
平成１９年度臨床薬理試験問題（本試）平成１９年１０月２５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. 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, 5） ｃ.（3, 4, 5） ｄ.（1, 3, 5） e.（2, 4, 5） 
正解 ｄ. 
 
問２. 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.（1, 3, 5） 
正解 ｃ. 
 
問３. 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 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４. 抗甲状腺剤について正しいものの組み合わせを選べ。(吉田) 
  Thiamazole (MMI)は Propylthiouracil (PTU)にくらべ 
1) 吸収率が高い 
2) 甲状腺内半減期が長い 
3) 効果が強い 
4) 無顆粒球症をおこしやすい 
5) ANCA 関連血管炎をおこしやすい 

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

正解 a 
 
問５. 妊娠バセドウ病の治療に関し正しいものの組み合わせを選べ。(吉田) 
1) 妊娠初期には抗甲状腺剤を一時中止する 
2) 甲状腺ホルモンが高値を持続すると流・早産がおこりやすい 
3) 妊娠末期には母親のホルモン濃度を少し低くなるように治療する 
4) Propylthiouracil (PTU)は Thiamazole (MMI)に比べ母乳中には移行しやすい 
5) 妊娠末期に抗甲状腺剤を服用しコントロールされていても、抗 TSH 受容体抗体が８０％であれば、新

生児一過性バセドウ病を発症する可能性が高い 
 

a. (2, 3), b. (3, 4), c. (1, 4), d. (2, 5), e. (5, 1) 
正解 ｄ. 
 
問６. 甲状腺ホルモン剤について正しいものの組み合わせを選べ。(吉田) 

1) 甲状腺ホルモンである T4, T3 は共にほぼ１００％吸収される。 
2) クレチンの治療には活性型の T3 を 初から維持量投与する 
3) 成人原発性甲状腺機能低下症の治療では T4 を少量で開始し暫増する 
4) 妊娠中には TSH の値をみながら T4 の投与量を調節する 
5) 約２％の例に肝障害、発疹等の副作用をおこす 

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

正解 ｂ. 
 
 
 
 
 



問７．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) 労作性狭心症患者において、硝酸薬の舌下錠は主としての冠動脈狭窄部位を拡張させることにより効
果を発揮する。 

b) 労作性狭心症患者において、アスピリンの内服はその予後を改善する。 
c) 労作性狭心症患者の LDL コレステロール値は、180mg/dl を目標として HMG 還元酵素阻害薬（スタチン）
を用いるのがよい。 

d) 冠攣（れん）縮性狭心症患者において、発作予防のための第一選択薬はβ遮断薬である。 
e) 冠攣（れん）縮性狭心症において、Ca 拮抗薬の投与は望ましくない。  

 
解答：b 
 
問８．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) ヒト心房性 Na 利尿ペプチドは、血管拡張作用と利尿作用を併せ持つ。 
b) 利尿薬としては、通常サイアザイド系利尿薬が用いられる。 
c) 血圧が低下してショックになっている患者では、phosphodiesterase (PD) III 阻害薬が第一選択薬で
ある。 

d) 機械的補助循環は、多臓器不全がみられるほど重症な症例にのみ適応がある。 
e) カテコラミン製剤を極力長期にわたって使用することにより、患者の予後は改善する。 

  
解答：a 
 
問９．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、左室収縮機能が低下した洞調律の慢性心不全患者の生命予後を改善する。 
b) ジゴキシンは、頻脈性心房細動を伴う慢性心不全患者には良い適応である。 
c) アンジオテンシン変換酵素阻害薬は、あらゆる種類の慢性心不全患者の生命予後を改善する。 
d) 利尿薬は、全ての慢性心不全患者に投与されるべき薬剤である。 
e) β遮断薬は初めから充分量を投与すべきである。 

 
解答：b 
 
問１０．脂質異常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) 総コレステロール値で脂質異常症の治療状況を評価する。  
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) 歩行運動はＬＤＬコレステロールとＨＤＬコレステロール低下に有効である。  
e) プロブコールはＨＤＬコレステロール低下作用を持つ。  
 

正解 e 
 
問１１．47 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。まずおこなう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) 食後の歩行運動 
d) 陰イオン交換樹脂  
e) フィブラート薬  

 
正解 e 
 
問１２．脂質異常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 -----ＱＴ延長 
b) プロブコール -----横紋筋融解 
c) 陰イオン交換樹脂 ----- 便秘 
d  フィブラート薬 ----- 出血傾向  
e) ＥＰＡ ----- 肝機能障害  

 
正解 c 
 
問１３．脂質異常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おいても有効性が認められる。 
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脂質異常症治療薬である。 
c) フィブラート薬は肝臓での脂肪酸燃焼を促進することで血中中性脂肪を低下させる。 
d) 陰イオン交換樹脂はできるだけ他の併用薬と同時に内服するよう勧められる。 
e) 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬には重篤な副作用は報告されていない。 

  
正解 d 
 
 
 
 
 
 



問１４．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は併用してはいけない。 
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) 脂質異常症の治療法として、早期からの薬物投与が推奨されている。 
e) コレステロールの供給源としては、食事由来よりも肝臓由来のものが重要である。 

 
正解 e 
 
問１５. 次の上段の不整脈はベラパミルの投与によって下段のように変化した。こ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) 
   

 

ベラパミル投与後 
第Ⅱ誘導 

第Ⅱ誘導 
ベラパミル投与前  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)  ジソピラミド、シベンゾリンを投与する場合は、房室結節伝導の亢進に注意する。 
2)  洞調律復帰を目的とした薬物的治療の第一選択薬はリドカインである。 
3)  原則として、ＤＣショックを 優先とする。 
4)  心室レートが 100/分を超える場合は Mg の静注で心室レートをコントロールする。 
5)  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する。 

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

答え （ ｂ ） 
 
問１６．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)  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。 

V1誘導 

V2誘導 

V3誘導 

2)  薬物的停止を試みる際の第一選択薬はＡＴＰ剤あるいはベラパミルの静注である。 
3)  収縮期血圧 80mmHg 以下、肺水腫、狭心症発作の合併を認める場合は、リドカインを静注をする。 
4)  ＡＴＰ剤は約５分間で静注するのが一般的である。 
5)  ＡＴＰ剤の使用前に緑内障の有無を確認し、これらが認められる場合は多剤への変更や減量を検討す
る。 

