
問題から考える臨床薬物動態学（谷内一彦） 
 
１． 佐藤さんが、グラム陰性桿菌による肺炎のため東北大学付属病院に入院した。抗生物質のトブラマイシ

ン使って治療することにした。佐藤さんの total body clearance (Clp)は 0.08 l/min で、分布容積（Vd）
は４０リットル(l)である。トブラマイシンを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）をどれくらいにすればよい
か？ 
a) 0.32 mg 
b) 115 mg 
c) 160 mg  
d) 230 mg 
e) 上記のいずれでもない。答えは（  ）である。 
 
答え   ｂ）  維持量＝ＣSS × Clp＝４ mg/ｌ×0.08 l/min＝0.32 mg/min×６時間×６０分＝
115mg 
 

２． 上記問題の佐藤さんの治療効果を上げるために、トブラマイシンの血漿中濃度を投与してからなるべく
早く４ mg/ｌにしたい。その初回投与量（loading dose）はどれくらいにすべきか？ 
a) 0.1 mg 
b) 10 mg 
c) 115 mg  
d) 160 mg 
e) 上記のいずれでもない。答えは（  ）である。 

   
  答えｄ）  loading dose＝ＣSS × Vd＝４ mg/l × 40 l ＝ 160 mg 
 
３． 十分注意してジゴキシンによる心不全の治療したにも関わらず、あなたの患者はジギターリス中毒を起

こしてしまった。その時の血漿中濃度は４ ng/ml であった。その患者の腎機能は正常で、ジゴキシンの
生物学的半減期（ｔ1/2）は 1.6 日である。血漿中濃度をより安全だけれどまた治療域に入っている１ 
ng/ml に下げたいと思っている。何日ぐらいジゴキシンを服用しないようにしたらよいか？ 
a) １．６日 
b) ２．４日 
c) ３．２日  
d) ４．８日 
e) 上記のいずれでもない。答えは（  ）である。 
 
答え Ｃ  
 

４． テオフィリン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 48 ｍl/min
で、分布容積（Vd）は 32 リットル(l)である。また生物学的半減期（ｔ1/2）は８時間である。喘息発作
がひどいので、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) 6 時間 
b) 48 分 
c) 8 時間  
d) 32 時間 
e) 上記のいずれでもない。答えは（  ）である。 
 
答え 3 半減期で８８％、４半減期で９３％になる。よって４×８＝３２時間 

 
５． 心筋梗塞になった患者が不整脈を起こしている。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。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) 40 mg/l 
b) 3.0 mg/l 
c) 0.025 mg/l  
d) 7.2 mg/l 
e) 上記のいずれでもない。答えは（  ）である。 
 
答えＢ： ＣSS＝dose／Clp＝1.92 (mg/min) / 0.64 (l/min) = 3.0 (mg/l) 

 
７．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。維持



量（maintenance dose）をどれくらいにすればよいか？（谷内） 
a) 122 mg 
b) 162 mg 
c) 222 mg  
d) 322 mg 
e) 上記のいずれでもない。答えは（  ）である。 
 

  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 
 
８．ある薬物 A をある患者に３ mg/min で 70 分間点滴静注したところ、15 分で 2.5 mg/l、定常状態において

5.0 mg/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) 1000 ｍｌ 
b) 3 リットル 
c) 8 リトッル 
d) 10 リットル 
e) 13 リットル 

 
答え ｅ）   
Css = ko/(ke×Vd), ke = 0.7/ t½   Vd = ko/(ke×Css) = ko/Css/0.7 × t½, =  3(mg/min) /5 (mg/l) ×15(min)/ 0.7 

= 13 (l) 
 
７．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さんに

おける抗生物質Ｂの半減期は８時間で、分布容積（Vd）は２０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８mg/ｌにしたいと思っている。維持
量（maintenance dose）をどれくらいにすればよいか？（谷内） 
a) 112 mg 
b) 166 mg 
c) 222 mg  
d) 322 mg 
e) 上記のいずれでもない。答えは（  ）である。 
 

  答えｂ）  
維持量＝Css×Clp = Css×ke×Vd = Css×0.7/ t½×Vd = 8(mg/l)×0.693/8(h)×20(l) ×12(h) =166 mg 
 
９．ある薬物 A をある患者に５mg/min で点滴静注したところ、３０分で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） 
f) 5 リットル 
g) 8 リットル 
h) 13 リトッル 
i) 22 リットル 
j) 39 リットル 

