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平成２０年度臨床薬理試験問題（再試）平成２０年１１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. 以下の降圧薬と禁忌の組み合わせで、正しい組み合わせを選びなさい。（今井） 

１． サイアザイド系利尿薬----------------------痛風 
２． β－遮断薬-------------------------------------２°房室ブロック 
３． 非ジヒドロピリジン系 Ca系拮抗薬-----上室性発作性頻拍 
４． ACE阻害薬------------------------------------低カリウム血症 
５． アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬--------妊娠 
６． 抗アルドステロン薬--------------------------低カリウム血症 
 
a（1, 4, 6） b（1, 2, 5） c（1, 3, 5） d（2, 3, 6） e（2, 5, 6） 

 
問２. 降圧効果が増強される薬物の組み合わせを選びなさい。（今井） 

１． サイアザイド系利尿薬---フロセミド 
２． β－遮断薬------------------非ステロイド性消炎鎮痛薬 
３． 肝代謝型 Ca－拮抗薬----シメチジン 
４． ACE－阻害薬--------------クロルプロマジン 
５． 肝代謝型β－遮断薬-----フェノバルビタール 
 
a（1, 2, 5） b（2, 3, 5） c（1, 3, 4） d（2, 3, 4） e（2, 4, 5） 

 
問３．３０歳男性。３週間前にバセドウ病と診断し、抗甲状腺剤であるチアマゾール（MMI）６錠/日の投与

を開始した。副作用の有無を調べるためにぜひ必要な検査を２つ選べ。（吉田） 
１． ヘモグロビンと血小板 
２． 白血球数と分画 
３． コレステロール 
４． 腎機能 
５． 肝機能 
 
a. (1, 2)     b. (3, 4)     c. (1, 3)     d. (2, 5)     e (1, 5) 

 
問４．妊娠バセドウ病の治療に関し正しいものを２つ選べ。（吉田） 

１． 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 
２． 抗甲状腺剤には催奇形性があるので、妊娠初期には抗甲状腺剤を一時中止する 
３． 抗甲状腺剤は容易に胎盤を通過し、児の甲状腺を抑制する 
４． 甲状腺ホルモンは容易に胎盤を通過し、児の甲状腺機能に影響する 
５． 抗甲状腺剤を服用中は授乳を禁止する 

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

 
問５．甲状腺ホルモン剤について正しいものを２つ選べ。（吉田） 
 １．中枢性の機能低下症では甲状腺ホルモン剤を投与後にコルチゾールを投与する 
 ２．甲状腺癌の術後では、維持量は TSHが正常となる量である 
 ３．妊婦に投与しても問題はない 
 ４．授乳中に投与しても問題はない 
 ５．過剰投与では腎障害がおこりやすい 
 

 a. (1, 2)     b. (3, 4)     c. (1, 3)     d. (2, 5)     e (1, 5) 
 
問６．1. 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。(福土) 

a 逆流性食道炎  ─ theophylline 
b 過敏性腸症候群  ─ ramosetron 
c  functional dyspepsia ─ procainamide 
d 糖尿病性ガストロパレ−シス ─ clonidine 
e 機能性便秘  ─ disopyramide 

 
問７．消化管運動を主に抑制する薬物はどれか。a-eの中から 1つ選べ。(福土) 

a. neostigmine 
b. erythromycin 
c. metoclopramide 
d. scopolamine butylbromide 
e. picosulfate  

 
問８．臨床で使用されている薬物には、消化管の平滑筋、筋層間神経叢、粘膜下神経叢あるいは知覚神経に
対する作用をあわせ持つものがある。a-e の疾患名（ならびに状態名） ─ それに対する治療薬 ─ 副作
用（頻度が高いもの）の組み合わせの中で、正しいものはどれか。(福土)1 つ選べ。注：ambenonium＝コ
リンエステラーゼ阻害薬 