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

答え （ a ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



問１７．次の不整脈の薬物的停止について正しい組み合わせはどれか。(三浦) 
 
 
 
V1誘導 

 
 
 
 
 
 

1)  心機能に問題がない場合には、解離の早い（fast）Ｎａチャネル遮断薬であるメキシレチンを選択す
る。 

2)  持続が１週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。 
3)  QT 延長の有無は薬剤選択の基準となる。 
4)  中等度以上の心機能低下がある場合は DC ショックか、ベプリジルやアミオダロンを選択する。 
5)  軽度の心機能低下がある場合には、中間的（intermediate）Ｎａチャネル遮断薬であるプロパフェノ
ンやアプリンジンなどを選択する。 

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

答え （ e ） 
 
問１８．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) 
 

 

 
 
V1誘導 
 
 
 
 
 
 
V2誘導 
 
 
 
 
 
 
V3誘導 
 
 
1)  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、ジソピラミド、ピルジカイ
ニドの静注である。 

2)  血行動態が不安定な場合でも、12誘導心電図の記録を優先する。 
3)  血行動態が不安定な場合は、リドカインを急速静注する。 
4)  基礎心疾患の有無は治療薬の選択の際に重要である。 
5)  基礎心疾患の無い右脚ブロック、左軸変位型の場合は、ベラパミル、ジルチアゼムの静注を第一選択
薬とする。 

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

答え （ e ） 
 
問１９．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)  停止後の心電図が、左脚ブロックで右軸変位の場合は、β遮断薬を静注する。 
2)  持続している場合はベラパミルの静注による停止を行う。 
3)  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リドカインやニフェカラントを静
注する。 

4)  停止後に、ＱＴ延長を認める場合は、Ｍｇを静注する。 
5)  反復する場合は、心機能によって選択する薬剤が異なる。 

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

答え （ ｄ ） 



問２０．日本人で先天性血栓形成素因が疑われる場合、 も可能性が低い原因はどれか。（亀岡） 
a)  antithrombin 活性低下 
b)  protein C 活性低下 
c)  protein S 活性低下 
d)  hyperhomocyteinemia 
e)  factor V Leiden 
 

答え e) 
 
問２１．正しいものはどれか。（亀岡） 
1) 深部静脈血栓症予防に warfarin,を投与するときは、通常 INR 2.0 – 3.0 を目標とする。 
2) 心原性脳塞栓症の予防には、抗凝固薬よりも抗血小板薬の方が有効である。 
3) carbamazepine は warfarin の効果を減弱させる。 
4) heparin と warfarin の同時投与は禁忌である。 
5) clopidogrel は血栓性血小板減少性紫斑病の原因となりうる。 

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

答え b 
 
問２２．ヘパリン起因性血小板減少症に関して正しい組み合わせはどれか。（亀岡） 
1) 通常ヘパリン投与開始後 24～72 時間の間に血小板減少を認める。 
2) 抗ヘパリン－血小板第 4因子複合体抗体による機序と考えられている。 
3) 約 33～50％が血栓塞栓症伴う。 
4) 欧米に比べてわが国の報告は少ないが、過小評価されている可能性がある。 
5) 治療の基本は Warfarin 投与への切り替えである。 

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

答え c 
 
問２３．特発性血小板減少性紫斑病（ITP）に対して prednisolone 内服による通院加療を受けていた 32 歳女

性が左下肢深部静脈血栓症を併発し、抗リン脂質抗体症候群と診断された。考えにくい検査結果はどれ
か。（亀岡） 

a)  血小板数  3.0 万 
b)  PT  102%（正常値 71％以上） 
c)  APTT  20.2 秒 （正常値 28－40 秒） 
d)  抗カルジオリピン抗体 43.4 U/ml（正常値 0-9.9)  
e)  lupus anticoagulant  1.5（正常値 0-1.2） 
 

答え c) 
 
問２４．セフェム系抗菌薬の細菌細胞への作用機序はどれか。1つ選べ。（渡辺彰） 
a) 細胞質膜合成阻害 
b) 細胞壁合成阻害 
c) 蛋白合成阻害 
d) 葉酸合成阻害 
e) 核酸合成阻害 

正解 b 
予想難易度：易 
 
問２５．抗菌薬は質的選択毒性薬と量的選択毒性薬との 2 つに大きく分けることが出来るが、質的選択毒性
薬はどれか。2つ選べ。（渡辺彰） 
1) キノロン系薬 
2) セフェム系薬 
3) ペニシリン系薬 
4) マクロライド系薬 
5) テトラサイクリン系薬 

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

正解 c 
予想難易度：中 
 
問２６．抗菌薬と副作用の関連で誤っているのはどれか。2つ選べ。（渡辺彰） 
1) キノロン系---------------光線過敏症 
2) ペニシリン系-------------アナフィラキシーショック 
3) アミノ配糖体系------------歯牙黄染 
4) テトラサイクリン系---------聴神経障害 
5)  クロラムフェニコール-------造血器障害 

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

正解 d 
予想難易度：中 



問２７．46 歳の女性。飼っていたインコが雛を産んだので世話をしていたが、2 羽とも死んでしまったため
庭に埋めた。その 10 日後から 39.5℃の発熱と強い咳、右胸痛が出現したため当院を受診した。白血球
数 7200/mm3、CRP 10.2mg/dl、AST と ALT との軽度上昇（70～80IU/L）があり、胸部エックス線写真で右
中下肺野にスリガラス様陰影と軽度の胸水貯留を認めた。選択すべき適切な抗菌薬はどれか。2つ選べ。
（渡辺彰） 

1) キノロン系薬 
2) セフェム系薬 
3) ペニシリン系薬 
4)  カルバペネム系薬 
5) テトラサイクリン系薬 

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

正解 ｂ 
予想難易度：難 
 
問２８．敗血症の患者にある抗菌薬の常用 大量を投与して解熱傾向となり症状も緩和されたがそれ以上の

改善は認められない。しかし、過去の病歴を参照するとこの患者には他の系統の抗菌薬は副作用の恐れ
が強くて使えない。そこで同じ薬剤を続けることにしたが、投与法を工夫することとした。1 日投与総
量を同じに固定した際、1 回投与量を減らしても多数回に分割して投与する方が治療効果の上がる抗菌
薬はどれか。2つ選べ。（渡辺彰） 

