
2007 年薬理学 II 本試験（8 月 31 日）すべてのページに名前を記載すること。問題は持ち帰らないこと。 
学籍番号：               氏名：                  
問題１．自分の今までの行動で当てはまるところに○を、当てはまらないところに×をつけなさ。正直に

回答しない時は、すべての問題が採点されません。 
（  ）アルコールの一気飲みをしたことはない。 
（  ）アルコールの一気飲みを強制したことはない。 
（  ）アルコールに一気飲みを黙認したことはない。 
（  ）アルコールを飲んで車やバイクを運転したことはない。 
（  ）臨床修練中に知りえた患者の秘密を面白おかしく他人に話したことはない。 
（  ）本人と遺族の意思で献体された解剖のご遺体に対して最大限の尊厳を払ってきた。 
（  ）薬理学講義や生理学・薬理学実習に積極的に参加してきた。 
問題２．1988 年のノーベル賞受賞者であるJames W. Black先生の受賞理由となった２つの業績について、

医学の観点から知っていることを述べなさい（15）。 薬理学と

J. Black教授とともに（2007年5月フローレンスにて撮影）
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問題３．以下の症状を示している患者の治療について以下の問いに答えなさい。（20） 

35 歳の男性患者で診察時は正常であるが、以下のような症状を繰り返すということで来院した。「みぞおち

からこみ上げてくる不快感、吐き気の前兆のあとに、一点を凝視しその後に周囲を歩き回わる自動症が反復

しておきる。自動症のことは全く覚えていないので、自分のいる場所が知らないうちに移動しているのでび

っくりする。また症状が起きる直前になってくると、いらいらが強くなったり、攻撃的性格になったりする。」 

１） どのような病気が最も疑われるか、可能性の最も高い病名を書きなさい。また診断に必要な検査に

は何があるか書きなさい。 

 

 

２） 以下の化合物のうち、第一選択薬は Aから Fのどれか？その薬品名を書きなさい。この病気に用い

られる薬は大きく分けて３種類の作用メカニズムに分類される。それについて知るところを書きなさい。 

A B

C D

E

F

 
 

３） このような病態の治療薬の開発で行う動物実験について知ることを記載しなさい。 
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2007 年薬理学 II 本試験（8 月 31 日）すべてのページに名前を記載すること。問題は持ち帰らないこと。 
学籍番号：               氏名：                  
問題４．以下の事項について知ることを詳しく書きなさい（15） 
1) Omeprazole 
 
 
 
 
2) Zolpidem 
 
 
 
 
3) Ondansetron 
 
 
 
 
4) Thalidmide 
 
 
 
 
5) WHO solution 
 
 
 
 
6) Isofurane 
 
 
 
 
7) Infliximab 
 
 
 
 
8) Meyer-Overton’s principle 
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9) Pentazocine 
 
 
 
 
10) Fexofenadine 
 
 
 
 
11) ADH 
 
 
 
 
12)麻酔導入の早さを決定する因子 
 
 
 
 
13)カンナビノイド受容体 
 
 
 
 
14)Antiemetic agents 
 
 
 
 
15）痛みの受容メカニズム 
 
 
 
 
 
感想（点数に関係ありません）： 
 
 
 



2007 年薬理学 II 本試験（8 月 31 日）すべてのページに名前を記載すること。問題は持ち帰らないこと。 
学籍番号：               氏名：                  
問題５：以下の問いの答はマークシートと答案用紙の両方に記入せよ。（1 問 2 点、計 40 点） 
問題：生体機能学実習「平滑筋の応答」の一部分について、方法及び結果の一例を以下に示す． 
[方法]モルモットの回腸標本は、Tyrode 液（5mM Tris-HCl, pH7.6, 150mM NaCl, 3mM KCl, 2mM CaCl2, 
0.1% Glucose）で満たされたマグヌス管に固定され、発生した張力がペンレコーダーに記録されるように
なっている．この標本は神経叢が生きているものとする．また、薬物に対する応答には、再現性があるもの
とする．①から⑩の順に薬物を投与した． 
アセチルコリン 1μg に対する反応が一定になった後、以下の薬物を投与する。 
① ヒスタミンを 3 μg（30 秒間与え、2 回洗う） 
② アセチルコリンを 1 μg（30 秒間与え、2 回洗う） 
③ 薬物 A を 10 μg（5 分待つ、洗わない） 
④ ヒスタミンを 3 μg（30 秒間与え、洗わない） 
⑤ アセチルコリンを 1 μg（30 秒間与え、2 回洗う） 
ヒスタミンに対する反応が元に戻ったのを確認した後、以下の薬物を投与する。 
⑥ ヒスタミンを 3 μg（30 秒間与え、2 回洗う） 
⑦ アセチルコリンを 1 μg（30 秒間与え、2 回洗う） 
⑧ 薬物 B を 1 μg（5 分待つ、洗わない） 
⑨ アセチルコリンを 1 μg（30 秒間与え、洗わない） 
⑩ ヒスタミンを 3 μg（30 秒間与え、2 回洗う） 
［結果］ 
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問１．この結果に関する以下の記述のうち、最も正しいものを選べ。 
a) 薬物 A はヒスタミン受容体に特異的な拮抗薬である。 
b) 薬物 B はヒスタミン受容体に特異的な拮抗薬である。 
c) 薬物 A はムスカリン受容体に特異的な拮抗薬である。 
d) 薬物 B はムスカリン受容体に特異的な拮抗薬である。 
e) a)～d)のいずれも間違っている。 
 