 
疾患名（ならびに状態名）─ 治療薬  ─ 副作用 

a 狭心症  ─ nitroglycerin ─ 腹痛 
b うつ病  ─ paroxetine ─ 腹痛 
c 重症筋無力症 ─ ambenonium ─ 便秘 
d 癌化学療法の悪心 ─ loperamide ─ 便秘 
e. パーキンソン病 ─ L-dopa  ─ 便秘 

 
問９．抗うつ薬①は字義通りの抗うつ効果のみならず、抗不安効果を持ち、また、痛覚閾値を上昇させるこ
とから、消化管知覚過敏を呈する過敏性腸症候群と functional dyspepsiaに対して有効である。これらの
疾患群には benzodiazepine 系抗不安薬②も使用されるが、覚醒時でも眠気をきたすことがあり、また、常
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用量での依存性も報告されているので、愁訴が多く診察に時間がかかるからと言って、患者に薬理作用を
説明せずに投与してはならない。酸化マグネシウム③は消化管から吸収されにくいため、消化管内腔に水
分を移行させることにより、便通促進効果を示すが、腎不全患者の便秘に対して投与し続けると高 Mg血症
を招くことがある。高分子重合体（polycarbophil）④は消化管内腔の糞便の物理的性質を正常方向に調整
する作用を持ち、過敏性腸症候群であれば下痢型・便秘型を問わずに使用できる。5-HT3 受容体刺激薬⑤
はその薬理作用から下痢型過敏性腸症候群（男性）に適応がある。(福土) 

 下線部の記述のうち、誤った記載はどれか。 
a. ① 
b. ② 
c. ③ 
d. ④ 
e. ⑤ 

 
問１０． 40 歳の男性。腹部膨満感と下痢を主訴として受診。視診・触診にて腹部膨隆と聴診にて消化管運
動音の減弱を認める。立位腹部 X線検査で鏡面像を認め、前医の 6ヶ月前と 1週間前も同一の所見である。
上部消化管内視鏡検査ならびに大腸内視鏡検査は正常であるが、小腸造影検査で小腸拡張像と消化管運動
の低下を認め、24時間小腸内圧検査でも正常の消化管運動は全く失われている。この患者に投与すべき薬
物はどれか。一つ選べ。(福土) 

a. mosapride 
b. isoproterenol 
c. atropine 
d. loperamide 
e. mepenzolate 

 
問１１．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．吸入ステロイド薬は直接的な気管支拡張作用を有する。 
４．長時間作用性β2刺激薬は、抗炎症効果を有する。 
５．喘息治療薬は、長期管理薬（コントローラー）と発作治療薬（レリーバー）に大別される。 

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

 
問１２．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嗄声や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．成人で推奨されるテオフィリン血中濃度は５～１５μｇ/mLである。 
４．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。 
５．テオフィリンの中毒症状として、嘔気、頭痛、不眠、頻脈、痙攣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ので、血中濃度モニタリングが不可欠である。 

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

 
問１３．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刺激薬は、原則として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。 
２．β２刺激薬の副作用として、頻脈、振戦、低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。 
４．成人型気管支喘息では、しばしば完全治癒が認められるので原則として治療の早期中断が重要である。 
５．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。 

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

 
問１４．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．抗コリン薬などの気管支拡張薬は、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。 
２．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。 
３．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。 
４．ＣＯＰＤに対する気管支拡張薬（単独投与）は症状のコントロールに有効であり、1 秒量の経年的減

尐をも抑制する。 
５．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。 

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

 
問１５：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．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。 
３．気道での抗コリン薬の気管支拡張作用は、主として気道平滑筋上の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。 
４．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しない。 
５．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がある。 

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

 
問１６．狭心症の治療に関して、正しいのはどれか。(加賀谷) 
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a. β遮断薬は運動時の心筋酸素消費量の増加を抑制して、労作に起因する狭心症発作を予防する。 
b. 冠攣（れん）縮性狭心症の発作時に、硝酸薬の口腔粘膜への噴霧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遮断薬が有効である。 
d. 労作性狭心症患者において、血圧のコントロールは原則として必要ない。 
e. 労作性狭心症患者の血清 LDLコレステロール値は、200 mg/dl未満を目標とすべきである。 

