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平成１８年度臨床薬理試験問題（本試）平成１８年１１月１４日１７時から１９時 
解答はマークシート用紙と問題の両方に記載すること。付け間違いを救済できる。 
 
学籍番号       氏名                          
 
 
問１．胃酸分泌に主に関与する胃の壁細胞の受容体の正しい記載の組み合わせを選びなさい．（木内喜孝） 
1. ムスカリン受容体 
2. セロトニン受容体 
3. ヒスタミン受容体（H2） 
4. ガストリン受容体 
5. エストロゲン受容体 
 
a. (1 , 2 ,3 ) b. (1, 3, 4 ) c. (3, 4, 5 ) d. (1, 3, 5 ) e. (2, 4, 5 ) 
 

 
答 b 
 
問２．ヘリコバクターピロリについて正しい記載の組み合わせを選びなさい．（木内喜孝） 
1. 60 歳代の日本人の約 5％が感染している 
2. 感染者の 1-4％が，胃潰瘍を発症する． 
3. 現在日本で，除菌療法の対象者は感染者全員である． 
4. 除菌療法には，ヒスタミン受容体拮抗薬も使用される． 
5. 除菌療法には，プロトンポンプ阻害薬も使用される． 

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

 
答  d 
 
問３．ヘリコバクターピロリ除菌療法について正しい記載の組み合わせを選びなさい．（木内喜孝） 
1. 除菌後の再感染率は１０％/年である． 
2. クラリスロマイシン耐性の場合、メトロニダゾールを使用する． 
3. アモキシシリン耐性のピロリ菌が日本では多い． 
4. クラリスロマイシン使用後，２次耐性菌の出現が臨床上問題となっている． 
5. 除菌のための内服期間は 7日間である． 

 
a. (1 , 2 ,3 ) b. (2, 3, 4 ) c. (3, 4, 5 ) d. (1, 3, 5 ) e. (2, 4, 5 ) 
 
答 e 
 
問４．ヘリコバクターピロリ除菌療法の主要な２つの副作用の組み合わせを選びなさい．（木内喜孝） 
1. 不眠 
2. 出血性腸炎 
3. 下痢 
4. 易感染 
5. 高血圧 

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

 
答  c  
 
問５．除菌失敗の主要な原因を３つ選びなさい．（木内喜孝） 
1. 薬剤代謝酵素多型に起因する代謝能の個体差 
2. 喫煙 
3. コンプライアンスの悪さ 
4. 飲酒 
5. 肥満 
 
a. (1, 2 ,3 ) b. (2, 3, 4 ) c. (3, 4, 5 ) d. (1, 3, 5 ) e. (2, 4, 5 ) 
 

 
答  a 
 
問６．降圧薬に関し正しい組み合わせはどれか。(今井) 
1. クロニジン、グアナベンズは中枢交感神経のα１受容体を刺激して降圧効果をもたらす。 
2. β－遮断薬であるプロプラノロール、メトプロロールは主に肝で代謝を受け、アテノロール、ナドロールは主
として腎から排泄される。 

3. β－遮断薬であるプロプラノロールやメトプロロールは、シメチジンやフェノバルビタール、フェニトイン、
リファンピシンにより代謝が抑制され、β－遮断薬の作用が増強する。 

4. プラゾシン、ブナゾシン、ドキサゾシンは、交感神経α１受容体を遮断して末梢血管拡張をもたらし降圧効果
を示す。 

5. ジヒドロピリジン系 Ca 拮抗薬は、主としてチトクロム P450（CYP3A4）により代謝されるので、ジアゼパム、
オメプラゾール、イトラコナゾールのような 3A4 により代謝される薬物との併用でジヒドロピリジン系 Ca 拮抗
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薬の効果を増強する。 
 
a. (1, 2 ,3 ) b. (2, 3, 4 ) c. (3, 4, 5 ) d. (1, 3, 5 ) e. (2, 4, 5 ) 
 

 
解答 e 
 
問７．非オピオイド鎮痛薬について正しいのはどれか。(山室) 
1. NSAIDs の鎮痛はプロスタグランジンの合成阻害によって得られる 
2. シクロオキシキナーゼ(COX)には、3つのタイプがある 
3. COX-２を選択的に阻害する NSAIDs は、胃腸障害や腎機能障害が少ない 
4. オピオイドと NSAIDs を併用しても鎮痛効果は変わらない 
5. アセトアミノフェンは血液凝固能に対する影響が少ない 
 
a. (1, 2, 3 ) b. (2, 3, 4 ) c. (3, 4, 5 ) d. (1, 3, 5 ) e. (2, 4, 5 ) 

 
正解 ｄ. 
 

問８. オピオイドについて正しいのはどれか。(山室) 
1. モルヒネの代謝産物には薬理学的な活性がない 
2. フェンタニルは、モルヒネより便秘が起こりやすい 
3. モルヒネの鎮痛作用には、天井効果がない。 
4. モルヒネによる便秘は、モルヒネ使用中は持続する 
5. オピオイドの鎮痛至適量は、各個人によって異なる 
 
a. (1, 2, 3 ) b. (2, 3, 4 ) c. (3, 4, 5 ) d. (1, 4, 5 ) e. (2, 4, 5 ) 

 
正解 ｃ. 
 

問９. WHO がん疼痛治療指針に合っているのはどれか？(山室) 
（1） 出来る限り簡便な方法として経口投与を優先する 
（2） 痛みの有無に関係なく定時あるいは連続的に投与する 
（3） 痛みの強さに応じて鎮痛薬を段階的に用いる 
（4） 副作用予防のため鎮痛薬は最少必要量を投与する 
（5） がん終末期患者に適応される治療方針である 

 
a. (1, 2, 3 ) b. (1, 2, 5 ) c. (1, 4, 5 ) d. (2, 3, 4 ) e. (3, 4, 5 ) 
 
 
正解 a 

 
問１０．ドーパミンアゴニストの副作用として注意すべきものはどれか？(武田)  
 1. 薬剤性パーキンソニズム。 
 2. 心臓弁膜症。 
 3. 低血圧症。 
 4. 認知障害。 
   
a. (1, 2)     b. (1, 3)     c. (1, 4)     d. (2, 3)     e (2, 4) 
 