問２．この回腸標本を間接作用によって収縮させる可能性がある薬物をえらべ。 

a) カルバコール 
b) スコポラミン 
c) ネオスチグミン 
d) ピロカルピン 
e) メタコリン 

 
問 3-4 
様々な用量の薬物Ａ、Ｂ、およびＣに対するモルモット回腸標本の収縮反応をグラフにしたものを示す。 

1min 

発

生

張

② ③ ④ ⑤ ① ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 



 
 

発
生
張
力 

対数用量 
問３．最も正しい記述を選べ。 
a) 薬物Ａが最も効力が小さい。 
b) 薬物Ｂの ED50値は薬物Ｃのそれよりも大きい。 
c) 薬物Ｂのエフィカシーは薬物Ａのそれよりも小さい。 
d) 薬物Ａの効力は薬物Ｂのそれよりも大きい。 
e) 薬物Ｂの効力は薬物Ｃのそれにほぼ等しい。 
 
問４．薬物Ａのようなリガンドを何というか。 
a) 完全アゴニスト 
b) 部分アゴニスト 
c) インバースアゴニスト 
d) 中性アンタゴニスト 
 
問５．以下のうち、血清レベルの増加が動脈硬化のリスクを低下させるものはどれか。 

a) コレステロール 
b) HDL 
c) VLDL 
d) 中性脂肪 
e) LDL 
 

問６．Genfibrozil の主要な作用機序は、 
a) 胆汁酸塩の排泄を促進することである。 
b) 高親和性 LDL 受容体の発現を減少させることである。 
c) リポ蛋白質リパーゼによる脂質の加水分解を促進することである。 
d) 肝臓による VLDL の分泌を阻害することである。 
e) 食事中のコレステロールの吸収を阻害することである。 

 
問７．以下の薬物の中で、HMG CoA 還元酵素を阻害して、コレステロール合成を減少させるのはどれか。 

a) Fenofibrate 
b) Niacin 
c) Cholestyramine 
d) Pravastatin 
e) Gemfibrozil 

 
問８．以下の薬物の中で、脂肪組織における中性脂肪分解を阻害して、肝の中性脂肪合成を減少させるもの
はどれか。 
a) Fenofibrate 
b) Niacin 
c) Cholestyramine 
d) Pravastatin  
e) Nicotinamide 
 
問９．以下の薬物の中で、腸管において胆汁酸と結合して、その吸収を妨げるものはどれか。 

a) Fenofibrate 
b) Pravastatin 
c) Cholestyramine 
d) Lovastatin 
e) Gemfibrozil 
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2007 年薬理学 II 本試験（8 月 31 日）すべてのページに名前を記載すること。問題は持ち帰らないこと。 
学籍番号：               氏名：                  
問１０．Ezetimibe の主な作用機序は、 
a) 胆汁酸塩の排泄を促進することである。 
b) 高親和性 LDL 受容体の発現を減少させることである。 
c) リポ蛋白質リパーゼによる脂質の加水分解を促進することである。 
d) 肝臓による VLDL の分泌を阻害することである。 
e) 食事中のコレステロールの吸収を阻害することである。 
 
問１１．Chylomicronについて、間違っているものを選べ。 
a) LDL より比重が小さい。 
b) Lipoprotein lipase の作用を受けて、レムナントとなる。 
c) 主な構成脂質は中性脂肪である。 
d) 最終的には、エンドサイト-シスによって肝細胞に取り込まれる。 
e) 小腸で合成され、直接循環血液中に入る。 