 
問１７．急性心不全の治療に関して、正しいのはどれか。(加賀谷) 

a. カテコラミンをできるだけ充分量かつ長期間使用することが重要である。 
b. 利尿薬としては、サイアザイド系利尿薬が最もよく使用される。  
c. 血圧が低下してショックになった患者には、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は、血管拡張作用と利尿作用の両者を持つ。 
e. 機械的補助循環は、多臓器不全が生じている患者にのみ適応がある。 
 

問１８．左室収縮機能の低下による慢性心不全の治療に関して、正しいのはどれか。(加賀谷) 
a. ジゴキシンの投与は生命予後を改善する。 
b. β遮断薬を投与する場合は、初めからできる限り高容量を投与した方がよい。 
c. 空咳などの副作用によりアンジオテンシン変換酵素阻害薬を服用できない場合は、アンジオテンシン受

容体拮抗薬を投与すべきである。 
d. β1選択性でないβ遮断薬は使用すべきではない。 
e. 利尿薬やアンジオテンシン変換酵素阻害薬が投与されている患者では、食塩摂取の制限は不要である。 

 
問１９．細胞壁を持たない病原微生物はどれか。(渡辺) 

a．結核菌 
b．緑膿菌 
c．肺炎球菌 
d．肺炎クラミジア 
e．肺炎マイコプラズマ 

 
問２０．抗菌薬の作用機序で誤っているのはどれか。(渡辺) 

a．キノロン系薬 -------------------- 核酸合成阻害 
b．セフェム系薬 -------------------- 細胞壁合成阻害 
c．ペニシリン系薬 ------------------ 細胞質膜傷害 
d．マクロライド系薬 ----------------- 蛋白合成阻害 
e．サルファ剤（ＳＴ合剤など） --------- 葉酸合成阻害 

 
問２１．病原微生物との組み合わせで治療効果を期待できない抗菌薬はどれか。(渡辺) 

a．セフェム系薬 ------------------ 大腸菌 
b．ペニシリン系薬 ---------------- レジオネラ 
c．マクロライド系薬 --------------- 肺炎マイコプラズマ 
d．カルベペネム系薬 -------------- 緑膿菌 
e．テトラサイクリン系薬 ------------ 肺炎クラミジア 

 
問２２．副作用として「歯芽黄染」が見られるのはどれか。(渡辺) 

a．キノロン系薬 
b．ペニシリン系薬 
c．アミノ配糖体系薬 
d．テトラサイクリン系薬 
e．クロラムフェニコール系薬 

 
問２３．抗菌薬の PK/PD 理論で、1 日投与総量を同じに固定した際、多数回に分けて投与するよりも 1 回投
与量を増量してできるだけ尐数回で投与する方が治療効果の上がるのはどれか。(渡辺) 
a．キノロン系薬 
b．セフェム系薬 
c．ペニシリン系薬 
d．マクロライド系薬 
e．カルバペネム系薬 

 
問２４．76 歳の男性。基礎疾患にコントロールやや不良の糖尿病があり、5 年前に脳梗塞の既往があって軽
度の左片マヒがある。インフルエンザに罹患していったん解熱した後、39℃の発熱と咳、膿性痰、息切れ
が出現したため当院を受診した。白血球数 14200/mm3、CRP 20.2mg/dl、胸部エックス線写真で右上肺野に
モヤモヤとして広範な浸潤性陰影を認めた。喀痰のグラム染色ではグラム陽性で厚い夾膜を有する双球菌
が多数確認され、一部は好中球に食菌されていた。治療効果を期待できない抗菌薬はどれか。(渡辺) 
a．キノロン系薬 
b．セフェム系薬 
c．ペニシリン系薬 
d．アミノ配糖体系薬 
e．カルバペネム系薬 