答 d  
 
 
問１１．L-DOPA 薬効不十分の場合の対処として正しいのはどれか？(武田）  
1. ドーパミンアゴニストの併用。 
2. 制酸剤の併用。 
3. 低蛋白食餌療法を併用。 
4. 食前投与から食後投与への変更。 
  
a. (1, 2)     b. (1, 3)     c. (1, 4)     d. (2, 3)     e (2, 4) 
 
答  ｂ  
 
 
問１２．抗コリン系の抗パーキンソン病薬副作用として正しいものはどれか？(武田)  
1. 視覚調節障害 
2. 筋弛緩・脱力 
3. 記憶障害 
4. 頻尿 
  
a. (1, 2)     b. (1, 3)     c. (1, 4)     d. (2, 3)     e (2, 4) 
 
答  ｂ  
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問１３．悪性症候群について正しいのはどれか？(武田)  
1. 脱水や便秘が誘発因子となる。 
2. ドーパミン受容体の遮断が誘引と考えられている。 
3. 冬に多い。 
4. 一過性であり予後は比較的良い。 

 
a. (1, 2)     b. (1, 3)     c. (1, 4)     d. (2, 3)     e (2, 4) 
 
答  a  
 
 
問１４．パーキンソン症侯群を増悪させる可能性のある薬剤はどれか？(武田) 
１ 制吐剤 
２ モノアミン酸化酵素阻害剤 
３ 抗ムスカリン受容体阻害剤 
４ 抗精神病薬 
 
a. (1, 2)     b. (1, 3)     c. (1, 4)     d. (2, 3)     e (2, 4) 
 
 
答  c  
 
問１５．高脂血症の治療とリポタンパクに関する次の記述について、正しいものはどれか。(石垣)  
a. 喫煙はＬＤＬコレステロールを減少させ、ＨＤＬコレステロールを増加させる。  
b. フィブラート薬は主にＬＤＬコレステロールを低下させる。  
c. 陰イオン交換樹脂は主として中性脂肪を減少させる。  
d. ニコチン酸はＨＤＬコレステロール低下作用を持つ。  
e. プロブコールはＬＤＬコレステロールを低下させるとともに、ＨＤＬコレステロールも低下させる。  

  
正解 e 
 
問１６．47 歳、男性、検診にて高脂血症を指摘され受診した。総コレステロール 298 mg/dl, 中性脂肪 120 mg/dl, 
HDL コレステロール 46 mg/dl。治療法として適切でないのはどれか。(石垣) 
 
a. ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害薬 
b. 食事カロリー制限 
c. 運動療法 
d. 陰イオン交換樹脂  

  e. フィブラート薬  
 
正解 e 
 
  
問１７．高脂血症治療薬と副作用の関係で正しい組合せはどれか。(石垣)  
a. ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害薬 ----- 便秘 
b. プロブコール ----- ＱＴ延長  
c. 陰イオン交換樹脂 ----- 横紋筋融解 
d. ニコチン酸 ----- 出血傾向  
e. ＥＰＡ ----- 顔面紅潮  

  
 
正解 b 
 
問１８．高脂血症治療薬の特徴に関する次の記述について、誤っているものはどれか。(石垣) 
a. EPA 製剤は元々魚の摂取量の多い日本人には効果はほとんどみられない。 
b. ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害薬は世界でもっとも多く用いられている高脂血症治療薬である。 
c. フィブラート薬は中性脂肪に富むリポタンパクの異化を促進することで中性脂肪を低下させる。 
d. 陰イオン交換樹脂は消化管内で薬物を吸着することによる相互作用に注意が必要である。 
e. プロブコールは強い抗酸化作用が認められている。  

 
正解 a 
 
 
問１９．高脂血症の治療に関する次の記述について、正しいものはどれか。(石垣) 
a. 狭心症を治療中の患者のＬＤＬコレステロール目標値は 120 mg/dl 以下である。  
b. ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害薬とフィブラート薬の併用は積極的におこなうべきである。 
c. ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害薬は肝臓でのコレステロール分解を促進することで血中コレステロールを低下
させる。 

d. 家族性高コレステロール血症の患者には、通常ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害薬が第一選択薬である。 
e.  ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害薬の副作用で筋肉症状がみられる際には必ずＣＫの上昇をともなう。 
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正解 ｄ 
 
問２０．治療薬用量のニコランジルの効果の特徴は以下のようなものである。誤っているものを 2つ選べ？（柳澤） 
1. 心筋活動電位短縮 
2. 内皮機能の補完 
3. 心拍数減少 
4. 末梢動脈拡張 
5. 虚血心筋保護 
 
a. (1, 2)     b. (2, 4)     c. (2, 3)     d. (3, 4)     e (4, 5) 
 

解答 d   
 
問２１．プロプラノロールの適応で正しいものはどれか？(柳澤) 
 a. 房室ブロック 
 b. 気管支喘息 
 c. 上室性頻拍 
 d. 心筋梗塞後の心室性不整脈 
 e. 局所麻酔薬中毒 
 
正解 c 
 
問２２．サルファ薬に関する以下の文で誤ったものはどれか？ 
 a．最大限の抗菌活性のためには活発に増殖している菌を必要とする。 
 b．アレルギー反応は頻度の高い副作用である。 
 c．重度の腎機能障害を持つ患者での使用は結晶尿をもたらす。 
 d．ワルファリンの効果を減弱させる。 
 e．ジヒドロプテロイン酸合成酵素に対する p-アミノ安息香酸と競合する。 
 
正答＝d  
 
問２３．ペニシリン系抗菌薬の細菌細胞への作用機序はどれか。一つ選べ。(渡辺) 
a. 細胞壁合成阻害 
b. 細胞質膜合成阻菩 
c. 蛋白合成阻害 
d. 葉酸合成阻害 
e. 核酸合成阻害 

 
正解 a 
予想難易度：易 
 
間２４．化学構造中にβ−ラクタム環を持たない抗菌薬はどれか。一つ選べ。(渡辺) 
a.  ペニシリン系薬 
b. セフェム系薬 
c. カルバペネム系薬 
d. モノバクタム系薬 
e. キノロン系薬 

 
正解 e 
予想難易度：中 
 
間２５．アミノ配糖紘系抗菌薬の代表的な副作用はどれか。二つ選べ。(渡辺) 
 
