
H29年度・薬理学I再試験（2017.12.25） 機能薬理学: 学籍番号       氏名           

問題１：下記の文章を読み、空欄①-⑳に適切な語句を入れなさい。 

 

 インスリンは１９２１年に①（      ）と②（      ）によって発見されたホルモンで

あり、③（      ）（臓器名）の④（      ）細胞から分泌される。インスリンが肝臓に

作用すると肝臓からの糖放出が⑤（      ）され、またインスリンが筋肉に作用すると筋肉への

糖取り込みが⑥（      ）する。インスリンのこれらの作用により血糖値が正常値に維持される。

糖尿病の要因として、インスリン分泌が低下する場合とインスリンが効きづらくなる⑦（      ）

の二種類があげられる。インスリンは蛋白質なので経口投与はできず、通常⑧（      ）注射す

る。インスリンの作用時間により四種類に大別される。 

 

 インスリン分泌を増加させる薬剤としてスルホニル尿素薬、速効型インスリン分泌促進薬、DPP4 阻

害薬、GLP1 受容体作動薬があげられる。それぞれの代表的な薬剤として⑨（      ）（スルホ

ニル尿素薬）、⑩（      ）（速効型インスリン分泌促進薬）、⑪（      ）（DPP-4 阻害薬）、

⑫（      ）（GLP1 受容体作動薬）などがあげられる。その中で⑬（      ）は蛋白質

製剤なので経口投与せず、インスリン同様に注射する必要がある。 

 

 インスリン抵抗性を改善する薬剤としてチアゾリジン誘導体とビグアナイド薬があげられる。それぞ

れの代表的な薬剤として⑭（      ）（チアゾリジン誘導体）と⑮（      ）（ビグアナイ

ド薬）がある。代表的な副作用として⑯（      ）（チアゾリジン誘導体）と⑰（      ）

（ビグアナイド薬）があげられ、注意する必要がある。 

 

 近年、尿中への糖の排出を促進する SGLT2 阻害薬も用いられるようになった。代表的な薬剤として

⑱（      ）があげられるが、副作用として⑲（      ）に留意すべきである。 

 

 なお妊婦には上述の薬剤の中で⑳（      ）を用いる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ② ③ ④ 

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ 

⑰ ⑱ ⑲ ⑳ 



問題２：気管支喘息の治療に使用される以下の薬剤の作用機序について、どれか二つを選び、それぞれ

100 字以内で述べなさい。 

・Fluticasone 

・Theophylline 

・Pranlukast 

・Omalizumab 

・Salmeterol 

 

薬剤名（       ） 

                    

                    

                    

                    

                    

 

薬剤名（       ） 

                    

                    

                    

                    

                    

 

  

 

問題３：「コンパニオン診断」について説明し、医薬品開発にどのように貢献しているか説明しなさい。 
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問題４： 先発医薬品を同じ医薬品が含まれる後発医薬品に変更した場合でも薬効が大きく変化する場

合がある。その薬理学的理由を２つ説明しなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題５：胃酸分泌のメカニズムを示した図を参考に以下の問いに答えなさい。 

 

１）図を参考に胃酸分泌のメカニズムについて説明しなさい。 
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２）受容体Aは何か？ またその受容体について知ることを書きなさい。 

 

 

 

３）受容体Bは何か？ またその受容体について知ることを書きなさい。 

 

 

 

４）受容体Cは何か？ またその受容体について知ることを書きなさい。 

 

 

 

５）受容体Dは何か？ またその受容体について知ることを書きなさい。 

 

 

 

６）受容体Eは何か？ またその受容体について知ることを書きなさい。 

 

 

 

７）受容体Fは何か？ またその受容体について知ることを書きなさい。 

 

 

 

８）受容体Gは何か？ またその受容体について知ることを書きなさい。 

 

 

 

９）アンタゴニストXは何か？またそのアンタゴニストについて知ることを書きなさい。 

 

 

１０）アンタゴニストYは何か？またそのアンタゴニストについて知ることを書きなさい。 

 

 

１１）薬１、薬２、薬３は何か？またその薬について知ることを書きなさい。 

 

 

 

 

 



H29年度・薬理学

問題６：薬理学

の受容体と治療薬について記載すること。

物質名：     

受容体と治療薬：

 

 

 

 

 

 

問題７：文章が正しい

（ ）ヒスタミン受容体には

 

（ ）グルタミン受容体には

 

