
臨床薬理学再試験問題（平成 30 年 9 月 25 日） 学籍番号：      氏名：           
解答をひとつ選び、マークシートに記載しなさい。問題は回収しますので持ち帰らないこと。 
１． 医療・医学の歴史に関連して、適切でないのはどれか。 

a． ネアンデルタール人の歯の化石についた歯石をガスクロマトグラフィで分析したところ、薬用植物であるノ
コギリソウの痕跡が見つかった。 

b． アーユルヴェーダはインド発祥の医学であり、現代においても公的な教育機関で養成されるアーユルヴェー
ダ医師が存在する。 

c． 徳川幕府八代将軍吉宗は、朝鮮人参の国産化を図るなど、医療政策を積極的に推し進めた。 
d． 明治新政府は、その数において西洋医よりも優勢であった漢方医の漢医継続運動にもかかわらず、漢方医学

廃絶方針を打ち出した。 
e． 漢方エキス製剤は、1960 年代に次々とおこなわれた二重盲検ランダム化比較試験でその効果を証明された後

に、保険薬価に収載されることとなった。 
 
２． 西洋医学と漢方医学の特徴に関連して、適切でないのはどれか。 

a． 「国民生活基礎調査の概況」によると、有訴者率の上位 5症状には男女とも、肩こり・腰痛が含まれている。 
b．  西洋医学的薬品の有効成分は一般に単一であり、薬理作用が明らかにされている。 
c． 近年漢方エキス製剤の成分分析により複数の有効成分が示され、各有効成分の人体内における薬理作用が明

らかにされている。 
d． 漢方医学では、局所の病変も診察対象とするほか、全身のゆがみ（証/体質）を重要視する。 
e． 漢方医学では、検査結果に異常が認められない場合でも自覚症状があれば治療対象となる。 

  
３． 漢方医学の診察法について正しいのはどれか。 

a． 四診とは、望診、聞診、脈診、腹診を包括した概念である。 
b． 舌苔は舌診の対象であるが、舌の運動状態は舌診の対象ではない。 
c． 皮膚の血管透見像には精神状態が反映される。  
d． 睡眠の問診では、夢の有無やその内容を重視する。 
e． 喘鳴音は聞診の対象であるが、口臭は聞診の対象ではない。 

 
４． 漢方医学の基礎理論のうち、気血水について適切でないのはどれか。 

a． 気虚はエネルギー不足・機能低下の状態を指す。 
b． 長期間にわたる精神的ストレスは気滞の原因となる。 
c． 気・血・水のバランスの乱れは、体調不良の原因となる。 
d． 瘀血は栄養不足のため、局所に栄養が届かない状態を指す。 
e． 不眠や脱毛、目のかすみ、爪の縦縞などは、血虚と診断する根拠になる。  

 
５． 漢方医学の診察法で、望診について正しいのはどれか。 

a． 舌診で歯痕が見られた際には気滞があると判断する。 
b． 舌診で舌体に瘀点が見られた際には消化機能が低下していると判断する。 
c． 舌診で舌下静脈怒張がなければ血虚はないと判断する。 
d． 皮膚に細絡が見られた場合には気虚があると判断する。 
e． 肌膚甲錯（さめはだ）の患者は瘀血があると判断する。 

 
６． 漢方薬とその働きについて、以下の組み合わせで正しいのはどれか。 

a． 六君子湯  － 血を補って血虚を治療する 
b． 四逆散  － 気を巡らせて気滞を治療する 
c． 十全大補湯 － 余分な水を取り去る 
d． 桂枝茯苓丸 － 気を補って気虚を治療する 
e． 補中益気湯 － 風邪を追い出しかぜを治療する 
 

７． 国内の漢方製剤で使用可能なものはどれか。 
a. 散剤 
b. 丸剤 
c. エキス剤 
d. 湯液（煎じ薬） 
e. 上記 A-D 全て 

 
８． 大建中湯の適応となる患者は次のうちどれか。 

a. 慢性下痢の患者 
b. 胃もたれする患者 
c. 急性胃腸炎の患者 
d. イライラして眠れない患者 
e. おなかが冷えて痛み、腹部膨満感のある患者 

 
９． 六君子湯の効果で当てはまるのはどれか。 



a. 体重を低下させる。 
b. 不安感を増加させる。 
c. 摂食量を増加させる。 
d. 睡眠障害を改善させる。 
e. 認知機能を改善させる。 

 
１０． 抑肝散の効果で当てはまるのはどれか。 

a. 苛立ちを改善させる。 
b. 睡眠障害を改善させる。 
c. 小児の夜泣きを改善させる。 
d. 認知症に伴う行動・心理症状のうち興奮、妄想、幻覚などを改善させる。 
e. 上記 A-D 全て 