1) キノロン系薬 
2) セフェム系薬 
3) ペニシリン系薬 
4) アミノ配糖体系薬 
5) テトラサイクリン系薬 

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

正解 c 
予想難易度：難 
 
問２９．次の中から正しいものを一つ選べ。（石岡） 
a) 分子標的薬剤は薬剤数が多い。 
b) 化学療法剤は抗体薬が多い。 
c) ホルモン療法薬は大腸がんに使用される。 
d) バイオセラピー（または BRM）は多くのがんで使用される。 
e) 微小管重合阻害剤は化学療法剤に含まれる。 

 
解答：（e） 

 
問３０．化学療法に対する感受性が高いものを一つ選べ。（石岡） 

a) 肺がん 
b) 子宮頸がん 
c) 原発不明癌 
d) 悪性リンパ腫 
e) 膵がん 

 
解答：(d) 

 
問３１．化学療法剤の投与量を決定する際に も一般的な方法について、正しいものを一つ選べ。（石岡） 

a) 投与量は年齢で補正する。 
b) 投与量は体表面積で補正する。 
c) 投与量は体重で補正する。 
d) 投与量は AUC で補正する。 
e) 投与量は身長で補正する。 

 
解答：(b) 

 
問３２．次の組み合わせで間違いを一つ選べ。（石岡） 

a) 有害事象の評価― NCI-CTCAE ver. 3.0 
b) 固形がんの治療効果判定―RECIST 
c) 患者の全身状態の評価―Child-Pugh 分類 
d) 血液毒性―白血球減少 
e) 抗体薬―注入反応（infusion reaction） 

 
解答：(c) 

 
 
 
 
 
 
 



問３３．次の組み合わせで間違いを一つ選べ。（石岡） 
a) 乳がん―CHOP: cyclophsphamide+doxorubicin+vincristine +predonisolone 
b) 膵がん―gemcitabine(GEM) 
c) 食道がん―FP 療法: cisplatin (CDDP)+5-FU 
d) 大腸がん―FOLFOX 療法: levofolinate(LV)+5-FU+oxaliplatin(L-OHP） 
e) 卵巣がん―TC 療法: paclitaxel(PTX)+carboplatin(CBDCA) 

 
解答： (a) 
 
問題３４．微小変化型ネフローゼ症候群に対する副腎皮質ステロイド治療の方針として正しいものはどれか。
一つ選べ。（佐藤） 
a)  副作用に注意しながら、なるべく少量から開始するのが原則である。 
b)  一週間投与して無効の場合は、一旦中止して経過を見るべきである。 
c)  原則として治療開始時から免疫抑制薬を併用すべきである。 
d)  18 歳以下の小児ではステロイドパルス療法は行わない。 
e)  維持療法は隔日投与（一日おきの服用）で行う場合がある。 

 
正解：e 
 
問題３５．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) 活性型ビタミン D --- 高カルシウム血症 
b) ループ利尿薬 --- 低カリウム血症 
c) スピロノラクトン --- 高カリウム血症 
d) ペニシリン --- ネフローゼ症候群 
e) シスプラチン --- 急性尿細管壊死 

 
正解：d 
 
問題３６．サイクロフォスファミド（エンドキサン）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) 白血球減少 
c) 脱毛 
d) 性腺機能障害 
e) 出血性膀胱炎 

 
正解：a 
 
問題３７．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) 造影剤 
3) エリスロポエチン 
4) アミノグリコシド系抗生物質 
5) 抗甲状腺薬 

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

正解：b 
 
問題３８．喘息治療の基本的考え方で、正しい記載を 3つ選べ。（大類） 
1) 喘息治療の基本は、喘息発作を予防することである。 
2) 持続型喘息に対する第一選択薬は、吸入ステロイド薬である。 
3) 喘息治療薬は、長期管理薬（レリーバー）と発作治療薬（コントローラー）に大別される。 
4) 長時間作用性β2刺激薬は、抗炎症効果を有する。 
5) 吸入ステロイド薬には直接的な気管支拡張作用はない。 

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

＜正解：b＞ 
 
問題３９．喘息治療薬に関する記載の中で、正しいものを 3つ選べ。（大類） 
1) 吸入ステロイド剤の副作用として口腔カンジダ症があり、その対策として吸入後のうがいの励行が有
用である。 

2) テオフィリン血中濃度の治療域と中毒域は近接しており、血中濃度のモニタリングが重要である。 
3) テオフィリンの中毒症状として、嘔気、頭痛、不眠、頻脈、痙攣、不整脈が見られる事がある。特に、
高齢者では中毒症状が生じ易い。 

4) ロイコトリエン受容体拮抗薬には、抗炎症効果は認められない。 
5) 中～高用量の吸入ステロイド薬に、ロイコトリエン受容体拮抗薬を併用しても気道狭窄の改善効果は
期待できない。 

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

＜正解：a＞ 
 
 
 



問題４０．喘息治療薬に関する記載の中で、正しいものを 3つ選べ。（大類） 
1) 長時間作用性吸入β２刺激薬にも、短時間作用性吸入β２刺激薬で認められる長期連用での効果の低
下（タキフィラクシス）が認められる。 

2) β２刺激薬の副作用として、頻脈、振戦、高カリウム血症が知られている。 
3) 長時間作用性吸入β２刺激薬は、吸入ステロイド薬を使用している喘息患者のみに使用する。 
4) 吸入ステロイド薬の適正な使用には、喘息死を減らす効果ある。 
5) 成人型気管支喘息では、完全治癒はまれなので原則として治療の継続が重要である。 

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

＜正解：e＞ 
 
問題４１．慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）薬物治療の基本的事項の中で、正しい記載を 3つ選べ。（大類） 