1. 聴神経障害 
2. 歯牙黄染 
3. 肝機能障害 
4. 腎機能障害 
5. 光線過敏症 

 
a. (1, 2)     b. (1, 4)     c. (2, 3)     d. (2, 5)     e (4, 5) 
 
正解 b 
予想難易度：中 
 
問２６．70 歳の女性。2日間の温泉旅行から帰ってきた 3日後から高熱、呼吸困難、咳が出現、見当識障害も伴っ
て受静した。白血球数 12600 / mm3、CRP 28．8mg / dl、胸部レ線写真で左右の肺に多発する浸潤性陰影を認め、
重症観がある。選択すべき適切な抗菌薬はどれか。二つ選べ。 
 
1. ペニシリン系薬 
2. セフェム系薬 
3. カルバペネム系薬 
4. キノロン系薬 
5. リファンピシン 
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a. (1, 2)     b. (1, 4)     c. (2, 3)     d. (2, 5)     e (4, 5) 

 
正解 e 
予想難易度：難 
 
問２７．1 日投与総量を同じに固定した際、少数回で投与するよりも多数回に分けて投与する方が治療効果の上が
る抗菌薬はどれか。一つ選べ。 
 
a. アミノ配糖体 
b. ペニシリン系薬 
c. テトラサイクリン系薬 
d. キノロン系薬 
e. リファンピシン 

 
正解 b 
予想難易度：難 
 
問２８．35歳女性。典型的な甲状腺中毒症があり、フリーT4，T3著しく高値。抗TSH受容体抗体陽性でバセドウ病と
診断された。2ケ月前からチアマゾール（メルカゾール）30 mg／日とβ−blocker（プロプラノロール：インデラル 
30 mg／日）を投与され自覚症状は消失し−FT4正常化FT3若干高値まで改善している。今後の治療方針として適切な
ものはどれか。(吉田) 
 
a. チアマゾールとプロプラノロールを同量もう 3ケ月継続する。 
b. チアマゾールとプロプラノロールを中止する。 
c. チアマゾールのみ同量 3ケ月継続する。 
d. プロプラノロールのみ同量 3ケ月継続する。 
e. チアマゾールを 20−15mg／日に減量し、プロプラノロールを中止する。 

 
解答 e 
 
問２９．26 歳女性 4〜5ケ月前から動悸、体重減少があり、バセドウ病と診断された。2ケ月前からチアマゾール（メ
ルカゾール）30mg／日の服用を開始したところ、昨日から 39℃の発熱および咽頭痛があり、受診した。最も必要な
検査を 1つ選べ。(吉田) 
 
a. 尿 
b. 血算（分画も含む） 
c. 肝機能                             ． 
d. 甲状腺ホルモン 
e. 抗核抗体 

 
解答 b 
 
問３０．成人原発性甲状腺機能低下症のℓ-サイロキシン（T4）ナトリウム（チラーヂンS）による治療について正し
いものを 2つの組み合わせを選べ。(吉田) 
 
a. 少量から始め少しずつ増量する。 
b. 3−5％の例に発疹の副作用をおこす。 
c. 通常 1日 3回に分けて投与する。 
d. 維持舅は血清T4を正常に保つ量である。 
e. 妊婦に投与しても問題ない。 

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

解答 e 
 
問３１．狭心症患者の治療に関して、正しいものはどれか。(加賀谷) 
a. 労作性狭心症の発作を予防するには、カルシウム拮抗薬が最も重要である。 
b. 冠攣（れん）縮性狭心症の発作時に、硝酸薬の舌下錠はほとんど無効である。 
c. 冠攣（れん）縮性狭心症の発作を予防するには、β遮断薬が最も有効である。 
d. 労作狭心症患者の症状が安定しているときには、アスピリンは原則として必要がない。 
e. 労作性狭心症患者の血清コレステロール値に関しては、高血圧や糖尿病のみを持つ患者に比べてより低い目標
値が設定されている。 

 
解答：e 
 
問３２．急性心不全患者の治療に関して、正しいのはどれか。(加賀谷) 
a. 多臓器不全が発生する前に機械的補助循環による治療を開始すべきである。 
b. 利尿薬のみで治療してはいけない。 
c. 血圧が低下してショックになっている患者には、ドブタミンが第一選択薬である。 
d. ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチドの作用機序は、利尿作用のみに限られる。 
e. Phosphodiesterase (PD) III 阻害薬（ミルリノン）は、できる限り長期に使用したほうが良い。 
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解答：a 
 
問３３．慢性心不全患者の治療に関して、正しいのはどれか。(加賀谷) 
a. ジゴキシンは、ほとんどの慢性心不全患者にとって第一選択薬といえる。 
b. β遮断薬の投与は、ごく少量から開始して少しずつ増量するのが原則である。 
c. アンジオテンシン変換酵素阻害薬の投与を受けて安定している患者においては、食塩の制限は必要ではない。 
d. 利尿薬は、原則として全ての患者に投与されるべきである。 
e. アンジオテンシン受容体拮抗薬は、慢性心不全患者に投与されるべきではない。 
 

解答：b 
 
問３４. 薬物治療上正しい組み合わせはどれか。a-eの中から 1つ選べ。(福土) 
(1) 過敏性腸症候群 ─  ghreline 
(2) 胃食道逆流症  ─  omeprazole 
(3) functional dyspepsia ─  mosapride 
(4) 糖尿病性ガストロパレーシス ─ scopolamine butylbromide 
 
a. (1) (2)のみ 
b. (2) (3)のみ 
c. (1) (3) (4)のみ 
d. (4) のみ 
e. (1) -(4) 全て 
 
 
問３５. 消化管運動を亢進させる作用が明瞭な薬物はどれか。a-eの中から 1つ選べ。(福土) 
(1) imipramine 
(2) diazepam 
(3) ondansetron 
(4) neostigmine 
 
a. (1) (2)のみ 
b. (2) (3)のみ 
c. (1) (3) (4)のみ 
d. (4) のみ 
e. (1) -(4) 全て 
 
 
問３６. 疾患名+合併疾患名 ─ 治療薬 1 ─ 治療薬 2の組み合わせを示す。この中で、処方が可能な正しい組み合
わせはどれか。a-eの中から 1つ選べ。(福土) 
(1) 過敏性腸症候群+筋緊張性頭痛 ─ fluvoxamine ─ tizanidine 
(2) functional dyspepsia+急性狭隅角緑内障 ─ mosapride ─ diazepam 
(3) パーキンソン病+便秘 ─ amantadine ─ metoclopramide 
(4) パーキンソン病+便秘 ─ L-dopa ─ picosulfate 
 