 
１１． 女性の３大処方に含まれるのは次のどれか。 

a. 抑肝散 
b. 六君子湯 
c. 大建中湯 
d. 加味逍遙散 
e. 八味地黄丸 

 
１２． 抗サルコペニア効果が報告されている漢方薬はどれか。 

a. 五苓散 
b. 麻黄湯 
c. 葛根湯 
d. 小柴胡湯 
e. 牛車腎気丸 

 
１３． 低カリウム血症をきたさないのはどれか。 

a. 甘草 
b. スピロノラクトン 
c. ループ利尿薬 
d. サイアザイド系利尿薬 
e. 副腎皮質ステロイド薬 

 
１４． インターフェロンとの併用で間質性肺炎の報告がある生薬はどれか。 

a. 黄芩 
b. 附子 
c. 麻黄 
d. 大黄 
e. 甘草 

 
１５． 特発性腸間膜静脈硬化症との関連が報告されている生薬はどれか。 

a. 柴胡 
b. 人参 
c. 山梔子 
d. 牡丹皮 
e. 車前子 

 
１６．次のうち誤っているものはどれか。 

a. 裏とは人体の深い部分を指す。 
b. 半表半裏証では悪寒と発熱が交互に起こる。 
c. 表証では悪寒と発熱のどちらか一方を認める。 
d. 声が小さくやせ型で風邪を引きやすい人は虚証である。 
e. 熱証では粘性の黄色い痰や出血などの所見が特徴である。 

 
１７．六経弁証について誤っているものはどれか。 

a. 陽明病の病位は裏にある。 
b. 太陽病の特徴は、発熱･口渇・便秘である。 
c. 少陽病の特徴は往来寒熱・口苦・食欲不振である。 
d. 少陰病では気力がなく冷えて眠りたがることが多い。 
e. 傷寒論に書かれた、急性発熱性疾患の病期分類である。 

 
１８．ランダム化比較試験によりインフルエンザの有熱期間を有意に短縮することを示した漢方薬は次のうちどれか。 

a. 麻黄湯 



b. 小柴胡湯 
c. 麦門冬湯 
d. 補中益気湯 
e. 麻黄附子細辛湯 

 
１９．ランダム化比較試験により急性気道感染後の咳嗽に有効性が示された漢方薬は以下のうちどれか。 

a. 葛根湯 
b. 小青竜湯 
c. 麦門冬湯 
d. 半夏厚朴湯 
e. 上記 A-D 全て 

 
２０．以下の記述のうち、適切なものを１つ選びなさい。 

a. 医薬品は、動物ではなく人に対して用いられるものである。 
b. 処方箋には、文書によるものと口頭によるものがある。 
c. 処方箋を発行できるのは、医師、歯科医師、獣医師、または薬剤師である。 
d. 日本薬局方にすべての処方箋医薬品が掲載されている。 
e. 処方箋医薬品は、処方箋交付を受けたもの以外に対して正当な理由なく販売または授与してはならない。 

 
２１．以下の記述のうち、適切なものを１つ選びなさい。 

a. 麻薬施用者免許を取得する場合は、都道府県知事に申請する。 
b. 麻薬施用者免許番号は、医師免許番号と同一である。 
c. 麻薬施用者免許を取得できるのは、医師、歯科医師、獣医師、または薬剤師である。 
d. 麻薬は、向精神薬とともに鍵のかかる堅固な設備内に保管しなければならない。 
e. 医薬品の貯法は、剤型によって一律に定められている。 

 
２２．以下の記述のうち、適切なものを１つ選びなさい。 

a. 貼付剤は坐剤に比べて速やかに効果が得られる。 
b. 注射剤を投与するとき、素早く行えば無菌性に気を付ける必要はない。 
c. 皮下注射は、初回通過効果の影響を受けやすい。 
d. 医薬品の誤使用は、医療事故につながることもある。 
e. 後発医薬品は、先発医薬品に比べて効果が得られにくい。 