1) ＣＯＰＤの病状は進行性なので、薬剤投与は長期にわたり継続しない。 
2) 気管支拡張薬は、1秒量の改善の有無にかかわらずＣＯＰＤの運動耐容能を改善する。 
3) 気管支拡張薬による治療は、ＣＯＰＤの症状の管理の上で中心的役割を果たす。 
4) ＣＯＰＤ治療にとって気管支拡張薬の投与は吸入での投与がのぞましい。 
5) ＣＯＰＤに対する気管支拡張薬は症状のコントロールに有効であり、1 秒量の経年的減少をも抑制す
る。 

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

＜正解：d＞ 
 
問題４２．ＣＯＰＤの薬物治療の記載の中で、正しいものを 3つ選べ。（大類） 
1) ＣＯＰＤ患者では、その気管支収縮に副交感神経（迷走神経）の関与が強いため、気管支拡張薬とし
て抗コリン薬が有効である。 

2) 気道での抗コリン薬の気管支拡張作用は、気道平滑筋上のＭ２受容体におけるアセチルコリンの作用
に拮抗することでもたらされる。 

3) 抗コリン薬を高齢者で使用する場合、口渇、尿閉、緑内障の悪化に注意する必要はない。 
4) チオトロピウムは長時間作用性の抗コリン薬で、1日 1回の吸入で有効である。 
5) チオトロピウム投与は、ＣＯＰＤ患者において急性増悪の頻度を抑制する。 

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

＜正解：ｃ＞ 
 
問題４３．KATPチャネルに関連しないものはどれか。(柳澤) 
a) buformin 
b) diazoxide 
c) glibenclamide 
d) nicorandil 
e) tenaglinide 

 
解答 a 
 
問題４４．Black 博士に直接的にも間接的にも関与しないものはどれか。(柳澤) 
a) captopril 
b) cimetidine 
c) dichloroisoproterenol 
d) metoxamine 
e) propranolol 

 
解答 a 
  
問題４５．A peptide that causes increased capillary permeability and edema is (柳澤) 

a) Angiotensin Ⅱ 
b) Bradykinin 
c) Captopril 
d) Hisramine 
e) Losartan 

 
正解 b   
 
問題４６．小児の薬物動態の特徴について、正しいのはどれか。(岡村) 
1) 新生児では胃内 pH が低く、塩基性の薬物の吸収が悪い。 
2) 腸管絨毛の発達不全のため、未熟児・新生児では薬物吸収が遅い。 
3) 肝における代謝酵素活性は 4歳までにピークを迎え、成人に向かって低下する。 
4) 新生児ではβ-グルクロニダーゼ活性が高く、腸肝循環を受けやすい。 
5) 新生児期・小児期は体内水分量が少なく、水溶性の薬物の血中濃度が上昇しやすい。 

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

 
正解：ｄ 
 



問題４７．体表面積から計算される 3歳児の薬用量は成人量のどの程度の割合か。(岡村) 
a)  1/8 
b)  1/5 
c)  1/4 
d)  1/3 
e)  1/2 

 
正解：ｄ 
 
問題４８．小児の薬物療法に関する記述のうち、正しいのはどれか。(岡村) 
1) なるべく経口投与とし、注射は避ける。 
2) 5～6 歳までは散剤よりも錠剤を用いる。 
3) 解熱剤としてはアスピリンが第一選択薬である。 
4) てんかんの既往がある小児に対しては、テオフィリンを慎重に投与する。 
5) 卵アレルギーのある小児には塩化リゾチームは禁忌である。 

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

正解：ｃ 
 
 
問題４９．高齢者の薬物動態の特徴について正しいのはどれか。(岡村) 
1) 血清アルブミン濃度が低下し、非結合型薬物濃度が増大しやすい。 
2) α1 酸性糖蛋白に結合する薬物の蛋白結合率は上昇する。 
3) 肝臓で代謝される薬物の血中からの消失は遅延しやすい。 
4) 薬物の尿中排泄速度が上昇する傾向にある。 
5) 脂溶性の薬物の血中濃度が上昇しやすいが、消失半減期は短縮する。 

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

正解：ａ 
 
問題５０．高齢者の薬物療法に関する記述のうち、誤っているのはどれか。(岡村) 
a) 薬物服用歴を詳細に聴取する。 
b) 投薬数はできる限り少なくする。 
c) 初回投与量を維持し、変更を避ける。 
d) 慢性疾患には一定の観察期間を設ける。 
e) 与薬適応の優先順位を考慮する。 

正解：ｃ 
 
問題５１． L-DOPA 製剤の長期使用に関連して、しばしば問題となるのはどれか。（武田篤） 
a) 症状の週間変動 
b) 幻覚・妄想などの精神症状 
c) うつ症状 
d) 難治性振戦 
e) すくみ足 

 
（答）  b 
 
問題５２．パーキンソン病の患者管理で正しいものはどれか。（武田篤） 
a) 精神症状を予防のために D2 阻害剤を早期から併用する。 
b) L-DOPA 製剤の薬効を高めるために、しばしば制酸剤を併用する。 
c) 精神症状がみられたら L-DOPA 製剤は直ちに中止する。 
d) 手術時など絶食が必要な時は L-DOPA 製剤を静注で補う。 
e) 高頻度に下痢を合併するため抗コリン剤が良く使われる。 

 
（答）  d 
 
問題５３．Wearing off治療として通常選択されることがないのはどれか？（武田篤） 

a) COMT 阻害剤の併用 
b) βブロッカーの併用 
c) ドーパミンアゴニストの併用 
d) L-DOPA の少量頻回投与 
e) MAO-B 阻害剤の併用 

 
（答）  ｂ 
 
 
 
 
 
 
 
 



問題５４．薬剤と副作用の組み合わせで正しくないのはどれか。（武田篤） 
a) L-DOPA-------------------------ジスキネジア 
b) ドーパミンアゴニスト------心臓弁膜症 
c) アマンタジン------------------下腿浮腫 
d) 抗コリン剤---------------------尿閉 
e) MAO-B 阻害剤----------------抑うつ 

 
（答）  e  
 
問５５．胃酸分泌に主に関与する胃の壁細胞の受容体を３つ選びなさい。（木内喜孝） 
1) セロトニン受容体 
2) ムスカリン受容体 
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, 2, 5)  c. (1, 4, 5)  d. (2, 3, 4)  e. (3, 4, 5) 

