※肝臓と小腸、心臓との位置関係を考えてみる。 

 

課題７ 肝臓の役割として「物質の流通」が挙げられるが、グルコースの流通量の調節はどのよう

になっているか、肝臓の役割を明らかにして説明せよ。 

※グルコースが多数つながったものがグリコーゲン。グリコーゲンは「貯蔵」専用。グルコースは

細胞がいつも「使う」ものであり、貯蔵には向かない。 

※グリコーゲンの「貯蔵」をしているのは、肝臓と筋肉だけ。全身のグルコースの流通量の調節に

は、筋肉ではなく肝臓が貢献している。 

 

課題９ 肝臓では、肝細胞と液体との間で物質のやり取りがあって、その上で肝細胞内で様々な代

謝が行われる。肝細胞と液体との間の物質のやり取りが行われているのは液体がどこを流

れているときか、教科書Ｐ１０９図１３で該当箇所を示せ。 

※肝細胞は、「類洞」に接して配置されている。 

 

課題１０ 肝臓の役割に「発熱」が挙げられることがある。なぜ肝臓では他の臓器に比べて大きな

発熱があるのか説明せよ。 

※エネルギーの変換の際には、必ず一部が熱エネルギーとして失われる。 

※化学反応の際にも、熱エネルギーが放出される。 

 

参考資料：大量ろ過と大量再吸収 

腎臓では、１日に１８０リットルもの原尿を作っている（大量にろ過）。 

しかし、その後、９９％もの水分が再吸収され、わずか１．５リットル（原尿の約１％）しか尿と

して排出されない。 

必要な分だけろ過して、そのまま尿として捨てれば「ムダ」がないように感じないだろうか？ 

だが、実際には、大量にろ過して、その後大量に再吸収するという、一見とても「ムダ」なことを

しているように見える。 

なぜ、こんなに「ムダ」なことをするのか？そこには深い理由がある。 

 

ポイント①：ろ過量は何で決まっているか？ 

糸球体の血圧。そんなに急に変わらない。 

ポイント②：再吸収量は何で決まっているか？ 

細尿管、集合管での再吸収。ホルモンによる調節。 

 

をふまえて、「夏の暑い日に大量に水分補給した」ことを考えてみる。 

 

①もし、「少量ろ過システム」だったら・・・？ 

急激に増えた水を排出できない！（ろ過量は急に増やせない） 

→むくみなど 

②もし、「大量ろ過・大量再吸収」だったら・・・？ 

再吸収量が９９％だったものを、９８％にしてやるだけで、尿の量は２倍に増える。 

→すぐに調節可能！ 



生物の体内環境プリント Ｎｏ３ 

自律神経系と内分泌系～「じっくり全身」、「素早く局所」で無意識に調節 

 

課題１ 自律神経には交感神経と副交感神経の２種類ある。この２種類の自律神経にはどのような

役割の違いがあるか、具体例とともに説明せよ。また、これらの神経が「拮抗的に」はた

らくとはどのようなことか説明せよ。 

※交感神経と副交感神経は、反対の作用を持つことが多い。また、多くの組織・器官に両方が分布

し、必要に応じていずれかの作用が優勢になる。 

 

課題２ 教科書Ｐ１１２表３に示された交感神経と副交感神経のはたらきを確認し、その意義を考

察せよ（例えば、交感神経がはたらくとひとみが拡大するのにはどのような意味があるか、

ということを考えてみる）。 

※交感神経＝闘争 or逃走、副交感神経＝睡眠モードという対比で理解する。 

ex）闘争モードのときに、瞳孔は大きい方がいい？睡眠モードのときに瞳孔は大きい方がいい？ 

 

課題４ 教科書Ｐ１１４発展のレーウィの実験から、心臓の拍動調節に関してどのようなことが考

察できるか説明せよ。 

※「神経がつながっていること」ではなく「情報伝達物質が到達すること」が重要であることがわ

かる。 

 

課題６ 以下の①～⑥のホルモンについて「ホルモンを分泌する内分泌線」「標的細胞」を答えよ。 

    ①甲状腺刺激ホルモン ②バソプレシン ③パラトルモン ④鉱質コルチコイド  

    ⑤グルカゴン ⑥インスリン 

※①脳下垂体前葉→甲状腺 ②脳下垂体後葉→腎臓の集合管 ③副甲状腺→骨に存在する細胞 

④副腎皮質→腎臓の細尿管 ⑤すラ A細胞→肝細胞 ⑥すラ B細胞→肝細胞 

 