 
問２５．スルフォニル尿素薬が禁忌ではないものはどれか。１つ選べ。(檜尾) 

a.  １型糖尿病 
b.  重症感染症 
c.  妊娠糖尿病 
d.  家族性高コレステロール血症 
e.  高度腎障害 

 
問２６．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、中等度以上に進行した糖尿病に適している。 
b. インスリン抵抗性改善薬（チアゾリジン誘導体）の主たる副作用は低血糖である。 
c. αグルコシダーゼ阻害薬は十二指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の一つに膵における糖新生の抑制がある。 
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e. スルフォニル尿素薬の主作用はカリウムチャネルおよび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。 

 
問２７．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フェニルアラニン誘導体である。 
b. ビグアナイドの副作用の一つに放屁増加がある。 
c. グリニド系薬剤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特に女性の浮腫を改善する性質を持つ。 
 
問２８．誤っているものはどれか。(亀岡) 

a. アスピリンは心筋梗塞の二次予防の第一選択薬である。 
b. ヘパリン投与開始後 1-2日の間に血小板減尐を認めた場合は、へパリン起因性血小板減尐症を疑う。 
c. へパリンは妊娠中も安全に使用可能である。 
d. フルコナゾールはワーファリンの効果を増強させる。 
e. 深部静脈血栓症予防にワーファリンを投与するときは、通常 INR 2.0 – 3.0を目標とする。 

 
問２９．血小板抗原 glycoprotein Ⅱb/Ⅲaに関する記述として誤りはどれか。(亀岡) 

a. 各種アゴニストで血小板が刺激されると活性化する。 
b. フィブリノーゲンと結合する。 
c. 先天性異常は血小板無力症の原因となる。 
d. 特発性血小板減尐性紫斑病の自己抗体の標的分子の一つである。 
e. 阻害薬は抗血小板薬として本邦でも承認されている。 

 
問３０．64歳女性。発熱、倦怠感で入院。WBC 6000, Hb 7.3, Plt 1.5万, PT 86.5 %, APTT 26.9 秒, AST 64,  

ALT22, LDH 1392, haptoglobin 検出感度以下、ADAMTS13 <0.5%以下 (Inhibitor 3.1 Bethesda U/ml)。 
治療として適切でないものはどれか。(亀岡) 
a. 血小板輸血 
b. 新鮮凍結血漿投与 
c. 血漿交換 
d. 副腎皮質ステロイド投与 
e. 免疫抑制剤投与 

 
問３１．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尐させる。  
d. 小腸コレステロール吸収阻害薬はＬＤＬコレステロールとＨＤＬコレステロールの両方を低下させる。  
e. プロブコールはＨＤＬコレステロール低下作用を持つ。  

  
問３２．47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 223 mg/dl, 中性脂肪 462 

mg/dl, HDL コレステロール 32 mg/dl, LDL コレステロール 105 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. EPA製剤 
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  
 
問３３．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 -----顔面紅潮 
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 -----ＱＴ延長 

  
問３４．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尐ない。  

 
問３５．問１．麦角系ドーパミンアゴニストの副作用として特に注意すべきものはどれか。(武田)  
 １．網状皮斑 
 ２．心臓弁膜症 
 ３．肺線維症 
 ４．認知障害 
 
 a.(1, 2).  b. (1, 3).  c. (1, 4).  d. (2, 3).  e. (2, 4). 
   
問３６．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．COMT阻害剤の併用。 
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). 
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問３７．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．口唇ジスキネジア 
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). 

   
問３８．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．ドーパミン刺激の急激な遮断が誘引と考えられている。 
３．冬に多い。 
４．規則的に服薬を続けていれば生じることはない。 

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

   
問３９．しばしばパーキンソン病症状を増悪させる薬剤はどれか。(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．抗うつ薬 

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

  
問４０．抗てんかん薬であるフェノバルビタールと併用することにより、薬効が増強される薬を選びなさい。
(島田) 

a.  シクロスポリン 
b.  ワルファリン 
c.  テルフェナジン 
d.  トルブタミド 
e.  シクロホスファミド 
 

 
問４１．下記の薬の代謝が阻害されることにより、生じる副作用として誤っているものを選びなさい。(島田) 

a.  ワルファリン   血栓症 
b.  カルバマゼピン  中枢抑制の増強 
c.  トルブタミド   低血糖による虚脱症状 
d.  ５－ＦＵ     白血球減尐 
e.  テルフェナジン  心筋抑制 