答：d 
 
問５６.  ヘリコバクターピロリについて正しい記載を３つ選びなさい。（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.  除菌療法の（保険）適応は胃十二指腸潰瘍の患者さんだけである． 
4.  除菌療法には，プロトンポンプ阻害薬が使用される． 
5.  除菌療法には，ヒスタミン受容体拮抗薬が使用される． 
 
a. (1, 2, 3)  b. (1, 2, 5)  c. (1, 4, 5)  d. (2, 3, 4)  e. (3, 4, 5) 

答：d 
 
問５７.  ヘリコバクターピロリ除菌療法について正しい記載を２つ選びなさい。（木内喜孝） 

1) 除菌後の再感染率は１０％/年である． 
2) 除菌後に維持療法として、小量の抗生剤の内服が推奨されている。 
3) アモキシシリン耐性のピロリ菌が日本で増加している． 
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)  b. (1, 5)  c. (2, 3)  d. (3, 4)  e. (4, 5) 

答：e 
 
問５８.  ヘリコバクターピロリ初回除菌で除菌できなかった場合の再除菌で使用する薬剤として適切なも
のを３つ選びなさい。（木内喜孝） 
  1.  粘膜防御剤 
  2.  ヒスタミン受容体拮抗薬 
  3.  プロトンポンプ阻害剤 
  4.  メトロニダゾール 
  5.  アモキシシリン 
 
a. (1, 2, 3)  b. (1, 2, 5)  c. (1, 4, 5)  d. (2, 3, 4)  e. (3, 4, 5) 

答：e 
 
問５９.  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.  耐性菌 
4.  飲酒 
5.  肥満 
 
a. (1, 2, 3)  b. (1, 2, 5)  c. (1, 4, 5)  d. (2, 3, 4)  e. (3, 4, 5) 

答：a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



問６０.  一次性高血圧の治療における降圧薬の二剤併用で、適当なものを選びなさい。(今井) 
1) カルシウム拮抗薬とα1遮断薬 
2) カルシウム拮抗薬とβ遮断薬 
3) カルシウム拮抗薬とアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬 
4) カルシウム拮抗薬とアンジオテンシンⅠ変換酵素阻害薬 
5) アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬と利尿薬 
6) アンジオテンシンⅠ変換酵素阻害薬と利尿薬 
7) α1遮断薬と利尿薬 
8) アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬とアンジオテンシンⅠ変換酵素阻害薬 

 
a.（1, 3, 4, 5, 8） b.（2, 3, 4, 5, 6） c.（3, 5, 6, 7） d.（1,  4, 6, 7） 
e.（4, 5, 6, 8） 

答 (b) 
 
問６１．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  ─ Bifidobacteria 
2) functional dyspepsia  ─ mosapride 
3) 胃食道逆流症   ─ loperamide 
4) 糖尿病性ガストロパレーシス ─ polycarbophil 

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

答え ○(1) 過敏性腸症候群  ─ Bifidobacteria 
○(2) functional dyspepsia  ─ mosapride 
×(3) 胃食道逆流症  ─ loperamide 
×(4) 糖尿病性ガストロパレーシス ─ polycarbophil 

○a. (1) (2)のみ 
難易度易。講義に出席していれば正解。 
 
問６２．消化管運動を抑制す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) magnesium oxide 
2) erythromycin 
3) nizatidine 
4) scopolamine butylbromide 

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

答え ×(1) magnesium oxide 
×(2) erythromycin 
×(3) nizatidine 
○(4) scopolamine butylbromide 

○d. (4) のみ 
難易度易。講義に出席していれば正解。 
 
問６３．疾患名+合併疾患名の患者に処方された治療薬 1 ─ 治療薬 2の組み合わせを示す。この中で、処方
すべきでない治療薬を含む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+前立腺肥大  ─ scopolamine    ─ tamsulosin (α1-blocker) 
2) 便秘+パーキンソン病        ─ metoclopramide ─ L-DOPA 
3) functional dyspepsia+筋緊張性頭痛─ fluvoxamine    ─ tizanidine 
4) 慢性偽性腸閉塞+片頭痛      ─ erythromycin   ─ dihydroergotamine 

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

答え ○(1) 過敏性腸症候群+前立腺肥大 ─ scopolamine  ─ tamsulosin (・1-blocker) 
○(2) 便秘+パーキンソン病        ─ metoclopramide ─ L-DOPA 
○(3) functional dyspepsia+筋緊張性頭痛─ fluvoxamine    ─ tizanidine 
○(4) 慢性偽性腸閉塞+片頭痛      ─ erythromycin   ─ dihydroergotamine 

○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、薬物の適応、副作用、併用禁忌を理解していれば正解。 
 
問６０．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) 妊娠反応陽性の女性の悪心に granisetron を投与した。 
2) 小腸狭窄で腸閉塞を繰り返す便秘患者に polycarbophil を処方した。 
3) 発熱と水様便で衰弱して救急部を受診した患者に loperamide を処方した。 
4) functional dyspepsia 患者の不安に tandospirone (5-HT1A 刺激薬)を処方した。 

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

答え ×(1) 妊娠反応陽性の女性の悪心に granisetron を投与した。 
×(2) 小腸狭窄で腸閉塞を繰り返す便秘患者に polycarbophil を処方した。 
×(3) 発熱と水様便で衰弱して救急部を受診した患者に loperamide を処方した。 
○(4) functional dyspepsia 患者の不安に tandospirone (5-HT1A 刺激薬)を処方した。 
○d. (4) のみ 
難易度中。講義に出席し、配布プリントを一読し、薬物の適応と副作用を理解していれば正解。 
 



問６５．45 歳男性。6 ヶ月間毎日続く腹痛と下痢を訴えて外来を受診した。発症前は 1 日 1 行の普通便であ
ったものが 1日 4行の水様便に変化し、同時期に腹痛が生じた。腹痛は排便すると改善する。身体所見、
血液検査、大腸内視鏡検査他の検査所見は全て正常である。仕事は長距離トラックの運転手で、6 ヶ月
前からストレスが増えたという。仕事しながらの外来加療を希望している。 初に処方すべき薬物はど
れか。a-e の中から 1つ選べ。(福土) 