a. (1) (2)のみ 
b. (2) (3)のみ 
c. (1) (3) (4)のみ 
d. (4) のみ 
e. (1) -(4) 全て 
 
 
問３７. 臨床薬理上正しい処置はどれか。a-eの中から 1つ選べ。(福土) 
(1) 腸閉塞患者の便秘を改善させるために polyethylene glycol を投与した。 
(2) 抗生物質投与後の下痢に loperamide を処方した。 
(3) functional dyspepsia 患者に特に断らずに抗不安薬を処方した。 
(4) 妊娠反応陰性の女性の悪心に domperidon を投与した。 
 
a. (1) (2)のみ 
b. (2) (3)のみ 
c. (1) (3) (4)のみ 
d. (4) のみ 
e. (1) -(4) 全て 
 
 
問３８. 68 歳男性。排尿困難を訴えて救急部を受診した。直腸指診で直腸の前壁に弾性硬で鶏卵大の構造を蝕知し、
直ちに導尿して症状は軽快した。服用薬を調べたところ、(1)-(4)の薬物を服用しはじめたことが判った。この患者
の症状を招いた原因として可能性の高い薬物はどれか。a-e の中から 1つ選べ。(福土) 
 
(1) polycarbophil 
(2) pravastatin 
(3) Lactobacillus bifidus 
(4) amitriptyline 
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a. (1) (2)のみ 
b. (2) (3)のみ 
c. (1) (3) (4)のみ 
d. (4) のみ 
e. (1) -(4) 全て 
 
*********************************************************************************************** 
消化管機能薬理試験問題解答・解説 
 
1. 薬物治療上正しい組み合わせはどれか。a-eの中から 1つ選べ。 
×(1) 過敏性腸症候群 ─  ghreline 
○(2) 胃食道逆流症 ─  omeprazole 
○(3) functional dyspepsia ─  mosapride 
×(4) 糖尿病性ガストロパレーシス ─ scopolamine butylbromide 
 
×a. (1) (2)のみ 
○b. (2) (3)のみ 
×c. (1) (3) (4)のみ 
×d. (4) のみ 
×e. (1) -(4) 全て 
 
難易度易。講義に出席していれば正解。 
 
 
2. 消化管運動を亢進させる作用が明瞭な薬物はどれか。a-eの中から 1つ選べ。 
×(1) imipramine 
×(2) diazepam 
×(3) ondansetron 
○(4) neostigmine 
 
×a. (1) (2)のみ 
×b. (2) (3)のみ 
×c. (1) (3) (4)のみ 
○d. (4) のみ 
×e. (1) -(4) 全て 
 
難易度易。講義に出席していれば正解。 
 
 
3. 疾患名+合併疾患名 ─ 治療薬 1 ─ 治療薬 2 の組み合わせを示す。この中で、処方が可能な正しい組み合わせ
はどれか。a-eの中から 1つ選べ。 
×(1) 過敏性腸症候群+筋緊張性頭痛 ─ fluvoxamine ─ tizanidine（併用禁忌） 
×(2) functional dyspepsia+急性狭隅角緑内障 ─ mosapride ─ diazepam（禁忌） 
×(3) パーキンソン病+便秘 ─ amantadine ─ metoclopramide（副作用） 
○(4) パーキンソン病+便秘 ─ L-dopa ─ picosulfate（併用可能） 
 
×a. (1) (2)のみ 
×b. (2) (3)のみ 
×c. (1) (3) (4)のみ 
○d. (4) のみ 
×e. (1) -(4) 全て 
 
難易度中。講義に出席し、基礎薬理学の講義も理解していれば正解。 
 
 
4. 臨床薬理上正しい処置はどれか。a-eの中から 1つ選べ。 
×(1) 腸閉塞患者の便秘を改善させるために polyethylene glycol を投与した。（禁忌） 
×(2) 抗生物質投与後の下痢に loperamide を処方した。（危険） 
×(3) functional dyspepsia 患者に特に断らずに抗不安薬を処方した。（危険） 
○(4) 妊娠反応陰性の女性の悪心に domperidon を投与した。（可能） 
 
×a. (1) (2)のみ 
×b. (2) (3)のみ 
×c. (1) (3) (4)のみ 
○d. (4) のみ 
×e. (1) -(4) 全て 
 
難易度中。講義に出席し、配布プリントを一読していれば正解。 
 
 
5. 68 歳男性。排尿困難を訴えて救急部を受診した。直腸指診で直腸の前壁に弾性硬で鶏卵大の構造を蝕知し、直
ちに導尿して症状は軽快した。服用薬を調べたところ、過敏性腸症候群、高脂血症、うつ病のため、(1)-(4)の薬物
を服用しはじめたことが判った。この患者の症状を招いた原因として可能性の高い薬物はどれか。a-e の中から 1
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つ選べ。（診断は前立腺肥大） 
 
×(1) polycarbophil（抗コリン作用なし） 
×(2) pravastatin（抗コリン作用なし） 
×(3) Lactobacillus bifidus（抗コリン作用なし） 
○(4) amitriptyline（抗コリン作用あり） 
 
×a. (1) (2)のみ 
×b. (2) (3)のみ 
×c. (1) (3) (4)のみ 
○d. (4) のみ 
×e. (1) -(4) 全て 
 
難易度難。講義に出席し、配布プリントを一読し、前立腺肥大の知識があれば正解。 
****************************************************************************************** 
 
