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2007 年薬理学 II 再試験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．以下の問いに答えなさい。マークシートと問題用紙に両方記入すること（３０点） 
1. The proposed mechanism of CNS depression by benzodiazepines is: 

a. A decreased release of norepinephrine from brain locus coeruleus neurons 
b. A decreased sodium ion influx at channels located in neuronal postsynaptic membranes 
c. A facilitated GABAA-receptor activity to open chloride ion channels 
d. An agonist activity at benzodiazepine receptors directly gated to chloride channels at brain inhibitory 

synapses 
e. None of the above 

 
 
2. The most valid use of diazepam in anxiety disorders is/are: 

a. In controlling anxiety associated with psychosis 
b. In managing acute and intermittent attacks of severe generalized anxiety associated with non-psychotic 

disorders 
c. In the prophylaxis of panic attacks 
d. In the long-term management of obsessive-compulsive disorders 
e. a and c are correct. 

 
 
3. The mechanism of anxiolytic activity of buspirone is proposed to relate to: 

a. A direct action on chloride channels to enhance hyperpolarizing effects at brain inhibitory synapses 
b. A decrease in muscarinic cholinergic function in the brain “punishment” regions 
c. An agonist activity at brain 5-HT1A receptors 
d. An agonist activity at brain noradrenergic receptors 
e. An antagonist activity at brain dopaminergic receptors 
 

 
4. Diazepam resembles other general CNS-depressant drugs in: 

a. Promoting psychological dependence 
b. Leading to the development of seizures on sudden withdrawal after long-term treatment with large 

doses 
c. Demonstrating a cross-dependence pattern to alcohol. 
d. All of the above are correct. 
e. a and c are correct. 

 
 
5. A 6-year-old girl and her mother come to see you because the girl’s teacher has observed episodes of staring 

and inability to communicate. These episodes last 3 to 5 seconds and occur 10 to 20 times during the school 
day. An EEG shows synchronized 3-per-second spike-wave discharges generalized over the entire cortex. 
Which antiepileptic medication would you try first in this young girl? 
a. Phenytoin 
b. Clonazepam 
c. Primidone 
d. Carbamazepine 
e. Ethosuximide 

 
 
6. Generalized tonic-clonic seizures are characterized by a sustained depolarization of cortical neurons with 

action potentials. Which of the following characteristics of a new drug for the treatment of generalized 
tonic-clonic seizures would you like to see? 
a. The drug is very good at blocking the repetitive firing of action potentials in the cortex. 
b. The drug is an adenosine agonist. 
c. The drug is an NMDA antagonist. 
d. The drug is safe and has no reported side effects. 
e. The drug blocks the synchronization of inhibitory potentials in cortical neurons. 

 
 
7. A 45-year-old woman with new-onset seizures is started on an antiepileptic drug. She initially dose well, but 

she has two seizures about 4 weeks after the start of treatment. She has taken the same number of pills each 
day, but her plasma concentration of the drug has decreased. Which antiepileptic drug is she taking? 
a. Ethosuximide 
b. Primidone 
c. Phenytoin 
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d. Carbamazepine 
e. Valproic acid 

 
 
8. Which of the following is a true statement? 

a. GABA is an excitatory neurotransmitter in the CNS. 
b. Barbiturates and benzodiazepines interact with the GABA receptor-channel complex. 
c. Augmentation of GABA promotes seizure initiation. 
d. During seizures the extracellular potassium concentration decreases. 
e. GABA readily crosses the blood-brain barrier. 