1) diazepam 
2) amitriptyline 
3) mianserin 
4) trimebutine 

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

答え ×(1) diazepam （眠気の副作用。運転者に無条件に処方すべきでない。） 
×(2) amitriptyline （眠気の副作用。運転者に無条件に処方すべきでない。） 
×(3) mianserin （眠気の副作用。運転者に無条件に処方すべきでない。） 
○(4) trimebutine （中枢作用のない消化管機能調節薬） 

○d. (4) のみ 
難易度中。講義に出席し、配布プリントを一読し、薬物の適応と副作用を理解していれば正解。 
 
問６６．以下の文で正しいものはどれか？ 
1) 生存曲線等から低悪性度群悪性リンパ腫は化学療法により一定の割合で治癒が期待できる。 
2) 慢性骨髄性白血病は標的療法剤メシル酸イマチニブにより 5年生存率は 90%を超えると期待される。 
3) 化学療法前 informed consent では疾患名、治療法、副作用さらに生存期間等を必ず説明する。 
4) 急性骨髄性白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等の代表的疾患の好発年齢は 60-70 歳である。 
5) 悪性細胞の染色体異常は疾患分類には有用だが予後には関係しない。 

 
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） 
正解：d 
 
問６７．以下の文で正しいものはどれか。 

1) 急性白血病発症時体内に 1011～12個の白血病細胞が存在し 108～9個に減少すると寛解になるとされる。 
2) 急性骨髄性白血病の治療方針決定に FAB 分類は重要ではない。 
3) 急性骨髄性白血病の標準的寛解導入療法はイダルビシン・シタラビン（Ara-C）併用療法である。 
4) イダルビシンは 24 時間静脈内持続点滴で投与する。 
5) 急性骨髄性白血病寛解導入療法後の高度骨髄抑制は、通常、約 1週間である。 

 
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） 
正解： c 
 
問６８．以下の文で正しくないものはどれか。 
1) オールトランスレチノイン酸（ATRA）投与時、化学療法併用は避ける必要がある。 
2) シクロフォスファミドの出血性膀胱炎予防にはステロイド剤が有効である。 
3) L-アスパラギナーゼ投与時、凝固障害はほぼ必発であり、膵臓炎、肝機能障害も起こすこともある。 
4) シタラビン（Ara-C）大量投与では中枢神経系副作用の頻度が増す。 
5) ビンクリスチンの静脈外漏出は重症の皮膚障害を生ずる。 

 
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） 
正解： a 
 
問６９．非ホジキンリンパ腫の治療につき正しいものはどれか。 

1) リツキシマブは、リンパ球表面上の CD20 に対するヒトマウスキメラ抗体である。 
2) リツキシマブの重大な副作用にはアナフィラキシー、腫瘍崩壊症候群が上げられる。 
3) リツキシマブはすべての B細胞性リンパ腫に適応がある。 
4) 濾胞性リンパ腫はリツキシマブ、CHOP 併用療法が有効で一定の割合の治癒が期待できる。 
5) CHOP 療法では脱毛はほぼ必発であるほか、高頻度で骨髄抑制、末梢神経障害が生ずる。 

 
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） 
正解：b 
 
問７０．以下の文で正しくないものはどれか。 

1) t(9;22)(q34;q11)を有する慢性骨髄性白血病は骨髄移植が標準的治療である。 
2) t(15;17)を有する急性前骨髄球性白血病は DIC 合併がほぼ必発でメシル酸イマチニブが有効である 
3) レチノイン酸症候群は白血病細胞が増加した時に発症しやすい。 
4) び慢性大細胞型 B細胞性リンパ腫は細胞表面 CD20 陽性の確率が高い。 
5) 多発性骨髄腫に用いられるメルファランはアルキル化剤で心毒性が重要である。 

 
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） 
正解：b 
 
 
 
 
 



問７１．経口血糖降下薬が禁忌なのはどれか。１つ選べ。(檜尾) 
a) 高齢者 
b) 妊娠 
c) 重症高血圧症 
d) 家族性高コレステロール血症 
e) 尿路感染症 

＜正解 ｂ＞ 
 
問７２．経口血糖降下薬治療について正しいのはどれか。１つ選べ。(檜尾) 

a) グリニド系薬剤（速効型インスリン分泌促進薬）は、１日１回内服することで効果が保たれる。 
b) インスリン抵抗性改善薬（チアゾリジン誘導体）の主たる副作用は腹部飽満、放屁である。 
c) αグルコシダーゼ阻害薬は小腸で作用して血糖の急激な上昇を緩和する。 
d) ビグアナイド剤の主作用はカルシウムチャネルを介したインスリン分泌刺激である。 
e) スルフォニル尿素薬は妊娠糖尿病でよく使用される。 

＜正解 ｃ＞ 
 
問７３．経口血糖降下薬治療について正しいのはどれか。１つ選べ。(檜尾) 

a) グリベンクラミドはＳＵ骨格を持つ。 
b) ビグアナイドは肥満を助長する性質がある。 
c) α―グルコシダーゼ阻害薬は主に食前血糖を改善する。 
d) グリニド系薬剤（速効型インスリン分泌促進薬）はスルフォニル尿素薬と同様にβ細胞に作用してイ
ンスリン分泌を促す。 

e)チアゾリジン誘導体は浮腫を改善する性質を持つ。 
＜正解 ｄ＞ 
 
問７４．新薬の臨床試験として正しいのはどれか？（谷内） 

a) 第 I相試験は少数の被験者を対象とする訓練された臨床薬理学者が行う試験である。 
b) 第 II 相試験は多くの対象疾患患者（1000 人から 3000 人）に新薬を投与する。 
c) 第 III 相試験は慎重に中毒域を推定して治療係数を決定する。 
d) 第 IV 相試験は、第 I、II、III 相で発見された副作用の詳しい研究である。 
e) 第 II 相試験では、Positive control と Placebo の使用は必要である。 
＜正解 a＞ 

 
問７５．新薬の開発における動物実験で正しいのはどれか？（谷内） 

a) 遅発性毒性を発見するために 3年以上の慢性毒性試験が必要である。 
b) 少なくても 2種類の霊長類（たとえばサルとヒヒ）の使用が必要である。 
c) 国の認可を得るために規制当局（医薬品医療機器総合機構）に病理組織のスライドと標本の提出が必