 
２３．以下の記述のうち、適切なものを１つ選びなさい。 

a. チーム医療は、医師の主導する医療の枠組みを強化するものである。 
b. チーム医療の推進は、医療行為に対する責任の分散を意図している。 
c. チームを構成する各医療職の専門性の理解が、チーム医療の推進に重要である。 
d. 医療チームの構成員は、医師、看護師および薬剤師である。 
e. 医療チームにおいて、医師は常に他のメンバーに指示を与えるリーダーである。 

 
２４．以下の記述のうち、適切なものを１つ選びなさい。 

a. 薬剤師は、病室で常に医師の投薬を補助する。 
b. 薬剤師は、多忙な医師に変わって診断する。 
c. 薬剤師は、患者の利便性を優先して、医師の処方とは異なる薬剤を交付できる。 
d. 薬剤師の疑義照会は、薬物療法上のリスク管理に重要な役割を果たす。 
e. 薬剤師は、薬物血中濃度測定における採血や、注射剤の静脈内投与を実践する。 

 
２５．以下の記述のうち、適切なものを１つ選びなさい。 

a. GCP は、医師の法律違反に対する罰則規定である。 
b. すべての臨床研究は、ヘルシンキ宣言を遵守しなければならない。 
c. 臨床試験を始めて実施する場合は、客観性の高いオープン試験をすべきである。 
d. 医師主導治験は、医師の主観で試験をデザインできる。 
e. 臨床研究の信頼性は、医師の臨床上の力量によるところが大きい。 

 
２６．経口製剤のバイオアベイラビリティについて、正しいのはどれか。 

a. バイオアベイラビリティは、消化管から吸収された薬物の割合を意味する。 
b. 肝臓で代謝されやすい薬物のバイオアベイラビリティは大きい。 
c. 最高血中濃度（Cmax）はバイオアベイラビリティの指標とならない。 
d. 血中濃度推移のプロファイルは、薬物が全身循環血に入る速度と全身循環血から消   失する速度の兼ね合い

で決まる。 
e. 薬物体内動態パラメータである最高血中濃度（Cmax）は、バイオアベイラビリティの量の指標であり、血中

濃度曲線下面積（AUC）はバイオアベイラビリティの速度の指標である。 
 
２７．経口徐放性製剤について誤っているのはどれか。 



a. 薬物の吸収率の向上が期待できる。 
b. アドヒアランスの向上が期待できる。 
c. 通常の製剤に比べ、薬効を長時間持続させることができる。 
d. 通常の製剤に比べ、副作用の発現を低減させることができる。 
e. 同一成分の速放性製剤と比較して、1回の薬物服用量は多い。 

 
２８．経皮吸収製剤について正しいのはどれか。 

a. 即効性が期待できる。 
b. 体内動態の個人差は生じない。 
c. 原薬の LogP が高いほど経皮吸収性が高い。 
d. 薬物の肝臓での初回通過効果を回避できる。 
e. 分子量が 500 未満の薬物の経皮吸収性は低い。 

 
２９．金属カチオンを含む制酸剤と同時服用するとバイオアベイラビリティが大きく低下する薬物はどれか。 

a. シメチジン 
b. テオフィリン 
c. バンコマイシン 
d. オメプラゾール 
e. レボフロキサシン 

 
３０．フルオロウラシル系薬物とソリブジンの相互作用に関連する酵素はどれか。 

a. UGT1A1 
b. コリンエステラーゼ 
c. キサンチンオキシダーゼ 
d. チミジンホスホリラーゼ 
e. ジヒドロピリミジンデヒドロゲナーゼ 

 
３１．以下の薬物の組み合わせのうち、P-糖タンパク質を介した相互作用をおこすのはどれか。 

a. キニーネ  ―  シスプラチン 
b. ジゴキシン  ―  ベラパミル 
c. エリスロマイシン  ―  テオフィリン 
d. メトトレキサート  ―  プロベネシド 
e. フェキソフェナジン  ―  果物ジュース 

 
３２．薬物血中濃度測定による治療薬物モニタリング（TDM）の実施が必要とされる薬剤 
  はどれか。 

a. ワルファリンカリウム 
b. モルヒネ硫酸塩水和物 
c. ロキソプロフェンナトリウム水和物 
d. バンコマイシン塩酸塩 
e. エソメプラゾールマグネシウム水和物 

