
  

薬理学 I（分子薬理） 学士試験 試験問題 （平成 19 年 2 月 2 日（金）） 
 

学籍番号：         氏名：              
 
 
１．(a) 下は vascular smooth muscle の細胞内 Ca2+濃度（[Ca2+]i）と収縮力（Fc）との

関連を示した図です。これと関係付けて収縮 agonist の作用機序について述べなさい。

(b) 収縮機序と関連して弛緩をもたらす５薬物群と代表的薬物名（それぞれ１つ）を

挙げ、用いられる病態・疾患を挙げなさい。 

90 mM KCl 
(10 min) 

Agonist     

[Ca2+]i 

Fc 
 

 
２．G-protein-coupled receptor とその cell signaling 機構の構造と機能を図示し簡潔に記

述しなさい。 
 
 
３．Local anesthetics の structure-activity relationship について述べなさい。 
 
４．以下の言葉や用語を簡潔に定義・説明しなさい。 
 
(a) Autoregulation of cerebral blood flow 

(b) Conjugation 

(c) Inverse agonist 

(d) Juxtaglomerular cell 

(e) Pharmacological preconditioning 

(f) Potassium sparing diuretics 

(g) Prepulse deinhibition 

(h) Schild plot or analysis 

(i) Sir W. James Black 

(j) Two-compartment model 

(k) Vascular remodeling 
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５．Choose the most appropriate answer (a – e) and write it in the parentheses.  
(1) A molecule that stimulates nitric oxide synthase (NOS), especially the eNOS isoform, is 

EXCEPT 
(a) Acetylcholine  
(b) ATP 
(c) Bradykinin  
(d) Histamine  
(e) Human atrial natriuretic peptide 
 
(2) Adrenaline added to a solution of lidocaine for a peripheral nerve block will EXCEPT 
(a) Decrease the risk of cardiac conduction block 
(b) Decrease the risk of convulsions 
(c) Decrease the risk of ischemia  
(d) Increase the duration of anesthetic action of the local anesthetic 
(e) Increase the fraction to permeate the axolemma 
 
(3) Which of the following does not cause skeletal muscle contractions or twitching?  
(a) Acetylcholine  
(b) Nicotine  
(c) Strychnine  
(d) Succinylcholine  
(e) Vecuronium  
 
(4) Which of the following drugs is capable of maintaining blood levels for 24 h after a single 

administration but has useful antianginal effects lasting only about 10 h?  
(a) Diltiazem 
(b) Isosorbide mononitrate (per oral) 
(c) Nifedipine 
(d) Nitroglycerin (transdermal) 
(e) Verapamil 
 
(5) Drugs that have been found to be useful in one or more types of heart failure include all of 

the following EXCEPT  
(a) Alpha-adrenoceptor agonists 
(b) Angiotensin AT1 receptor blockers 
(c) Beta-adrenoceptor agonists  
(d) Diuretics  
(e) Na+/K+ ATPase inhibitors 
(1)( ) (2)( ) (3)( ) (4)( ) (5)( ) 
 
６．以下の文章が正しければ○、間違いであれば×をつけなさい。 
（１）心臓は副交感神経支配が優位なため、nicotine の急性中毒症においては、心拍
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数は当初増加するがその後減少する。 

（２）α2 受容体アゴニストの dexmedetomidine は中枢性鎮静鎮痛薬として使用され、

呼吸抑制作用が少ないため、手術時の人工呼吸管理下では勿論、離脱時や抜管後

も投与を継続できる。 

（３）瞳孔散大筋は交感神経支配（α1）であるが，  瞳孔括約筋は副交感神経支配

（M３）である。 

（４）選択的 5-HT4 受容体拮抗薬は消化管運動機能改善薬として使用される。 

（５）Botulinum toxin は SNARE タンパク質のリン酸化を阻害することにより、神経

終末からの acetylcholine の放出を阻害する。 

 

（１）（  ）（２）（  ）（３）（  ）（４）（  ）（５）（  ） 

 
７．未治療の Zollinger-Ellison 症候群患者に合併するとされる貧血は何か、その発症

機序、特有の症状、治療上の注意も含めて述べなさい。 
 
 
８． clopidogrel の作用機序と特徴、またその適応疾患について述べよ。 
 
 
９．t-PA 製剤の作用機序と特徴を urokinase と比較して述べよ。また、t-PA 製剤の適

応症を記せ。 
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薬理学 I（分子薬理） 再試験 試験問題（平成 19 年 2 月 16 日（金）） 
 