要である。 
d) 動物実験を多くすればするほど、薬物アレルギーを含む副作用を的確に予測することができる。 
e) AIDS 治療薬のような緊急の社会的要請の高い新薬の場合は短縮することができる。 
＜正解 e＞ 
 

問７６．新しい鎮痛薬の第 III 相臨床試験に必要でないものはどれか？（谷内） 
a) ネガテｨブ・コントロール（プラセボ） 
b) ポジテｨブ・コントロール（既に市販されている標準的な鎮痛薬） 
c) 2 重盲検のプロトコール 
d) 無作為割付のプロトコール 
e) 規制当局（医薬品医療機器総合機構）への新薬承認申請書の提出 
＜正解 e＞ 
 

問７７．高血圧治療薬の新薬開発として正しい記述はどれか？（谷内） 
a) 動物に対する毒性とヒトに対する毒性には関連が全くないために、動物実験は副作用の予測には無意

味である。 
b) 健常人を対象とする臨床試験の一部は、患者対象の臨床試験の前に行う必要がある。 
c) 長期に服用するので、危険性を十分に予測するために 3種類以上の動物で検証される必要がある。 
d) 動物における治療係数はヒトの臨床試験の前に知る必要がある。 
e) 新薬なので既に市販されている標準的な治療薬との比較は必要ない。 
＜正解 b＞ 

 
問７８．処方箋の略号のうち間違っているものはどれか？（谷内） 

1. IVPB  
2. prn 
3. OD 
4. qqs 
5. scs 
 
a (1, 2)       b (2, 3)     c (3, 4)    d (4, 5)    e (1, 5)  

＜正解 d＞ 
 

問題７9. 日本における処方箋の書き方に関する記述で正しいのはどれか？（谷内） 
1. 10000 倍散の場合は１ｇ中 1 mg 有効成分が含まれている。 
2. 処方箋は国際標準である 1日投与量で記載する。 



3. 略号の QID とは毎日２回服用することである。 
4. 処方箋は個人情報保護から直ぐに廃棄できる場合がある。 
5. 薬剤師は処方箋を書くことができない。 

 
  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） 

＜正解 e＞ 
 
問８０．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.  1964 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、 終的にはヒトを対象とする臨床試験に一部依存せざるを得ない研究に基づく。 
3. 新薬は作用メカニズムが明確であれば、その利益､危険性､負担及び有効性について、現在の標準的治療
法と比較される必要は全くない｡ 
4．被験者へのインフォームド・コンセントに本研究の利益､危険性､負担及び有効性についてのみ記述して
おけば、本臨床試験に関係する企業と研究者個人との経済的関係（謝礼、株式など）を開示する必要はな
い。 
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, 4 のみ） d.（4, 5 のみ） e.（1, 5 のみ） 
＜正解 C＞ 

 
 
問８１．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. GVP 
c. GQP 
d. SMR 
e. ICH 
＜正解 ｄ＞ 

 
問８２．ある治療薬の半減期は 4 時間であるが、1 日 1 回の投与ですべての患者で副作用をもたらすことな
く効果がどの時間でも十分に主作用があることが分かっている。薬物動態から理論的に推定されるこの薬物
における 小有効濃度に対する 小中毒濃度の比は少なくともどの値以上になると予想されるか？（谷内） 

a. 10 倍以上 
b. 64 倍以上 
c. 200 倍以上 
d. 512 倍以上 
e. 推測するのに不可能なデータしかない 

 
＜正解 ｂ＞ 

 
問８３．心筋梗塞になった A さんが不整脈を起こしている。東北大病院の研修医の B 医師がリドカイン
の持続投与を 1.92 mg/min で開始した。リドカインの標準的な薬物動態パラメーターは total body 
clearance (Clp)；640 ｍl/min、分布容積（Vd）；77 リットル(l)、生物学的半減期（ｔ1/2）；1.8 時間で
ある。研修医 B は A さんのリドカインの血漿中濃度の測定をいつ行って、治療計画を立てたらよいか？
（谷内） 

a. A さんの機嫌のよいとき 
b. 4 時間後 
c. 8 時間後 
d. 24 時間後 
e. 研究医 Bの都合のよいとき 
 
＜正解 ｃ＞ 
 

問８４．定常状態における血漿中濃度はどれくらいになると予想されるか？ 
ａ．6  mg/l 
ｂ．3  mg/l 
ｃ．1.5 mg/l  
ｄ．0.75 mg/l 
ｅ．0.5 mg/l 
 
答えＢ： ＣSS＝dose／Clp＝1.92 (mg/min) / 0.64 (l/min) = 3.0 (mg/l) 

 
 

問８５．実際に平衡状態の血漿中濃度を測定したところ、その値は予想した血漿中濃度の 2 倍であった。薬
理学的に考える も妥当な理解はどれか？（谷内） 

a. 研修医 Bが注入速度を誤って 2倍にしてしまった。 
b. 薬剤部がリドカインの測定を間違ってしまった。 
c. A さんの体におけるリドカインの分布容積は標準的な値の 2倍である。 
d. A さんの体におけるリドカインのクリアランスは標準的な値の 2分の１である。 



e. A さんの体におけるリドカインの半減期は標準的な値の半分である。 
 
答えｄ 
 
問８６．Ａさんが肺炎のために入院した。抗生物質Ｂを使って治療することにした。Ａさんにおける抗生物
質Ｂの半減期は６時間で、分布容積（Vd）は４０リットル(l)である。抗生物質Ｂを１２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４ mg/ｌにしたいと思っている。12 時間ごとの維持量
（maintenance dose）に近いのはどれか？（谷内） 

a) 100 mg 
b) 160 mg 
c) 220 mg  
d) 280 mg 
e) 340 mg 
 

  答えｃ）   
維持量＝Css×Clp = Css×ke×Vd = Css×0.7/t½×Vd = 4(mg/l)×0.693/6(h)×40(l) ×12 (h) = 222 mg 
 