問３９．喘息治療として、正しい記載を 3つ選べ。（田村） 
1. 喘息治療の基本は、喘息発作を予防することである。 
2. 抗喘息薬は長期管理薬と発作治療薬に大別される。 
3. 長期管理薬は、全て抗炎症薬である。 
4. 経口薬に比べて、吸入薬の効果は不十分である。 
5. 持続型喘息の第一選択薬は、吸入ステロイド薬である。 

 
a．(1，2，3)．  b．(1，2，5)．  c．(1，4，5)．  d．(2，3，4)．  e．(3，4，5)． 
〈正解：ｂ〉 
 
問４０．吸入ステロイド薬として、正しい記載を 3つ選べ。（田村） 
1. 他の剤形に比べて、最も副作用が少ない。 
2. 気道平滑筋の直接の拡張作用がある。 
3. 定量噴霧吸入製剤の基材は、全てフロンである。 
4. ドライパウダー製剤は、自己の吸気力で吸入する-。 
5. ブデソニド（BUD）は妊婦や胎児に対する安全性が確立している。 

 
a．(1，2，3)．  b．(1，2，5)．  c．(1，4，5)．  d．(2，3，4)．  e．(3，4，5)． 
〈正解：ｃ〉 
 
問４１．β2－刺激薬として、正しい記載を 3つ選べ。（田村） 

1. 短時間作用性の吸入β2－刺激薬は、全て発作治療薬である。 
2. 短時間作用性の吸入β2－刺激薬は、慢性管理の指標として用いられる。 
3. ツロブテロール貼付薬は長時間作用性β2－刺激薬である。 
4. 長時間作用性の吸入β2－刺激薬は、単独で使用すべきである。 
5. 長時間作用性の吸入β2－刺激薬は、持続型喘息の第１選択薬である。 
 

a．(1，2，3)．  b．(1，2，5)．  c．(1，4，5)．  d．(2，3，4)．  e．(3，4，5)． 
〈正解：ａ〉 
 
問４２．テオフィリン薬について、正しい記載を 3つ選べ。（田村） 
1. 喘息発作時にアミノフィリンを投与する場合は、静注とすべきである。 
2. テオフィリン代謝には、個体差があるので、血中濃度を測定する必要がある。 
3. 血中テオフィリン濃度を増加させる薬剤があるので、併用薬剤に注意が必要である。 
4. テオフィリン血中濃度が上昇し過ぎると死亡する場合がある。 
5. 徐放性テオフィリン薬は、吸入ステロイド薬への併用効果がない。 

 
a．(1，2，3)．  b．(1，2，5)．  c．(1，4，5)．  d．(2，3，4)．  e．(3，4，5)． 
〈正解：ｄ〉 
 
問４３．ロイコトリエン受容体拮抗薬について、正しい記載を 3つ選べ。（田村） 
1. ロイコトリエン受容体拮抗薬は、抗炎症効果を示さない。 
2. ロイコトリエン受容体拮抗薬は、すべてCysLT2の受容体拮抗薬である。 
3. ロイコトリエン受容体拮抗薬は、長期管理薬として位置付けられる。 
4. ロイコトリエン受容体拮抗薬は、抗アレルギー薬の中で最も抗喘息効果が高い。 
5. ロイコトリエン受容体拮抗薬は、他のすべての抗喘息薬との併用効果を示す。 

 
a．(1，2，3)．  b．(1，2，5)．  c．(1，4，5)．  d．(2，3，4)．  e．(3，4，5)． 
〈正解：e〉 
 
糖尿病代謝科 鈴木 進 
 
問４４．糖尿病治療薬とその作用標的臓器の正しい組み合わせはどれか．２つ選べ．(鈴木) 
1. スルホニル尿素薬・・・・・・・・・・ 筋肉 
2. ビグアナイド薬・・・・・・・・・・・ 肝臓 
3. α-グルコシダーゼ阻害薬・・・・・・・ 小腸 
4. チアゾリジン薬・・・・・・・・・・・ 膵β細胞 
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5. グリニド系薬・・・・・・・・・・・・・脂肪組織 
 
a. (1, 2)     b. (2, 4)     c. (2, 3)     d. (2, 5)     e (1, 5) 

 
答：c 
 
問４５．インスリン分泌促進作用がある経口糖尿病治療薬はどれか．２つ選べ．(鈴木) 
1. スルホニル尿素薬 
2. ビグアナイド薬 
3. α-グルコシダーゼ阻害薬 
4. チアゾリジン薬 
5. グリニド系薬 

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

 
答：e 
 
問４６．インスリン抵抗性改善作用がある経口糖尿病治療薬はどれか．２つ選べ．(鈴木) 
1. スルホニル尿素薬 
2. ビグアナイド薬 
3. α-グルコシダーゼ阻害薬 
4. チアゾリジン薬 
5. グリニド系薬 

 
 a. (1, 2)     b. (2, 4)     c. (2, 3)     d. (3, 5)     e (1, 5) 
 
答：b 
 
問４７．糖尿病治療薬の副作用について正しいのはどれか．２つ選べ．(鈴木) 
1. スルホニル尿素薬・・・・・・・ 低血糖 
2. ビグアナイド薬・・・・・・・・ 浮腫，貧血  
3. αグルコシダーゼ阻害薬・・・・ 放屁，鼓腸 
4. チアゾリジン薬・・・・・・・・ 低血糖  
5. グリニド系薬・・・・・乳酸アシドーシス 

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

 
答：c 
 
問４８．インスリン療法の絶対的適応はどれか．3つ選べ．(鈴木) 
1. 糖尿病性ケトアシドーシス 
2. 食事，運動療法で良好なコントロールが得られない糖尿病合併妊娠 
3. 肥満 2型糖尿病 
4. 高齢者２型糖尿病 
5. １型糖尿病 

 
a．(1，2，3)．  b．(1，2，5)．  c．(1，4，5)．  d．(2，3，4)．  e．(3，4，5)． 
答：ｂ 
 
問４９．一般的に腎炎・ネフローゼ症候群の治療に使用される薬剤を２つ選べ。(佐藤) 
 
1. 副腎皮質ステロイド 
2. 抗血小板薬・抗凝固薬 
3. 止血薬 
4. 抗ヒスタミン薬 
5. 非ステロイド系抗炎症薬（NSAID） 

 
a. (1, 2)     b. (2, 4)     c. (1, 3)     d. (2, 5)     e (3, 5) 
 
正解：a 
 
問５０．薬剤と副作用の関係で誤っているものを１つ選べ。(佐藤) 
 
a. サイクロフォスファミド --- 白血球増多 
b. サイアザイド --- 高尿酸血症 
c. スピロノラクトン --- 高カリウム血症 
d. ペニシリン --- 急性間質性腎炎 
e. シスプラチン --- 急性尿細管壊死 