 
 
9. Compared with morphine, an opioid with mixed agonist and antagonist properties, such as butorphanol 

(Stadol): 
a. Depresses respiration proportionately less with each dose increment 
b. Relieves severe pain more effectively 
c. Produces greater physical dependence 
d. Produces effects that are more easily reversed by naloxone (Narcan) 
e. Does all of the above 

 
 
10. The μ-opioid receptor mediates all of the following except: 

a. Analgesia produced by morphine 
b. Cough suppression produced by dextromethorphan 
c. Physical dependence on methadone 
d. Constipation produced by morphine 
e. All of the above 

 
 
11. The ventilatory response to carbon dioxide is blunted during anesthesia with 

a. Halothane 
b. Morphine 
c. Enflurane 
d. Isoflurane 
e. All of the above 

 
 
12. Potential advantages of fentanyl over morphine for the induction or maintenance of anesthesia include: 

a. Superior relaxation of skeletal muscles 
b. Absence of postoperative nausea and vomiting 
c. Lack of depressant effect on spontaneous respiration 
d. All of the above 
e. None of the above 

 
 
13. Nitrous oxide does all of the following except 

a. Relax skeletal muscles 
b. Produce analgesia 
c. Produce amnesia 
d. Increase the pressure in enclosed air-filled cavities in the body 
e. Reduce the anesthetic requirement for a concurrently administered halogenated inhalational agent 

 
 
14. Ascites resulting from chronic excessive alcohol intake is most likely caused by: 

a. Obstructed hepatic venous return 
b. Increased osmolality of the blood 
c. Increased blood uric acid concentrations 
d. Increased magnesium excretion 
e. Increased blood lactate concentrations 

 
感想：（点数に関係ありません） 
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15. First-generation antihistamines differ from second-generation antihistamines in that the latter generally 
show: 
a. Greater affinities for H1 receptors 
b. Partial agonist activity 
c. Greater antimuscarinic activity 
d. Fewer sedative effects 
e. All of the above 

 
 
16. Flushing reactions in response to ethanol in Asians resemble the response to ethanol in people who have 

taken: 
a. Benzodiazepines 
b. Barbiturates 
c. Antihistamines 
d. Disulfiram 
e. Chloral hydrate 

 
 
17. The following may occur as a consequence of the metabolism of ethanol by the cytochrome P450 system 

and also its induction by ethanol: 
a. Increased rate of metabolism of other drugs 
b. When ethanol is present, a decreased rate of metabolism of some drugs 
c. Increased production of carcinogenic compounds from procarcinogens 
d. Increased clearance of ethanol 
e. All of the above 

 
 
18. A person who has been taking one drug chronically and experiences a withdrawal syndrome upon 

discontinuing it finds relief from these symptoms by taking a second drug. This is an example of: 
a. Craving 
b. Psychological dependence 
c. Cross-dependence 
d. Tolerance 
e. Drug addiction 

 
 
19. Relative to barbiturates, the dose-effect curves for benzodiazepines are: 

a. Steep 
b. Shallow 
c. Parallel 
d. Biphasic 
e. Inverted 

 
 
20. Which of the following is not a common symptom of opiate withdrawal? 

a. Convulsions 
b. Lacrimation and rhinorrhea 
c. Nausea and vomiting 
d. Abdominal cramps 
e. All of the above 

 
 
21. The problems of cocaine abuse are most similar to those of: 

a. Heroin abuse 
b. Marihuana abuse 
c. Amphetamine abuse 
d. Alcoholism 
e. Nicotine abuser 

 
22. Which of the following effectively relieves opiate withdrawal signs and symptoms? 

a. Naloxone 
b. Naltrexone 
c. Thalidomide 
d. Both 
e. Neither 
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23. On prolonged use, which of the following may produce a paranoid psychosis that may be indistinguishable 
from schizophrenia? 
a. Barbiturates 
b. Heroin 
c. Amphetamines 
d. Marihuana 
e. Alcohol 

 
 
24. Vasodilation produced by high doses of histamine can be antagonized fully by:  

a. H1 antagonists 
b. H2 antagonists 
c. H1 and H2 antagonists 
d. H3 antagonists 
e. H4 agonists 

 
 
25. Which of the following has the greatest abuse potential? 

a. Triazolam 
b. Chloral hydrate 
c. Pentobarbital 
d. Diazepam 
e. Diphenhydramine 

 
 
26. Which would you not prescribe as primary treatment for a patient with narcolepsy? 

a. Dextroamphetamine 
b. Methylphenidate 
c. Pemoline 
d. Amitriptyline 
e. None of the above 

 
 