学籍番号：         氏名：              
 
 

１．薬物の反応は concentration-response curve で analysis される。その major factors of the 
curve について種々の agonists と antagonists の curve を書いて説明しなさい。 
 
 
２． Nitroglycerin はどのような mechanism of action と therapeutic effects で anginal attack
を治療するのかを説明しなさい。 
 
 
３．Voltage-dependent cation channels とその cellular function に関する構造と機能を図示

し簡潔に記述しなさい。Voltage-dependent cation channels に影響する薬物や毒物を上げ、

前者の適応症・治療機序と副作用、後者の有害作用を述べなさい。 
 
 
４．以下の言葉や用語を簡潔に定義・説明しなさい。 
 
(a) Autoregulation of cerebral blood flow 

(b) Ca receptor  

(c) Conjugation 

(d) Juxtaglomerular cell 

(e) Prepulse deinhibition 

(f) Schild plot or analysis 

(g) Sir W. James Black 

(h) Two-compartment model 

(i) Vascular remodeling  

５．Choose the most appropriate answer (a – e) and write it in the parentheses.  
(1) A molecule that stimulates nitric oxide synthase (NOS), especially the eNOS isoform, is 

EXCEPT 
(a) Acetylcholine  (b) ATP  (c) Bradykinin  (d) Histamine  
(e) Human atrial natriuretic peptide 
 
(2) Adrenaline added to a solution of lidocaine for a peripheral nerve block will EXCEPT 
(a) Decrease the risk of cardiac conduction block 
(b) Decrease the risk of convulsions 
(c) Decrease the risk of local ischemia  
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(d) Increase the duration of anesthetic action of the local anesthetic 
(e) Increase the fraction to permeate the axolemma 
 
(3) Which of the following does not cause skeletal muscle contractions or twitching?  
(a) Acetylcholine  (b) Nicotine  (c) Strychnine  (d) Succinylcholine  
(e) Vecuronium  
 
(4) Which of the following drugs is capable of maintaining blood levels for 24 h after a single 

administration but has useful antianginal effects lasting only about 10 h?  
(a) Diltiazem (b) Isosorbide mononitrate (per oral) (c) Nifedipine 
(d) Nitroglycerin (transdermal) (e) Verapamil 
 
(5) Drugs that have been found to be useful in one or more types of heart failure include all of 

the following EXCEPT  
(a) Alpha-adrenoceptor agonists (b) Angiotensin AT1 receptor blockers 
(c) Beta-adrenoceptor agonists  (d) Diuretics  (e) Na+/K+ ATPase inhibitors 
 
(1)( ) (2)( ) (3)( ) (4)( ) (5)( ) 
 
６．以下の（１）から（３）までは、正しければ○、間違いであれば×をつけなさい。

また（４）（５）は、正しい選択肢を一つ選びなさい。 
 
（１）アドレナリンβ2 受容体アゴニストは、喘息治療薬や子宮運動抑制薬として使

用される。 
（２）ドーパミンＤ2 受容体拮抗薬は消化管運動機能改善薬として使用される。 
（３）ニコチンの急性中毒による死亡原因は、心血管系の機能不全による場合が多い。 
（４）抗ムスカリン薬の使用目的として一般に認められていないものはどれか。 
a. 散瞳剤 b. 手術前処置薬 c.抗パーキンソン病薬 d.降圧薬 e.気管支拡張薬 
（５）Botulinum toxinによる食中毒の症状と考えられる症状はどれか。 
a. 気管支攣縮 b. 毛様体筋麻痺 c. 下痢 d. 骨格筋攣縮 e. 過呼吸 
 
（１）（  ）（２）（  ）（３）（  ）（４）（  ）（５）（  ） 
 
７． Sideroblastic anemia の病態、種々の発症機序、特徴的な検査所見、治療につい

て記せ。 
 
 
８． 抗血小板薬としての ticlopidine の作用機序、特徴について述べよ。 
 
 
９. Heparin の作用機序、適応症、使用上の注意等を記せ。また、また低分子ヘパリ

ンの特徴についても述べよ。 
  