  
問８７．５１歳のうつ病患者の女性で、狭隅角緑内症も患っている。次の抗うつ薬のうち避けるべき薬はど

れか？（谷内） 
  1. アミトリプチリン 
  2. セルトラリン 
  3. ブプロピオン 
  4. ミルナシプラン 
  5. フルボキサミン 
  
 a.（1 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 a 
  
問題８８．次の注射薬のうち、少量を静注した場合に も生命に危険であると考えられるのはどれか？（谷

内） 
a.  50 ％グルコース                  
b.  １ M（７．５％）塩化カリウム           
c.  8.5 ％グルコン酸カルシウム         
d.  ７ ％炭酸水素ナトリウム            
e. 0.9 ％塩化ナトリウム     

 
解答： b   

 
問８９．次の剤型や薬物投与法のうち初回通過効果が も大きいと考えられる投与法はどれか？ 

1. シロップ                
2. 舌下錠                   
3. 貼付薬                     
4. 坐剤                    
5. 腸溶錠               

 
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 のみ） 
 

解答：  e 
 
問９０．ある病院で手術が行われた。チオペンタールとサクシニルコリンで導入し、酸素、ハロセン、パン
クロニウムで維持した。気管内挿管を抜管するときにネオスチグミンを補助に用いた。大学生Ａ君は通常の
とおり成功したが、大学生Ｂ君はサクシニルコリンのみで十分に筋弛緩作用があり手術後も抜管できずさら
に 12 時間人工喚気を必要とした。以下の文章のうち正しいのはどれか？                      

1. Ｂ君が起こした異常反応は idiosyncrasy である。        
2.  パンクロニウムは脱分極性筋弛緩薬である。           
3. ネオスチグミンを用いるのは抜管の痛みを取るためである。    
4.  サクシニルコリンの薬物代謝には遺伝子多型が存在する。     
5.  Ｂ君が起こした反応はプラセボ効果である。           

  
  a.（1, 2 のみ） b.（2, 4 のみ） c.（3, 4 のみ） d.（1, 4 のみ） e.（1～5 のすべて） 
 
解答：  d  

 
問９１．ある病院で同様に大学生Ｚ君の手術が行われた。 初は順調に進行したが、終了間際に麻酔科医が
頻脈とチアノーゼに気づき、さらに体温が４１℃になり代謝性アシドーシスになった。以下の文章のうち正
しいのはどれか？ 
a Ｚ君が起こしたのは麻酔薬による悪性症候群である。      
b このような重篤な症状の頻度は高い。          



c この原因は遺伝的背景ではなく、薬物相互作用による。   
d 治療には L-DOPA を用いる。               
e 治療にはダントロレンが用いられる。 
 
解答：   e 
 
問９２：ジアゼパムを内服した時に注意しなければならないよくある副作用はどれか？（谷内） 

A． 嘔気 
B． 不安増大 
C． 不眠 
D． 記憶障害 
E． 貧血 
  

答え   D 
  

問題９３：カルバマゼピンの用量依存的な副作用で も代表的なものはどれか？（谷内） 
A. アンギナ、蕁麻疹（じんましん）、嘔吐 
B. 腎不全、発疹、白血球減少 
C. 肺毒性、肝不全、自己免疫症候群 
D. 呼吸抑制、喘息 
E. 複視、吐き気、運動失調 

  
答   E 

  
問題９４：患者は７４歳男性で、症状は衰弱と無気力である。患者はこれらの兆候を約２ヶ月経験している。

病歴として、２年前の自動車事故からてんかんが続き、またひざと臀部に変形性関節症がある。６
ヶ月前の妻の死亡以来アルコールを大量に飲んでいる。処方薬は phenytoin 300mg（経口 就寝前）、
Aspirin 650 mg（経口 １日４回と必要なとき）。所見は蒼白な粘膜、便は Guaiac(+)、蒼白な爪床、
両股関節の可動域制限、膝関節の炎症を伴わない疼痛がある。この症例の検査成績は以下のとおり
である。Hct 32％(6 ヶ月前 38％)、Hgb 10g/dl、MCV 80 μ㎥、MCHC 28g/dl(31～37g/dl)、血清
Fe 38μg/dl、TIBC 510μg/dl である。この患者の治療方針として間違っているのはどれか？（谷
内） 

A. Aspirin を acetaminophen に変える。 
B. Aspirin の服用を中止する。 
C. Ranitidine150mg、1 日 2回投与を開始する。 
D. Aspirin を diclofenac に変える。 
E. Diazepam 投与を開始する。 
  

答   D 
  
問題９５．以下の H2 ブロッカーで も potency が強いと考えられているのはどれか？（谷内） 

A. シメチジン 
B. オメプラゾール 
C. ファモチジン 
D. ニザチジン 
E. ラニチジン 

  
答   C 
  
 
問９６：人間を被験者とした研究の綱領とガイドラインであるものはどれか？ 

1． ベルモント・レポート 
2． ニュールンベルグ・コード 
3． ヘルシンキ宣言 
4． コモン・ルール 45CFR46 
5． ICH-GCP 
 

a.（1, 2,3 のみ）  b.（1, 3, 5 のみ）  c.（2, 3, 5 のみ）  d.（2, 3, 4 のみ）  e.（1～5 のすべて） 
 

答   E 
 
 



問９７．ヘルシンキ宣言で臨床研究を行うことが禁止されている状態はどれか？（谷内） 
1. 昏睡状態 
2. 精神遅滞 
3. 認知症 
4. 服役 
5. 子供 
 

a.（1, 4 のみ） b.（1, 2, 5 のみ） c.（1, 3, 4 のみ） d.（2, 4 のみ） e.（a～d のいずれでもない） 
 

答え e 
 
問９８.KATPチャネルに関連しないものはどれか？（柳澤） 
a. ECG ST depression 
b. hyperpolarization 
c. ischemic preconditioning 
d. shortening of action potential duration 
e. torsade de pointes 
 

解答 e 
 
問９９．Sulfanilamide 使用時の注意深い観察からから新薬が開発された。例外はどれか？（柳澤） 
a asetazolamide 
b  furosemide 
c procainamide 
d propilthiouracil 
e tolbutamide 
 

解答 c 
 
問１００．hypotensive effect のない薬物はどれか 
a. atropine 
b. milrinone 
c. neostigmine 
d. propranolol 
e. phentolamine  
 
正解 a   
 

 
 
 

 