  
正解：a 
 
問５１．ステロイドパルス療法の副作用として誤っているものを１つ選べ。(佐藤) 
 



a. 高血糖 
b. 高血圧 
c. 血液凝固能亢進 
d. 易感染 
e, 出血性膀胱炎 
 
正解：e 
問５２．薬剤性糸球体障害の原因になる薬剤を２つ選べ。(佐藤) 
1. 抗リウマチ薬 
2. 抗甲状腺薬 
3. 活性型ビタミンＤ 
4. アミノグリコシド系抗生物質 
5. 造影剤 

 
a. (1, 2)     b. (2, 4)     c. (1, 3)     d. (2, 5)     e (3, 5) 
 
正解：a 
 
問５３．次の不整脈の治療について正しい組み合わせはどれか (三浦) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 持続が 72 時間以内の場合は原則として血栓塞栓症回避処置は不要である。 
2. 心機能・基礎病態評価は薬剤選択の基準となる。 
3. 心機能が正常の場合には、解離の遅い（slow）Ｎａチャネル遮断薬であるジソピラミドやシベンゾリンなどを
選択する。 

4. 軽度の心機能低下がある場合には、中間的（intermediate）Cａチャネル遮断薬であるリドカインなどを選択
する。 

5. 中等度以上の心機能低下がある場合の選択薬剤は、プロプラノロールである。 
 
a. (1, 2)     b. (2, 3)     c. (3, 4)     d. (4, 5)     e (1, 5) 
答え （b） 
 
問５４．次の不整脈の停止について正しい組み合わせはどれか。(三浦) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 収縮期血圧 80mmHg 以下、肺水腫、狭心症の合併を認める場合は、アミオダロンの内服を優先する。 
2. 薬物的停止を試みる際の第一選択薬はリドカインの静注である。 
3. ＡＴＰ剤は約 5分間で静注するのが一般的である。 
4. ＡＴＰ剤の使用前には気管支喘息や洞不全症候群の有無を確認する。 
5. ベラパミルは 5ｍｇを約 5分間で静注するのが一般的である。 
 

a. (1, 2)     b. (2, 3)     c. (3, 4)     d. (4, 5)     e (1, 5) 
答え （d） 
 
問５５．心室頻拍症の治療について正しい組み合わせはどれか。(三浦) 
a. 血行動態が不安定な場合は、ＤＣショックによる停止を優先する。 
b. 基礎心疾患の有無は停止薬の選択の際に重要である。 
c. 基礎心疾患のある場合あるいは不明な場合の薬物的治療の第一選択薬は、ＡＴＰ剤あるいはベラパミルの静注で
ある。 
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d. 不整脈の停止を最優先とし、12 誘導心電図の記録は不整脈停止後に行うのが原則である。 
e. 基礎心疾患の無い左脚ブロック、右軸変位型の薬物的治療の第一選択薬は、ニフェカラントの静注である。 
 
a. (1, 2)     b. (2, 4)     c. (1, 3)     d. (2, 5)     e (3, 5) 
答え （a） 
 
問５６．次の不整脈の治療について正しい組み合わせはどれか。(三浦) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 持続している場合はＤＣショックによる停止を行う。 
2. 反復する場合は、ＱＴ延長の有無により選択する薬剤が異なる。 
3. 停止後にＱＴ延長を認める場合は、ニフェカラントを持続静注する。 
4. 停止後にＱＴ延長を認める場合は、カリウム製剤を急速静注する。 
5. 停止後にＱＴ延長を認めない場合は、虚血の関与を確認した上でＭｇを静注する。 
 

a. (1, 2)     b. (2, 4)     c. (1, 3)     d. (2, 5)     e (3, 5) 
答え （a） 
 
問５７．次の不整脈の治療について正しい組み合わせはどれか。(三浦) 
 
 
 
 
 
 
 
1. 心室レートが 100/分を超える場合はジソピラミドで心室レートをコントロールする。 
2. 洞調律復帰を目的とした薬物的治療を行う場合は、あらかじめ房室結節抑制薬を投与しておくことが推奨され
る。 

3. 洞調律復帰を目的とした薬物的治療の第一選択静注薬はプロカインアミドとニフェカラントである。 
4. プロカインアミドやニフェカラントを投与する場合は、その抗コリン作用による房室結節伝導の亢進に注意が
必要である。 

5. 薬物治療が無効の場合もで、原則としてＤＣショックは施行しない。 
 
a. (1, 2)     b. (2, 3)     c. (3, 4)     d. (4, 5)     e (1, 5) 
答え （b） 
 
問５８．高齢者の薬物動態について正しいのはどれか。(岡村) 
 
1. 血中における非結合型薬物濃度が減少しやすい 
2. 水溶性薬剤の血中濃度が低下して、薬物作用が減弱する 
3. 脂溶性薬剤の消失半減期が延長する 
4. 経口薬の肝臓における初回通過効果が減少する 
5. 薬物の尿中排泄速度が低下する 

 
a．(1，2，3)．  b．(1，2，5)．  c．(1，4，5)．  d．(2，3，4)．  e．(3，4，5)． 
 
正解：ｅ 
 
問５９．薬物とその有害作用の組合せで誤っているのはどれか。(岡村) 
a. インドメタシン ------------------------------ 腎障害 
b. クロルプロマジン --------------------------- 下痢 
c. レセルピン ---------------------------------- 抑うつ 
d. ジアゼパム -----------------------------------転倒 
e. ドンペリドン ---------------------------------錐体外路症状 

 
正解：ｂ 
 
問６０．せん妄の原因となる薬物はどれか。(岡村) 
a. ベンゾジアゼピン系薬剤 
b. HMGCoA 還元酵素阻害薬 
c. ACE 阻害薬 
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d. ドパミンアゴニスト 
e. 抗コリン薬 

 
a．(1，2，3)．  b．(1，2，5)．  c．(1，4，5)．  d．(2，3，4)．  e．(3，4，5)． 
 
正解：ｃ 
 
 
問６１．高齢者における薬物療法で適切でないのはどれか。(岡村) 
a. 初回投与量を少なくし、頻回に調整する 
b. 慢性疾患には一定の観察期間を設ける 
c. 薬物服用歴を詳細に聴取する 
d. 多剤併用を心がける 
e. 与薬適応の優先順位を考慮する 

 
正解：ｄ 
 
 
問６２．深部静脈血栓症における warfarin 治療に関して正しいものを選びなさい。(亀岡) 