 
３３．EGFR 遺伝子変異検査の実施が必要とされる薬剤はどれか。 

a. トラスツズマブ 
b. ゲフィチニブ 
c. 5-FU 
d. シスプラチン 
e. パクリタキセル 

 
３４．濃度依存性抗菌薬はどれか。 

a. ペニシリン系 
b. セフェム系 
c. アミノグリコシド系 
d. グリコペプチド系 
e. マクロライド系 

 
３５．次のうち「統合医療」はどれか。 

a. 臓器ごとに細分化して行うのではなくすべての診療科を統合して行うもの 
b. 近代西洋医学を前提として、これに補完・代替医療や伝統医学などを組み合わせたもの  
c. 小児・成人・老年とすべての年代を組み合わせて診療を行うもの 
d. 在宅診療を中心とした地域医療と大学病院などの都市部で行われる医療を組み合わせたもの 
e. 外科と内科を統合したもの 

 
３６．次のうち EBM（科学的根拠に基づく医療）に基づく臨床決定の要素に含まれないものはどれか。 



a. 臨床現場の状況・環境（Clinical state and circumstances） 
b. エビデンス（Research evidence） 
c. 患者の意向と行動（Patients' preferences and actions） 
d. 説明と同意（Informed Consent） 
e. 臨床経験（Clinical expertise） 

 
３７．次のうち国家試験に合格することにより免許が与えられるものではないものはどれか。 

a. あん摩マッサージ指圧師 
b. 理学療法士 
c. カイロプラクター 
d. 公認心理士 
e. 柔道整復師 

 
３８．鍼刺激を行なうと中枢を介さない軸索反射により筋細動脈の拡張、筋血流量を増加が起こる。その血管拡張を

引き起こす物質はどれか。 
a. アドレナリン 
b. アセチルコリン 
c. プロゲステロン 
d. バゾプレッシン 
e. インスリン 

 
３９．再興感染症でないものはどれか。 

a. 重症急性呼吸器症候 
b. 狂犬病 
c. 結核 
d. マラリア 
e. ウェストナイル熱 

 
４０．この薬は鳥インフルエンザを含むインフルエンザウィルスの感染予防と治療にもちいられる。この薬はウィル

スゲノム RNA の複製開始に必要な Cap エンドヌクレアーゼを阻害して、ウィルスの複製を阻害する。この薬はど
れか。1つ選べ。 
a. アマンダジン  
b. オセルタミビル 
c. バロキサビル 
d. サキナビル 
e. ファビピラビル 

 
４１．薬剤耐性変異菌を抑制する濃度は次のうちどれか。 

a. MPC  
b. MSW 
c. MIC 
d. PAE 
e. TAM 

 
４２．緑膿菌感染症に対して有効でない抗菌薬はどれか。 

a. ピペラシン 
b. アミカシン 
c. アンピシリン＋スルバクタム 
d. メロペナム 
e. シプロフロキサシン 

 
４３．後天性免疫不全症候群診断の指標疾患でないものはどれか。 

a. 活動性結核 
b. 伝染性単核症 
c. ニューモシスチス肺炎 
d. クリプトコッカス症 
e. トキソプラズマ脳症 

 
４４．多剤耐性緑膿菌(MDRP)と判断するために、感受性試験で抵抗性を証明すべき抗菌薬（１−５）の適切な組み合わ

せはどれか。 
１ イミぺネム    ２ クリンダマイシン   ３ アミカシン   
４ オキサゾリジノン  ５ シプロフロキサシン 

 
a. 1+3+4 



b. 1+3+5 
c. 2+3+5 
d. 2+4+5 
e. 3+4+5 

 
４５．結核の初期治療薬として適切でないものはどれか。 

a. イソニアジド  
b. ピラジナミド 
c. サイクロセリン 
d. ストレプトマイシン 
e. エタンブトール 

 
４６．妊娠 12 週の女性に比較的安全に使用できる抗菌薬はどれか。 

a. セフェム系 
b. キノロン系 
c. アミノグリコシド系 
d. テトラサイクリン系 
e. クロラムフェニコール系 

 
４７．先天性の血栓症危険因子でないものはどれか（人種を問わない）。 

a. Tissue Factor Pathway Inhibitor 活性低下 
b. Antithrombin 活性低下 
c. Protein C 活性低下 
d. Protein S 活性低下 
e. Factor V Leiden 