 
問４２．臨床上、薬物相互作用が問題となる薬についての記載のうち、誤っているものを選びなさい。(島田) 

a.  阻害作用や誘導作用が特に強い薬は、薬物相互作用を引き起こす。 
b.  aの薬で、投与量の多い薬は、特に薬物相互作用を引き起こす。 
c.  副作用の種類が致命的な薬は、重篤な薬物相互作用を起こされやすい。 
d.  複数の代謝酵素により代謝をうける薬は、薬物相互作用を起こされやすい。 
e.  代謝の個人差が大きい薬は、薬物相互作用を起こされやすい。 

 
問４３．次の中から正しいものを一つ選べ。(石岡) 

a.  分子標的薬剤は小分子薬と抗体薬に分類される。 
b. 化学療法剤は抗体薬が多い。 
c. ホルモン療法薬は腎がんに使用される。 
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. 微小管脱重合阻害剤は分子標的薬剤に含まれる。 

 
問４４．化学療法に対する感受性が高いものを一つ選べ。(石岡) 

a. 非小細胞肺がん 
b. 子宮頸がん 
c. 原発不明癌 
d. 急性骨髄性白血病 
e. 胃がん 

 
問４５．化学療法剤の投与量を決定する際に最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。 

 
問４６．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 ガイドライン 
c. 患者の全身状態の評価―Performance Status (ECOG) 
d. 非血液毒性―血小板減尐 
e. 抗体薬―注入反応（infusion reaction） 

 
問４７．次の組み合わせで間違いを一つ選べ。（石岡） 

a. 胚細胞腫瘍―BEP療法: bleomycin (BLM)+etopiside (VP-16)+cisplatin (CDDP) 
b. 膵がん―gemcitabine(GEM) 
c. 非小細胞肺がん―CHOP療法: cyclophsphamide+doxorubicin+vincristine +predonisolone 
d. 大腸がん―FOLFIRI療法: levofolinate(LV)+5-FU+irinotecan(CPT-11） 
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e. 卵巣がん―TC療法: paclitaxel(PTX)+carboplatin(CBDCA) 
 
問４８．KATPチャネルに関連しないものはどれか。（柳澤） 

a. diazoxide 
b. glibenclamide 
c. metformin 
d. nicorandil 
e. tenaglinide 

 
問４９．A peptide that causes increased capillary permeability and edema is （柳澤） 

a. Angiotensin Ⅱ 
b. Bradykinin 
c. Captopril 
d. Histamine 
e. Losartan 

 
問５０．Sulfanilamide使用時の注意深い観察から新薬が開発された。例外はどれか。（柳澤） 

a asetazolamide 
b  chlorothiazide 
c propilthiouracil 
d quinidine 
e tolbutamide 

 
問５１．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 WHO 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。 
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す
る必要がある｡ 
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 negative な結果は報告する必要はない｡ 
  

a.（1 のみ） b.（１, ３のみ） c.（２, 5 のみ） d.（4, 5 のみ） e.（1, 5 のみ） 
 
問５２．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. GLP 
b. GCP 
c. GMP 
d. IRB 
e. IBH 

 
問５３．治験の関する問題で正しいものはどれか？（谷内） 
１． 治験における有害事象は因果関係のある好ましくない医療上のできごとである。 
２． 治験における重篤な有害事象は病院長に届ける必要がある。 
３． 治験中の患者の時間外の対応は、原則は当直医師である。 
４． 治験中の患者には協力費を払ってかまわない。 
５． 意識のない患者は治験には組み入れられない。 

 
a.（1 のみ） b.（１, ３のみ） c.（２, 4 のみ） d.（4, 5 のみ） e.（1, 5 のみ） 
 
問５４. 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上昇する。 
2. CYP1A4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. ソリブジン代謝物は 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, 5 のみ） c.（2, 3 のみ） d.（4, 5 のみ） e.（3, 4 のみ） 