1. 妊婦には禁忌である。 
2. carbamazepine は効果を増強させる。 
3. anti-thrombin III の合成も阻害するので、血栓形成を助長することがある。 
4. 先天性凝固異常症では永続投与を必要とすることが多い。 
5. 通常 INR 2.0 – 3.0 を目標とする。 

 
a．(1，2，3)．  b．(1，2，4)．  c．(2，3，4)．  d．(1，4，5)．  e．(3，4，5)． 
答え Ｄ 
 
問６３．副作用として、正しい組み合わせを選びなさい。(亀岡) 

1. clopidogrel    － 血栓性血小板減少性紫斑病 
2. cilostazol    － 頭痛 
3. tissue plasminogen activator  － 脳内出血 
4. heparin    － 無顆粒球症 
5. warfarin    － 血小板減少症 

 
a．(1，2，3)．  b．(1，2，5)．  c．(2，3，4)．  d．(1，4，5)．  e．(3，4，5)． 
答え Ａ 
 
問６４．正しいものはどれか。(亀岡) 

a. aspirin の効果発現には 7-8 日かかる。 
b. antithrombin III 欠損症は、わが国では極めてまれである。 
c. hyperhomocyteinemia 患者は、静脈血栓症のみならず動脈血栓症のリスクも有する。 
d. ST 低下を伴う狭心症は、血栓溶解療法の適応の一つである。 
e. heparin と warfarin の同時投与は禁忌である。 

 
答え C 
 
 
問６５．単独では非心原性脳梗塞の再発予防効果が証明されていない抗血小板薬はどれか。(亀岡) 

a. aspirin 
b. cilostazol 
c. ticlopidine 
d. dipyridamole 
e. clopidogrel 

 
答え D 
 
問６６．ADAMTS13(vWF cleaving protease)活性が低下しているのはどれか。(亀岡) 

1. Upshaw-Schulman syndrome 
2. ticlopidine による thrombotic thrombocytopenic purpura 
3. 特発性 thrombotic thrombocytopenic purpura (inhibitor 陽性) 
4. 造血幹細胞移植後の thrombotic microangiopathy 
5. 腸管出血性大腸菌 O157 による hemolytic uremic syndrome  

 
a．(1，2，3)．  b．(1，2，4)．  c．(2，3，4)．  d．(1，4，5)．  e．(3，4，5)． 
 
答え Ａ 
 
問６７．以下の文で正しいものはどれか。(目黒) 

1. がん細胞に対する抗癌剤の効果は、正常細胞に比較し AUC や血中濃度に影響されやすい。 
2. 有効量の抗がん剤投与時、何らかの副作用は不可避である。 
3. ｱﾙｷﾙ化剤、ﾋﾞﾝｶｱﾙｶﾛｲﾄﾞ、代謝拮抗剤などの効果は細胞周期非依存性である。 
4. 細胞周期依存性薬剤を十分に作用させるためには、長時間暴露するよう投与計画する。 
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5. G-CSF 製剤は代表的標的療法薬である。 
 

a.（1, 2 のみ） b.（1, 2, 5 のみ） c.（1, 3, 5 のみ） d.（2, 4 のみ） e.（1～5 のすべて） 
 
答え ｄ 
 
問６８．以下の文で正しいものはどれか。(目黒) 

1. 急性骨髄性白血病は化学療法より治癒が期待できる 
2. 急性骨髄性白血病寛解導入では、ｲﾀﾞﾙﾋﾞｼﾝは持続点滴される 
3. 急性骨髄性白血病寛解導入療法後、好中球数 50/μl、血小板数 2 万/μl 以下にもなる。 
4. ｼﾄｼﾝ・ｱﾗﾋﾞﾉｼﾄﾞ投与時は、出血性膀胱炎予防に大量補液が必要である。 
5. ｱﾝﾄﾗｻｲｸﾘﾝによる心機能障害は、通常、非可逆的である。 

 
a.（1, 2 のみ） b.（1, 2, 5 のみ） c.（1, 3, 5 のみ） d.（2, 4 のみ） e.（1～5 のすべて） 
 
答え ｃ 
 
問６９．急性前骨髄球性白血病の治療につき正しいものはどれか。(目黒) 

1. WBC1500（芽球 5％、前骨髄球 35％）の場合、オールトランスレチノイン酸単独投与で開始する。 
2. レチノイン酸症候群は予防なしでは約 30％に発症する。 
3. 浮腫、発熱はレチノイン酸症候群の頻度の高い初発症状である。 
4. レチノイン酸単独投与でも播種性血管内凝固症候群は改善することが多い。 
5. レチノイン酸投与では分子寛解が得られることは少なく寛解後化学療法が必要である。 

 
a.（1, 2 のみ） b.（1, 2, 5 のみ） c.（1, 3, 5 のみ） d.（2, 4 のみ） e.（1～5 のすべて） 
 
答え e 
 
問７０．非ホジキンリンパ腫の治療につき正しいものはどれか。(目黒) 

1. 病期 II の濾胞性リンパ腫の場合、リツキシマブの適応がある。 
2. 病期 I の低悪性度群非ホジキンリンパ腫の標準的治療法は放射線療法である。 
3. 進行期 CD20 陽性瀰漫性大細胞型 B 細胞性リンパ腫は８ｺｰｽのﾘﾂｷｻﾝ－CHOP 療法を行う。 
4. CHOP 療法では多くの場合、骨髄抑制、末梢神経障害、脱毛がおこるが出血性膀胱炎は稀である。 
4. ｱﾄﾞﾘｱﾏｲｼﾝの血管外漏出は難治性皮膚潰瘍を起こすことがある。 
 

a.（1, 2 のみ） b.（1, 2, 5 のみ） c.（1, 3, 5 のみ） d.（2, 4 のみ） e.（1～5 のすべて） 
 
答え e 
 
問７１．慢性骨髄性白血病（CML）の治療につき正しいものはどれか。(目黒) 