27. Cimetidine and related antiulcer drugs act as antagonists at parietal cell: 

a. M3 receptors 
b. Prostaglandin receptors 
c. H2 receptors 
d. H1 receptors 
e. Gastrin receptors 

 
 
28. Which one of the following is most likely to induce parkinsonism-like extrapyramidal symptoms? 

a. Cimetidine 
b. Ranitidine 
c. Omeprazole 
d. Sucralfate 
e. Metoclopramide 

 
 
29. Dry mouth, visual disturbance, constipation, and difficulty in urination are side effects commonly associated 

with the use of: 
a. Muscarinic antagonists 
b. H2 antagonists  
c. D2 antagonists  
d. 5-HT3 antagonists 
e. Acetylcholine esterase inhibitors  

 
 
30. Which one of the following drugs is most likely to improve gastric emptying in a patient with diabetic 

gastroparesis? 
a. Loperamide 
b. Mosapride 
c. Magnesium hydroxide 
d. Sucralfate 
e. Cimetidine 



2007 年薬理学 II 再試験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２．下図は中枢神経に作用する薬で、臨床的によく使用される薬の情報伝達機構を示したもので
ある。以下の問いに答えなさい（20 点） 
１）作用メカニズムを細胞レベルからシステムレベルまで説明しなさい。 
 
 

K+

Agonists

K+

Agonists
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２）Agonists にどのようなものがあるか？またその作用を５つ書きなさい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３）Agonists や antagonists を臨床的に用いる場合の問題点について知ることを書きなさい。 
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問題３．Prokinetic agents の作用メカニズムについて図示しなさい。（10 点） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問題４．薬理学 II 講義の中で東北大学附属病院薬剤部長の眞野教授から、ゲノム(Gene + ome)は全て

の遺伝子を網羅的に解析する方法だが、ゲノムだけでは分からないことが多い。そこで全ての発現

たんぱく質を網羅的に解析する方法があると講義を受けている。以下の問いに答えなさい。(10 点) 

１） 全ての発現たんぱく質を網羅的に解析する方法は何と呼ばれるか記しなさい。 

 

 

 
２） この解析に使用される分析計は何か。 

 

 

 
３） この分析方法について知る所を簡潔に記しなさい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2007 年薬理学 II 再試験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．問 1-15 の答はマークシートの 31－45 と問題用紙の両方に記入せよ。（1 問 2 点） 
問１-２．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。 

 

発
生
張
力 

対数用量  
問１．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 A 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のそれよりも小さい。 
e) 薬物Ｂの効力は薬物Ｃのそれよりも大きい。 
 
問２．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３．Genfibrozil の主要な作用機序は、 

a. 肝臓による VLDL の分泌を阻害することである。。 
b. 高親和性 LDL 受容体の発現を減少させることである。 
c. 食事中のコレステロールの吸収を阻害することである。 
d. 胆汁酸塩の排泄を促進することである 
e. 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。 

 
問４．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) Cholestyramine  
b) Fenofibrate  
c) Niacin 
d) Nicotinamide 
e) Pravastatin 
 
問５．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) Cholestyramine  
b) Fenofibrate  
c) Gemfibrozil 
d) Lovastatin 
e) Pravastatin 

 
問６．Ezetimibe の主な作用機序は、 
a) 肝臓による VLDL の分泌を阻害することである。 
b) 高親和性 LDL 受容体の発現を減少させることである。 
c) 食事中のコレステロールの吸収を阻害することである。 
d) 胆汁酸塩の排泄を促進することである。 
e) 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。 
 
問７．Chylomicronについて、間違っているものを選べ。 
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a) Lipoprotein lipase の作用を受けて、VLDL となる。 
b) VLDL より比重が小さい。 
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、リンパを経由して循環血液中に入る。 

 
問８．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、脂肪組織で合成される。 
b) VLDL は、Lipoprotein lipase の作用を受けて、IDL となる。 
c) 脂質中核には、コレステロールエステ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９．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、メバロン酸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１０．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１１．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１２．三量体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１３．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) β1 アドレナリン受容体 
b) CXCR4 
c) IgE 受容体 
d) μオピオイド受容体 
e) ロドプシン 
 