 
問５５. 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 BIDとは毎日２回服用することである。 
3. 処方箋は６ヶ月保存しておく必要がある。 
4. 薬剤師も処方箋を書くことができる。 
5. 10000倍散の場合は１ｇ中 1 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.（2 のみ） 
 
問５６．人間を被験者とした研究の綱領とガイドラインはどれか？ 

1． ワシントン・レポート 
2． ベルリン・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.（3, 4, 5 のみ） e.（1～5 のすべて） 
 
問５７．ある薬物 A をある患者に朝昼夕就寝前 2.5 mg ずつ服用させて１日計 10 mg で継続的に治療した。1

週間で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？bioavailabilityは１として計算しなさい（谷内） 
a) 2 リットル 
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b) 5 リットル 
c) 10 リトッル 
d) 85 リットル 
e) 170 リットル 

 
問５８．A 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 B を使って治療することにした。A

さんの total body clearance (Clp)は 0.24 liter/min で、分布容積（Vd）は 40 リットル(l)である。抗生物質 B
を６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。
維持量（maintenance dose）と初回投与量（loading dose）はどれくらいにすべきか？（谷内） 

   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 
10. 上記のいずれでもない。 
 
a.（1, 6） b.（2, 7） c.（3, 10） d.（4，8） e.（5, 9） 

 
問５９．次の文章のうち正しいのはどれか？（谷内） 
１． バンコマイシンの TDM は通常ある範囲内の濃度内にコントロールする。 
２． 添付文書に従って処方することを適応外使用という。 
３． 市販後調査のことを第３相という。 
４． クリアランスは AUC と投与した用量と bioavailability がわかれば計算できる。 
５． Tmax とは単回経口投与した場合の最高血液中濃度に達するまでの時間である。 
 

  a.（1, 2 のみ） b.（2, 5 のみ） c.（1, 3, ４ のみ） d.（1, 4，5 のみ） e.（4, 5 のみ） 
 
問６０．次の文章のうち正しいのはどれか？（谷内） 
１． 優れた薬物治療法が開発されると患者の治療満足度は上昇する。 
２． 抗体医薬品は軽症な患者から使用したほうがよい。 
３． 薬剤感受性における遺伝子多型検査は、効果（Efficacy）の面から有用である。 
４． 機能性食品については薬事法で決められている。 
５． サリドマイドには TNF 阻害作用と血管新生阻害作用がある。 
 

  a.（1, 2 のみ） b.（1, 5 のみ） c.（1, 3, ４ のみ） d.（4，5 のみ） e.（2, 3, 4 のみ） 
 
問６１．小児、老人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、酸性の薬物の吸収が低下している。 
(2) 新生児期・小児期は体内水分量が多く、水溶性の薬物の血中濃度が上昇しやすい。 
(3) 4 歳児の肝における代謝酵素活性は成人よりも低い。 
(4) 高齢者では脂溶性の薬物の血中濃度が低下するものの、消失半減期が延長しやすい。 
(5) 加齢に伴い代謝酵素活性が低下し、初回通過効果が減尐する。 
ａ (1)、(2)、(3)  ｂ (1)、(2)、(5)  ｃ (1)、(4)、(5) 
ｄ (2)、(3)、(4)  ｅ (3)、(4)、(5) 

 
問６２．体表面積から計算される体重 10kg の 1 歳児の薬用量は、成人量のおおよそどの程度の割合か。（岡
村） 

a.  1/10 
b.  1/8 
c. 1/6 
d. 1/4 
e. 1/2 

 
問６３．高齢者において転倒の原因となりやすい薬剤は次のうちどれか。（岡村） 

(1) チクロピジン 
(2) ドネペジル 
(3) フルニトラゼパム 
(4) ハロペリドール 
(5) フェノバルビタール 
ａ (1)、(2)、(3)  ｂ (1)、(2)、(5)  ｃ (1)、(4)、(5) 
ｄ (2)、(3)、(4)  ｅ (3)、(4)、(5) 

 
問６４．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 
 
問６５．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.  シプロフロキサシン 
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  2.  ヒスタミン受容体(H2)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  
 