課題７ ホルモンは内分泌線から分泌され、全身に運ばれる。 

    ①どのようにしてホルモンは全身に運ばれるのか説明せよ。 

    ②なぜホルモンは全身に運ばれるのに、特定の細胞にのみ作用することができるのか説明

せよ。 

※標的細胞には、ホルモンを受容する受容体が存在する。受容体はタンパク質でできているため、

「立体構造」がある。タンパク質の立体構造といえば、酵素を思い出すとよい。なぜはたらきに

かたちが大事だったのかを考える。 

 

課題９ 教科書Ｐ１１８図２１を見て、脳下垂体前葉と後葉のホルモンの「つくられる場所」の違

いを説明せよ。 

※ホルモンをつくるのは「細胞体」だが、分泌されるのは「軸索末端」。それぞれが、「間脳視床下

部」と「脳下垂体」のどちらに存在しているかに注目。 

 

課題 10 「フィードバック調節」とはどのような調節か、チロキシンの濃度の調節を例に説明せ

よ。 

※フィードバックには、「増えすぎたものを減らす」方法と「減りすぎたものを増やす」方法が考

えられるが、チロキシンの調節では「増えすぎたものを減らす」方法である。 



 

課題 11 血糖値を一定に保つために、内分泌系や自律神経系はどのような役割を果たしているか

説明せよ（高血糖時と低血糖時に分けて考えるとよい）。 

※自律神経は組織・器官にある作用を及ぼす。実際の血糖量調節では、肝臓に対してどんなホルモ

ンがどのように作用するかを考えることが重要（糖質コルチコイドは別に考える）。 

 

課題 12 教科書Ｐ１２２思考学習の考察１、考察２を説明せよ。 

※ホルモンＸ＝インスリン 

※「内分泌線（ホルモンをつくる側）」と、「標的細胞（ホルモンを受け取る側）」のどちらに原因

があるのかを考えるのが基本。インスリンがそもそも少ないということはどちらに原因がある？

あるいは、インスリンは十分あるのに血糖濃度が下がらないのはどちらに原因がある？ 

 

課題 13 教科書Ｐ１２３を読み、体温調節のしくみがどのようなしくみで行われているか説明せ

よ（低体温時と高体温時に分けて考えるとよい）。 

※「代謝＝一連の化学反応」であり、化学反応では必ず熱の放出が起こる。つまり、代謝が活発で

あるということは、熱の放出が多いということである。 

※寒冷時の応答を考えるための例え話。風呂の温度を一定に保つ方法には、「風呂にふたをして保

温する」方法と、「風呂に追い炊きをする」方法がある。 

 

 

生物の体内環境プリント Ｎｏ４ 

免疫のシステム～見分けて、伝えて、やっつける 

 

課題２ 第２の防衛ラインにおいて、以下の①、②を説明せよ。 

①マクロファージは「自分の細胞」と「異物」を見分けることができるか、できるとした

らどのように見分けているか。 

    ②マクロファージはどのように「異物」を処理しているか。 

※マクロファージや樹状細胞は、細胞表面に受容体を持っていて、病原体の「目印」となる成分を

受容体に結合させることによって、病原体を見分けている。 

※自分の細胞には、病原体の「目印」となる物質が存在しないので、自分の細胞を攻撃することな

く、病原体のみを取り込むことができる。 

 