 
問１２．血清リポ蛋白質について､間違っているものを選べ。 
a) VLDL は、肝臓で合成され、末梢へ中性脂肪を運搬する。 
b) VLDL は、Lipoprotein lipase の作用を受けて、VLDL レムナントとなる。 
c) 脂質中核には、遊離コレステロールや中性脂肪が含まれる。 
d) HDL はコレステロールの沈着部位からコレステロールを引き抜いてくる機能をもつ。 
e) 余分な LDL は、LDL 受容体を介して肝臓に取り込まれる。 

 
問１３．コレステロールと胆汁酸生合成について、間違っているものを選べ。 
a) コレステロール生合成の律速酵素は HMG CoA 還元酵素である。 
b) HMG CoA 還元酵素は、メバロン酸により負のフィードバック調節を受ける。 
c) 胆汁酸生合成の律速酵素は、７αヒドロキシラーゼである。 
d) ７αヒドロキシラーゼは、コレステロールにより負のフィードバック調節を受ける。 
e) HMG CoA 還元酵素は、胆汁酸により負のフィードバック調節を受ける。 

 
問１４．肝細胞の LDL 受容体発現量調節機構について、正しいものを選べ。 
a) SREBP(Sterol regulatory element-binding protein)は、ロイシンジッパー型の転写因子である。 
b) 細胞内コレステロール含量が増加すると、SREBP は ER からゴルジ装置へ移行し、プロテアーゼによ

る分解を受ける。 
c) SCAP(SREBP cleavage-activating protein)は、細胞内コレステロールの増加を感知して、SREBP を

ER からゴルジ装置へ移行させる。 
d) SCAP は、細胞内コレステロール含量が減少すると、核へ移行して、標的遺伝子の転写を活性化する。 
e) SREBP の転写調節ドメインは、LDL 受容体遺伝子の SRE(sterol response element)に結合して、その

mRNA 発現を増加させる。 
 
問１５．以下の受容体の内、G-protein coupled receptor (GPCR)でないのはどれか。 
a) IL-2 受容体 
b) CXCR4 
c) β1 アドレナリン受容体 
d) μオピオイド受容体 
e) ロドプシン 
 
問１６．薬物とその標的受容体の組み合わせとして間違っているものを選べ。 
a) アトロピン ---------------------- ムスカリン受容体 
b) ジフェンヒドラミン ---------- ヒスタミン H1 受容体 
c) フェノキシベンザミン ------- αアドレナリン受容体 
d) ファモチジン ------------------- ヒスタミン H2 受容体 
e) ベラパミル ---------------------- GABAA受容体 
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問１７．GPCR の構成的活性に関する以下の記述の内、正しいものはどれか。 
a) インバースアゴニストは構成的活性を抑制する。 
b) 完全アゴニストは構成的活性を抑制する。 
c) 中性アンタゴニストは構成的活性を抑制する。 
d) 部分アゴニストは構成的活性を抑制する。 
e) a)~d)のいずれも間違っている。 
 
問１８．アポ蛋白質に関する記述で間違っているものはどれか。 

a. Apo B-48 は LDL 受容体のリガンドである。 
b. Apo B-100 は LDL の構成アポ蛋白質である。 
c. Apo C-III はリポ蛋白質リパーゼを阻害する。 
d. リポ蛋白質に構造的安定性を与える。 
e. 両親媒性である。 

 
問１９．三量体Ｇ蛋白質に関する記述で正しいものを選べ。 

a. アゴニスト-GPCR 複合体によって、αサブユニットは GDP 結合型へと変換される。 
b. アゴニスト-GPCR 複合体によって、βγサブユニットは GDP 結合型へと変換される。 
c. アゴニスト-GPCR 複合体によって、αサブユニットは GTP 結合型へと変換される。 
d. アゴニスト-GPCR 複合体によって、βγサブユニットは GTP 結合型へと変換される。 

 
問２０．GPCRとその関連する病態の組み合わせとして間違っているものを選べ。 

a. HIV 感染 ------------------------- CCR5 
b. ナルコレプシー ---------------- オレキシン受容体 
c. 肥満 ------------------------------- β3 アドレナリン受容体 
d. 消化性潰瘍 ---------------------- ヒスタミンＨ1 受容体 
e. 大腸がん ------------------------- EP2 受容体 

 
問題６．視床下部からの調節を受けて標的臓器を刺激する下垂体前葉ホルモンはLH, FSH, GH, TSH, PRL, 
ACTHであり下垂体後葉からはOXT, AVPが分泌されている。(10) 
１）各略語の日本語名を記しなさい。 
LH               FSH             
GH               TSH             
PRL               ACTH            
OXT               AVP             

 
２）また、下垂体機能不全のうち単独欠損症をひき起こしているホルモンを２つ記し、補充療法に使われて

いる薬を記しなさい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