1. ｲﾏﾁﾆﾌﾞは t(9;22)(q34;q11)異常を有する場合に効果が期待できる。 
2. ｲﾏﾁﾆﾌﾞは bcr-abl ﾁﾛｼﾝﾘﾝ酸化酵素への ATP 結合を阻害する標的療法剤である。 
3. ｲﾏﾁﾆﾌﾞにより 50％以上に細胞遺伝学的寛解が得られるが、急性転化を抑制しない。 
4. 皮疹、浮腫、血球減少がｲﾏﾁﾆﾌﾞの主な副作用であるが頻度は 20%以下である。 
5. ｲﾏﾁﾆﾌﾞは肝ｼﾄｸﾛｰﾑ P450 で代謝を受ける薬物による相互作用を受ける。 
 

a.（1, 2 のみ） b.（1, 2, 5 のみ） c.（1, 3, 5 のみ） d.（2, 4 のみ） e.（1～5 のすべて） 
 
答え b 
 
問７２．妊婦が服用した場合に最も胎児奇形が少ない薬はどれか？（谷内） 

a. リチウム 
b. ビタミン A 
c. テトラサイクリン 
d. アセトアミノフェン 
e. ACE 阻害薬 

 
答え d 

 
問題７３．小児の薬物投与に関する以下の記述のうち間違っているものはどれか？（谷内） 

１． 抗生剤や抗アレルギー薬は体重 1kg あたりの用量で投与する。 
２． 乳児におけるある薬物の半減期は成人より短い。 
３． 小児は薬を飲まないので可能な限り注射する。 
４． 新生児における薬物投与は黄疸に留意して投与する。 
５． 体表面積から計算される 1歳児の用量は成人の１/６である。 
 

a.（1, 2 のみ） b.（2, ４のみ） c.（3, 5 のみ） d.（4, 5 のみ） e.（1, 5 のみ） 
 
答えｃ 

 
問題７４．ヘルシンキ宣言に関する以下の記述のうち間違っているのはどれか？（谷内） 

1. 1934 年 6 月、フィンランド、ヘルシンキの第 18 回世界医師会総会で採択された。 
2．医学の進歩は、最終的にはヒトを対象とする試験に一部依存せざるを得ない研究に基づく。 
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3. 新しい方法の利益､危険性､負担及び有効性は、現在最善とされている予防､診断及び治療方法と比較考量され
る必要はない｡ 
4．被験者の生命、健康、プライバシー及び尊厳を守ることは、医学研究に携わる医師の責務である。 
5．研究結果の刊行に際し、研究者は結果の正確さを保つよう義務づけられている｡ 
  

a.（1, 3 のみ） b.（2, ４のみ） c.（3, 5 のみ） d.（4, 5 のみ） e.（1, 5 のみ） 
 
 答え a 
 
問題７５．以下の略号のうち治験に関係のないものはどれか？（谷内） 

a. CRO 
b. GSP 
c. GMP 
d. IRB 
e. ICH 
 
 答え b 
 

問題７６. 薬物相互作用に関して間違っているものはどれか？（谷内） 
1. アロプリノールを服用していると 6-メルカプトプリンの濃度は抑制される。 
2. CYP3A4 で代謝される薬物は多くの薬物相互作用を引き起こす。 
3. ソリブジンは 5-FU の代謝を不可逆的に阻害する。 
4. 薬物相互作用により QT 延長を生じる場合があり、注意が必要である。 
5. グレープジュース服用で抗高血圧薬のフェロジピンはその濃度が低下する。 

  
 a.（1, 3 のみ） b.（2, ４のみ） c.（3, 5 のみ） d.（4, 5 のみ） e.（1, 5 のみ） 

 
 答えe 
 
問題７７. 日本における処方箋の書き方で正しいのはどれか？（谷内） 

1. 処方箋は国際標準である 1回投与量で記載する。 
2. 略号の QID とは毎日２回服用することである。 
3. 処方箋は保存しておく必要はない。 
4. 薬剤師も処方箋を書くことができる。 
5. 100 倍散の場合は１ｇ中 10 mg 有効成分が含まれている。 

 
  a.（1, 2 のみ） b.（1, 2, 5 のみ） c.（1, 3, 5 のみ） d.（1, 4，5 のみ） e.（5 のみ） 
 
  答えe 
 
問題７８．ある薬物 Aをある患者に 10 mg/min で点滴静注したところ、2時間で５mg/l、定常状態において１０mg/l

の血漿中濃度になった。分布容積（Vd）はどれくらいになると予想されるか？（谷内） 
a) 2.9 リットル 
b) 5.8 リットル 
c) 17 リトッル 
d) 85 リットル 
e) 170 リットル 
Css = ko/(ke×Vd)  よってVd＝ko/(ke×Css)＝Vd＝ko×t½/ 0.7 / Css  

ke = 0.7/ t½   Vd = 10 (mg/min) / 10 (mg/l) × 120 (min) / 0.7 = 171 litre 
    
答えe 
 
問題７９. Bさんが、肺炎のため東北大学付属病院に入院した。抗生物質Cを使って治療することにした。Bさんのtotal 

body clearance (Clp)は 0.16 l/minで、分布容積（Vd）は 80 リットル(l)である。抗生物質Cを 8 時間ごとに投与し
て、平均の定常状態における血漿中濃度（ＣSS）を 2 mg/ｌにしたいと思っている。維持量（maintenance dose）
と初回投与量（loading dose）はどれくらいにすべきか？ 

   維持量 
1. 32 mg 
2. 115 mg 
3. 154 mg  
4. 205 mg 
5. 上記のいずれでもない。 
 
初回投与量 
6. 40 mg 
7. 80 mg 
8. 115 mg  
9. 160 mg 
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10. 上記のいずれでもない。 
 
a.（1, 6） b.（2, 8） c.（3, 9） d.（4，9） e.（5, 10） 
 
答えc 
 
維持量＝Ｃ SS

loading dose＝Ｃ
× Clp＝2 mg/ｌ×0.16 l/min＝0.32 mg/min×8 時間×６０分＝154 mg 

SS×Vd＝2 mg/l ×80 l＝160 mg 
 
問題８０．薬物Dの薬物動態のパラメーターは以下の通りである。total body clearance (Clp)は 300 ｍl/min
で、分布容積（Vd）は 30 リットル(l)である。点滴による持続投与をおこなうことにした。定常状態になるま
で最短でどれくらいかかると予想されるか？定常状態とは最終濃度の９４％以上とする。 

a) 70 分 
b) 140 分 
c) 280 分 
d) 350 分 
e) 上記のいずれでもない。 
 
Clp=ke*Vd  ke = 0.7/ｔ1/2     300 ml/min = ke*30*1000 ml   ke = 1/100 (min-1) ｔ1/2 = 70 min  
70* 4 half life = 280 min  
答えc 

 
 
 