 
答えｄ） Css = ko/(ke×Vd)  よって Vd＝ko/(ke×Css)＝Vd＝ko×t½/ 0.7 / Css  

ke = 0.7/ t½   Vd = 5 (mg/min) / 10 (mg/l) × 30 (min) / 0.7 = 21 litre 
 
１０．ある薬物を朝夕 1.5 mg 服用させて１日計 3 mg で継続的に投与し治療した。投与後 7日で 3 mg/l、定

常状態において 6 mg/l の血漿中濃度になった。この患者の薬物分布容積（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) 2.5 リットル 
b) 5   リットル 
c) 10  リトッル 
d) 15  リットル 
e) 20 リットル 
 

Css = ko/(ke×Vd)  よって Vd＝ko/(ke×Css)＝ko×t½/ 0.7 / Css  
ke = 0.7/ t½   Vd = 3 (mg/day) / 6 (mg/l) × 7day / 0.7 = 5 liter 

    
答え ｂ 

 
 
2010 年度臨床薬理問題 
問題 1．以下の記述のうち、倫理的に問題があるのはどれか？ 
1 将来において研究に用いることを事前に患者から同意を得て生体試料を保存しているので、患者に詳細

を伝えずに新規に遺伝子解析を行った。 
2 ある薬が軽度の痛みに有効かどうかわからなかったので、同意を得ずに患者を対象にプラセボとの比較



試験研究を行った。 
3 優れた研究成果得たので、利益相反を明示しないで研究論文を発表した。 
4 患者が急に昏睡状態になったので同意を得ることができなかったが、後で了解を得ることを考えて臨床

試験を開始した。 
5 治験中の患者に重篤な有害事象が起きたが快復したので、倫理（治験）委員会に報告しなかった。 

a.（1,2,3） b.（1,4,5） c.（2, 3, 4） d.（4, 5） e.（1～5のすべて） 
 
答え e 
 
問題 2．処方箋に関する以下の記述のうち、間違っているものはどれか？ 
1 BID とは 1 日 3 回服用することである。 
2 gr とはグラムの略である。 
3 mg とはミリグラムの略である。 
4 OD とは右目の略である。 
5 qd とは毎日の略である。 

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

 
答え a 
 
問題 3．ある薬物を朝夕 5 mg 服用させて１日計 10 mg で継続的に投与し治療した。投与後 7 日で 2.5 mg/l、

定常状態において 5 mg/l の血漿中濃度になった。この患者の薬物分布容積（Vd）はどれくらいになると
予想されるか？bioavailability は 0.5 として計算しなさい（谷内） 

a. 2.5 リットル 
b. 5   リットル 
c. 10  リトッル 
d. 15  リットル 
e. 20 リットル 

 
Css =(ko×F)/(ke×Vd)  よって Vd＝(ko×F)/(ke×Css)＝ko×F×t½/ 0.7 / Css  

ke = 0.7/ t½   Vd = 10 (mg/day) /5 (mg/l) × 7day / 0.7 ×0.5= 10 liter 
    

答え C 
 

問題 4．ヘルシンキ宣言の記述で正しいものはどれか？ 
1 研究被験者の生命、健康、尊厳、完全無欠性、自己決定権、プライバシーおよび個人情報の秘密を守る

ことは、医学研究に参加する医師の責務である。 
2 人間を対象とする医学研究は、科学的文献の十分な知識、関連性のある他の情報源および十分な実験、

特に動物実験に基づき、一般的に受け入れられた科学的原則に従わなければならない。研究に使用され
る動物データより人間への安全性は容易に推定できる。 

3 計画書は、資金提供、スポンサー、研究組織との関わり、その他起こり得る利益相反、被験者に対する
報奨ならびに研究に参加した結果として損害を受けた被験者の治療および／または補償の条項に関する
情報を含むべきである。この計画書には、その研究の中で有益であると同定された治療行為に対する研
究被験者の研究後のアクセス、または他の適切な治療あるいは利益に対するアクセスに関しては記載さ
れなくてよい。 

4 研究計画書は、検討、意見、指導および承認を得るため、研究開始前に研究倫理委員会に提出されなけ
ればならない。研究倫理委員会は、所属する施設長の意見を十分に尊重しなくてはいけない。 

5 研究倫理委員会は、進行中の研究を監視する権利を有するべきである。研究者は委員会に対して、監視
情報、とくに重篤な有害事象に関する情報を提供しなければならない。委員会の審議と承認を得ずに計
画書を変更することはできない。 
 

a.（1,2） b.（1,4） c.（2, 3） d.（4, 5） e.（1、5） 
 
答え e 
 
問題５.日本における処方箋の書き方で正しいのはどれか？ 

1. 内服における用量は 1回投与量で記載する。 
2. 外用薬は与薬全量を記載する。 
3. 注射における用量は 1日投与量で記載する。 
4. 頓服薬は 1回投与量で記載する。 
5. 1000 倍散とは１ｇ中 0.1 mg 有効成分が含まれている。 

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