 
４８．正しくないものどれか。 

a. ヘパリン投与開始後２日目に血小板減少を認めた場合は「ヘパリン起因性血小板減少症」は疑わなくてもよ
い。 

b. 脳梗塞および一過性脳虚血の再発予防において、aspirin と clopidogrel の併用は原則として勧められない。 
c. ticlopidine と異なり、clopidogrel による血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）は稀である。 
d. 東北大学病院での抗血小板薬使用数で最も多いのはアスピリンである。 
e. 東北大学病院での抗凝固薬（経口）使用数で最も多いのはワーファリンである。 

 
４９．心房細動による塞栓症のリスク評価の指標である CHADS2 スコアの 5項目の中で、ただ一つ 2点が与えられてい

る（他は 1点）のはどれか。 
a. congestive heart failure 
b. hypertension 
c. age ≧75 
d. diabetes mellitus 
e. stroke/TIA 既往 

 
５０．ドーパミン神経伝達に関する下記の記述のうち誤っているものはどれか。 

a. ドーパミン受容体は全てＧタンパク質共役受容体である。 
b. ドーパミントランスポーターはシナプス間隙のドーパミンのシナプス前神経終末への再取り込みを行う。 
c. ドーパミン受容体にはＤ１受容体、Ｄ２受容体、Ｄ３受容体、Ｄ４受容体、Ｄ５受容体の５種類が存在する。 
d. ドーパミンＤ２受容体、ドーパミンＤ３受容体、ドーパミンＤ４受容体にドーパミンが結合すると細胞内の

サイクリックＡＭＰの産生が抑制される。 
e. 統合失調症の幻覚・妄想などの陽性症状の改善に関与する最も重要なメカニズムとして黒質から線条体に投

射するドーパミン神経伝達の遮断作用が想定されている。 
 
５１．下記の経路のうちドーパミン経路と抗精神病薬の作用・副作用の対応として正しいものはどれか。 

a. 青班核皮質経路 ― ドーパミン神経遮断による陰性症状の増悪 
b. 黒質線条体経路 ― ドーパミン神経遮断による幻覚・妄想の改善 
c. 中脳辺縁系経路 ― ドーパミン神経遮断によるパーキンソニズムの増悪 
d. 漏斗下垂体経路 ― ドーパミン神経遮断によるプロラクチン放出の抑制 
e. 漏斗下垂体経路 ― ドーパミン神経遮断による無月経、女性化乳房、乳汁漏出 

 

５２．下記のうち統合失調症の病態とグルタミン酸神経伝達に関する文章として正しいものはどれか。 

a. グルタミン酸は代表的な抑制性の神経伝達物質である。 
b. 統合失調症の病態として皮質脳幹グルタミン酸経路の活動性の亢進が想定されている。 
c. グルタミン酸受容体の多くは塩素イオンを透過することで細胞の興奮性を調節している。 
d. 統合失調症の病態として皮質⁻線条体⁻視床⁻皮質回路からなる視床の感覚フィルター機能の障害が想定され

ている。 



e. NMDA 受容体、AMPA 受容体、カイニン酸受容体などのグルタミン酸受容体は細胞内のサイクリック AMP 産
生を制御することで細胞の興奮性を調整している。 

 
５３．従来型の定型抗精神病薬について正しい文章はどれか。 

a. 高力価の薬剤は低力価の薬剤に比べ、鎮静効果が大きい。 
b. 代表的な高力価の薬剤としてクロルプロマジンがあげられる。 
c. 低力価の薬剤は高力価の薬剤に比べ、乳汁分泌等の副作用を引き起こすことが多い。 
d. 高力価の薬剤は低力価の薬剤に比べ、パーキンソン症候群を引き起こすことが多い。 
e. 低力価の薬剤とは比較的低用量の処方でドーパミンＤ２受容体を遮断することができる薬剤である。 

 

５４．新規抗精神病薬に分類される薬剤を特徴づける薬理学的特性として正しい文章はどれか。 

a. セロトニン２A 受容体アゴニスト 
b. ドーパミン受容体部分アゴニスト 
c. ドーパミン受容体との乖離が遅い 
d. セロトニン１A 受容体アンタゴニスト 
e. グリコーゲン合成酵素リン酸化酵素 3 抑制作用 