問６６．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  
 

問６７．ヘリコバクターピロリ陰性の胃潰瘍治療で使用する薬剤を３つ選びなさい。（木内喜孝） 
 1. スクラルファート 
 2. プロトンポンプ阻害剤 
 3. ヒスタミン受容体(H2)拮抗剤 
 4. アモキシシリン 
 5. メトロニダゾール 

a.1,2,3  b.1,2,5  c.1,4,5  d.2,3,4  e.3,4,5  
 
問６８． 非ステロイド消炎鎮痛剤の内服中止困難な症例における胃潰瘍（非ステロイド消炎鎮痛剤が原因の）
治療で正しいものを２つ選びなさい。（木内喜孝） 
 1. スクラルファート 
 2. ミソプロストール 
 3. プロトンポンプ阻害剤 
 4. プレドニゾロン 
 5. 抗 TNFα抗体 

a.1,2  b.1,5  c.2,3  d.3,4  e.4,5 
 
問６９．以下の文で正しいものはどれか？(目黒) 
１．生存曲線が plateauになる場合、その治療方針により一定の割合で長期生存（治癒）が期待できる。 
２．悪性リンパ腫は組織亜型による予後の差は小さくほぼ同様の治療方針となる。 
３．多発性骨髄腫は大量化学療法および自己造血幹細胞移植により治癒が期待できる。 
４．急性骨髄性白血病で最も予後に関係が深いのは白血病細胞の染色体異常とされる。 
５．成人急性リンパ性白血病の治療成績が小児より务るのは Ph染色体陽性が多いことが一因である。 
 
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). 
 

問７０．以下の文で正しいものはどれか。(目黒) 
１．イマチニブやボルベゾミブはそれぞれ BCR-ABL遺伝子産物、プロテアソームを標的とする。 
２．リツキシマブは抗 CD33抗体療法の一つである。 
３．ピリミジン誘導体の cytosine-arabinosideは、通常 24時間静脈内持続点滴で投与する。 
４．アントラサイクリン系、ビンカアルカロイド系薬剤は細胞周期依存性である。 
５．L-asparaginase投与時は凝固系蛋白異常が起きやすい。 
 
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). 
 

問７１．以下の文で正しいものはどれか。(目黒) 
１．急性骨髄性白血病の治療方針決定でまず重要なのは t(15;17)転座の有無である。 
２．イダルビシン・シタラビン（Ara-C）併用療法後の血球減尐期間は約 1週間である。 
３．シタラビン大量療法時、投与時間は 3時間を厳守する。 
４．オールトランスレチノイン酸投与後の体重減尐はレチノイン酸症候群初期症状の可能性が高い。 
５．急性前骨髄性白血病発症時、末梢血中白血病細胞増加が高度の場合は化学療法を併用する。 

 
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). 

 
問７２．以下の文で正しいものはどれか。(目黒) 
１．成人急性リンパ性白血病（ALL）の予後はフィラデルフィア染色体の有無に大きく依存する。 
２．プレドニゾロン使用時は糖尿病、消化性潰瘍、易感染性等の対策が必要である。 
３．フィラデルフィア染色体陽性 ALL治療にイマチニブを併用した場合の寛解率は約 90%である。 
４．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。 
５．L-asparaginase投与時、腹痛が生じたら急性膵炎を疑う。 
 
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). 

 
 
問７３．以下の文で正しいものはどれか。(目黒) 
１．慢性骨髄性白血病（CML）の診断は BCR-ABL遺伝子の有無による。 
２．イマチニブ単独による治療では CML急性転化抑制を期待できない 
３．アルブミン、β２マイクログロブリンは多発性骨髄腫の重要な予後因子である。 
４．サリドマイド療法は初期治療として MP療法にかわり行われている。 
５．65歳以上のⅡ・Ⅲ期多発性骨髄腫の標準的治療には自己末梢血幹細胞移植が含まれる。 
 
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). 