課題３ 体液性免疫において、以下の①～③を説明せよ。 

①「こいつが異物だ！」を感じ取って免疫を発動させるのはどの細胞か。 

②「こいつが異物だ！」という情報はどう受け渡されていくのか。 

③実際に異物を処理するのは、どの細胞がどんな方法で行っているのか。 

※抗原提示は、以下のようなものである。 

樹状細胞「ＭＨＣ＋病原体の一部」 結合！ Ｔ細胞「Ｔ細胞受容体」 

樹状細胞「こいつが病原体です！」→Ｔ細胞「よし、わかった！」 

※樹状細胞は、取り込んだ病原体を分解して、その一部をＭＨＣに乗せて細胞表面に出す。 

※Ｂ細胞も、取り込んだ病原体を分解して、その一部をＭＨＣに乗せて細胞表面に出す。 

※ヘルパーＴ細胞は、Ｔ細胞受容体を持ち、「ＭＨＣ＋病原体の一部」のセットと結合して活性化

する。 



※活性化したヘルパーＴ細胞は、先ほどの樹状細胞と同じ「ＭＨＣ＋病原体の一部」のセットを持

つＢ細胞と結合し、「あなたのつくる抗体は役に立つからよろしく！」とお墨付きを与える。 

課題３の解答 

①樹状細胞 

②樹状細胞→ヘルパーＴ細胞→マクロファージ 

 樹状細胞→キラーＴ細胞 

③キラーＴ細胞：感染細胞を殺す 

 マクロファージ：死んだ感染細胞を貪食  

 

課題４ 細胞性免疫において、以下の①～③を説明せよ。 

①「こいつが異物だ！」を感じ取って免疫を発動させるのはどの細胞か。 

②「こいつが異物だ！」という情報はどう受け渡されていくのか。 

③実際に異物を処理するのは、どの細胞がどんな方法で行っているのか。 

※樹状細胞は、取り込んだ病原体を分解して、その一部をＭＨＣに乗せて細胞表面に出す。 

※Ｔ細胞は、Ｔ細胞受容体を持ち、「ＭＨＣ＋病原体の一部」のセットと結合して活性化する。 

※Ｔ細胞は、もともと膨大な種類が用意されている。その中から、特定のものだけが活性化する。 

 

課題４の解答 

①樹状細胞、（Ｂ細胞） 

②樹状細胞→ヘルパーＴ細胞→Ｂ細胞 

③Ｂ細胞が抗体を分泌→抗原抗体反応で異物を処理（マクロファージが異物を食べやすくする等） 

 

課題６ 自然免疫と適応免疫にはそれぞれに得意なことと不得意なことがある。 

①自然免疫の「得意なこと」「不得意なこと」をまとめよ。 

②適応免疫の「得意なこと」「不得意なこと」をまとめよ。 

※「反応の速さと強さ」と「排除できる異物の種類」に注目する。 

 

 

生物の体内環境プリント Ｎｏ５ 

免疫とヒト～インフルエンザの予防と治療のしくみ 

 

課題１ 病気を引き起こす主な原因であるバクテリアとウイルスはどのようなものか、その違いを

「大きさ」と「自己複製能力」という点について説明せよ。 

※大きさの比較は大まかには、「真核細胞 10μｍ」「原核細胞 1μｍ」「ウイルス 0.1μｍ」と

いうように 10倍ずつ違っているというイメージを持てるとよい。 

 

課題４ 抗生物質とはどのようなはたらきを持ち、どのような疾患に有効か説明せよ。また、風邪

のときに抗生物質を飲むことはどのような意味があるか説明せよ。 

※風邪の際の抗生物質は、風邪そのものを治癒しない。主に二次感染を防ぐことに効果がありそう

である。 

※抗生物質の多用は、「多剤耐性菌」を生み出す原因ともなる。適切なときに適切に使用すること

が望ましい。 

 



課題６ 教科書Ｐ１２８を読み、「炎症」に関して以下の問に答えよ。 

①炎症とは何によって生じるのか説明せよ。 

②炎症とはどのようなもので、治癒に向けてどのような意義があるか説明せよ。 

 

※炎症の 4兆候は、以下の通りである。 

発赤：患部が赤くなる（血管が広がるため） 

熱感：患部が熱をもつ（血管が広がるため。血管には“熱を運ぶ”はたらきもある） 

腫脹：患部が腫れる（血管の透過性が上がり、組織液が増えるため） 

疼痛：患部の痛み（痛みを伝える神経が興奮するため） 

 

課題７ ヒトで免疫に関する以下の事項についてそれぞれどのようなものか説明せよ。 

①エイズ（できればＨＩＶ感染者とエイズ患者の違いにも触れられるとよい） 

※ＨＩＶに感染しても、実際に症状が現れるまでには潜伏期間がある。 

 