（ ）グレープフルーツジュースは薬と一緒に服用すると味がマスクされ、薬物相互作用に関係しない

ので、推奨されている。

 

（ ）薬物は体内で代謝されると薬理作用を消失する。

 

（ ）Multiple dosing

両方に関係

 

（ ）Loading dose

 

（ ）舌下投与は経口投与と同様に初回通過効果を受ける。

 

（ ）抗コリン作用

 

（ ）長期に副腎皮質ステロイドを投与すると副腎皮質が肥大して機能が亢進する。

 

（ ）小児の解熱にはアスピリンが第一選択である。

 

（ ）自動車を運転する花粉症の患者にはジフェンヒドラミンが第一選択薬である。
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）グルタミン受容体には

）グレープフルーツジュースは薬と一緒に服用すると味がマスクされ、薬物相互作用に関係しない
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）ヒスタミン受容体にはGPCR

）グルタミン受容体にはGPCR
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には唾液過多、散瞳による目のかすみ、徐脈、下痢、緑内障の悪化などがある。
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○、間違っている場合には下の行に訂正しなさい

GPCRとイオンチャネル内蔵型がある。

GPCRとイオンチャネル内蔵型がある。

）グレープフルーツジュースは薬と一緒に服用すると味がマスクされ、薬物相互作用に関係しない

）薬物は体内で代謝されると薬理作用を消失する。

における平衡状態に達するまでの時間は分布容積（

は平衡状態における血漿中濃度とクリアランスの積で表わされる。

）舌下投与は経口投与と同様に初回通過効果を受ける。

唾液過多、散瞳による目のかすみ、徐脈、下痢、緑内障の悪化などがある。

）長期に副腎皮質ステロイドを投与すると副腎皮質が肥大して機能が亢進する。

）小児の解熱にはアスピリンが第一選択である。

）自動車を運転する花粉症の患者にはジフェンヒドラミンが第一選択薬である。
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構造式の生理活性物質について知ることを書きなさい。
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受容体と治療薬： 
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生理活性物質について知ることを書きなさい。特にそ

（訂正しないと0点）。 

）グレープフルーツジュースは薬と一緒に服用すると味がマスクされ、薬物相互作用に関係しない

）と生物学的半減期（t½）の

唾液過多、散瞳による目のかすみ、徐脈、下痢、緑内障の悪化などがある。 

 

 

特にそ

 

）グレープフルーツジュースは薬と一緒に服用すると味がマスクされ、薬物相互作用に関係しない

の

 



 

（ ）副交感神経系が興奮すると腸運動が減少する。    

 

（ ）薬の強さに関係するのは、主にKi値に表わされるPotencyである。  

 

（ ）薬物は体内でDYPと呼ばれる酵素で代謝されて脂溶性に変化する。 

 

（ ）尿をアルカリ化すると塩基性薬は排泄が促進し、酸性の薬は低下する。 

 

（ ）治療係数とは薬の危険性を示す指標で、ED50/LD50の比である。 

 

（ ）体内のpHによるイオン化を表わす式をScatchard plotsという。 

 

（ ）薬の反復投与により薬理作用が異なってくることをPharmacogeneticsという。 

 

（ ）アセチルコリンは、アセチルコリンの再取り込みにより不活化される。 

 

（ ）神経伝達物質の遊離には、ナトリウムの細胞内への流入が必要不可欠である。 

 

（ ）グリアには神経伝達物質の受容体（ヒスタミン、グルタミン酸受容体など）はない。 

 

（ ）シナプス伝達効率は通常、後シナプス受容体の感受性が低下することにより低下する。 

 

（ ）細胞内カルシウムが増加することにより、一層細胞内カルシウムが増加する。 

 

（ ）Charged, Polar, Low molecular weight, high lipid solubilityの薬ほど膜透過性は大きい。 

 

（ ）Tacrolimusの受容体は細胞膜上に存在する。 

 

（ ）経口副腎皮質ステロイド薬は、就寝前に服用する。 

 

（ ）鉱質（ミネラル）コルチコイドのFludrocortisoneには炎症を抑える作用はない。 

 

（ ）アスピリンには抗炎症作用があり、最も低濃度で抗炎症作用が発現する。 

 

（ ）Prostaglandin receptorsには、DP, EP, FP, TPの４種類が知られている。 

 

（ ）副腎皮質ステロイド療法は副作用が強いので離脱する時は急に減量したほうがよい。 

 

（ ）Thalidmideは重大な薬害を起こしたので、現在は医薬品として使用されない。 