 
問７４．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．濾胞性リンパ腫は低悪性度群、彌慢性大細胞型 B細胞性リンパ腫は中等度悪性群である。 
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２．国際予後因子（IPI）に含まれるのは、年齢、Performance Status、節外病変数、LDH、病期である。 
３．リツキシマブはすべての非ホジキンリンパ腫に適応がある。 
４．第 I期濾胞性リンパ腫の標準的治療は、リツキシマブ－CHOP療法である。 
５．リツキシマブ－CHOP療法は 3週毎に繰り返し、脱毛はほぼ必発で骨髄抑制、末梢神経障害も生ずる。 
 
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). 

 
 
問７５．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．Ｎａチャネル遮断作用のある薬剤による洞調律復帰を試みる際、心機能が正常の場合は、ジソピラミ
ドなどを選択する。 

２．75歳を超える高齢者の場合、ワルファリンの投与は禁忌となる。 
３．電気軸と脚ブロックの有無は、薬剤選択の基準となる。 
４．洞調律復帰を試みる場合、あらかじめ房室伝導抑制作用のある薬剤を投与しておくことが推奨されて
いる。 

５．心機能が正常の場合のレートコントロールは、β遮断薬やジゴキシンなどで行う。 
 

a. (1, 2).  b. (1, 5).  c. (2, 3).  d. (3, 4).  e. (4, 5). 
 
問７６．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． 不整脈の起源を明らかにするために、可能な限り 12誘導心電図を記録する。 
２．不整脈の電気軸と脚ブロックは薬剤選択の際に重要である。 
３．心機能が中等度以上低下している場合は、ジゴキシンを投与する。 
４．75歳を超える高齢者の場合、原則としてワルファリンを投与する。 
５．基礎心疾患の無い場合は、メキシレチンを第一選択薬とする。 

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

 
問７７．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) 
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１．ベラパミルは 5ｍｇを数秒以内に急速静注するのが一般的である。 
２．薬物的停止を試みる際の第一選択薬は、基礎心疾患の有無が不明の場合、リドカインの静注である。 
３．収縮期血圧が 100mmHg程度の場合は、非薬物的停止を優先する。 
４．ＡＴＰ剤の使用前に気管支喘息や洞不全症候群の有無を確認する。 
５．ＡＴＰ剤は数秒以内に急速静注するのが一般的である。 

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

 
問７８．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. ＡＴＰ剤を１分程度で静注することは、洞調律復帰に有効である。 
2. ベラパミルが無効の場合は、メキシレチンを投与する。 
3. 洞調律復帰を目的とした薬物的治療の第一選択薬は、リドカインの静注である。 
4. 心室レートが 100/分を超える場合は、β遮断薬やベラパミルなどでレートコントロールする。 
5. 洞調律復帰を目的とした薬物的治療を行う場合、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。 
 

a. (1, 2).  b. (1, 5).  c. (2, 3).  d. (3, 4).  e. (4, 5). 
 
問７９．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) 尐なくても 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。 
 

問８０．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 
 

問８１．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。 

 
問８２．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)  
 

問８３. 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） 
 
問８４．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、最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

 

第Ⅱ誘導 
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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） 
 
問８５．以下の略号のうち治験に関係のないものはどれか？（谷内） 

b. CRO 
c. GVP 
d. GQP 
e. SMR 
f. ICH 

 
問８６．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
における最小有効濃度に対する最小中毒濃度の比は尐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 

 
問８７．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. 研修医 Bの都合のよいとき 
 

問８８．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 

 
問８９．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
理学的に考える最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。 

 
問９０．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（Ｃ SS）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 

  
問９１．５１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 
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  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） 
  
問９２．次の注射薬のうち、尐量を静注した場合に最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     

 
問９３．次の剤型や薬物投与法のうち初回通過効果が最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） 

 
問９４．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） 
 
問９５．ある病院で同様に大学生Ｚ君の手術が行われた。最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。 
 
問９６：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 
  

問９７：カルバマゼピンの用量依存的な副作用で最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、白血球減尐 
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 
  

問９８：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。 
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問９９．以下の H2ブロッカーで最も 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 

  
問１００．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） 
 
 
感想：（点数に関係ありません） 