 
５５．セロトニン神経伝達に関する下記の記述のうち誤っているものはどれか。 

a. セロトニン神経細胞は縫線核から大脳皮質全体に投射する。 
b. セロトニン１Ａ受容体アゴニストには抗不安作用があると考えられている。 
c. セロトニン２Ａ受容体遮断作用は新規抗精神病薬に錐体外路系副作用が少ないメカニズムの一つと考えら

れている。 
d. セロトニン受容体は基本的にイオンチャネル共役型受容体であるが、３型受容体だけはＧタンパク共役型受

容体である。 
e. ほとんどの抗うつ薬はセロトニントランスポーターからのセロトニンの再取込みを抑制することでその薬

理効果を発現すると考えられている。 
 
５６．ベンゾジアゼピン系薬剤とＧＡＢＡ神経伝達について正しいものはどれか。 

a. ベンゾジアゼピン系の睡眠導入剤はＧＡＢＡ－Ａ受容体の拮抗薬である。 
b. ＧＡＢＡ－Ａ受容体はカルシウムを透過することで神経細胞の興奮性を抑制する。 
c. 半減期が長いベンゾジアゼピン系の睡眠導入剤ほど依存性の形成に注意を要する。 
d. ベンゾジアゼピン系薬剤と内因性のＧＡＢＡとでは、ＧＡＢＡ－Ａ受容体の同じ場所に結合をする。 
e. ベンゾジアゼピン系の薬剤を長期内服しているうちに、同容量を内服しているにも関わらず薬効が弱まる傾

向があるため注意を要する。 
 
５７．双極性障害の治療薬に関して正しい文章はどれか。 

a. バルプロ酸の気分安定薬としての有効性はナトリウムチャンネル抑制作用によるものと考えられている。 
b. 現在、本邦で認可されている抗てんかん薬のほとんどは双極性障害の治療薬としての有効性が証明されてい

る。 
c. 双極性障害の軽躁状態は社会的逸脱行動を伴わず、経過観察により自然軽快することが多いので、薬剤の処

方は行わないことが多い。 
d. 双極性障害の治療薬である気分安定薬の奏功機序の一つとしてグリコーゲン合成酵素リン酸化酵素 3 

(GSK3)を抑制する作用が想定されている。 
e. 双極性障害罹患者がうつ状態を呈している際には、選択的セロトニン再取り込み阻害薬などの抗うつ作用を

有する薬剤が薬物療法の中心となる。 
 
５８．チトクローム P450 酵素に関して誤っているものはどれか。 

a. チトクローム P450 酵素は肝臓等で薬物代謝を行うことが知られている。 
b. チトクローム P450 の活性は遺伝子多型に起因した個人差が確認されており、この酵素活性の変動が治療効

果や副作用発生に影響を与える。 
c. チトクローム P450 酵素は複数のファミリー、サブタイプに分類され、その中でも１A2、2D6、3A4 等が精神

科治療薬の代謝系に重要な役割を持つ。 
d. フルボキサミン等のチトクローム P450 1A2 (CYP1A2)を阻害する薬剤を内服する幻覚・妄想を伴う気分障害

の罹患者に、クロザピンやオランザピンのように CYP1A2 により代謝される抗精神病薬が処方された場合、
血中濃度が高くなりやすいことが予想される。 

e. 喫煙はチトクローム P450 1A2 (CYP1A2)を誘導するため、クロザピンやオランザピンのように CYP1A2 によ
り代謝される薬剤を服用しながら喫煙をしていた統合失調症の罹患者が禁煙をした場合、血中濃度が下降し、
以前のような薬効が得られない可能性があることに注意を要する。 

 

５９．精神科治療薬開発の経緯に関して正しいものはどれか。 

a. 日本の研究者大熊輝雄等による臨床研究から、抗てんかん薬カルバマゼピンが双極性障害に対しても有効で
あることが見出された。 

b. スウェーデンの研究者アービッド・カールソン等によるドーパミンの発見が、ドーパミン遮断作用を有する
抗精神病薬の発見につながった。 



c. フランスの研究者アンリ・ラボリ等によるドーパミン受容体を遮断する物質のスクリーニングの過程で抗精
神病薬クロルプロマジンは見出された。 

d. オーストラリアの研究者ジョン・ケードが双極性障害罹患者の血液中のリチウムイオンの低下を報告したこ
とから、リチウム製剤の開発に至った。 

e. スイスの研究者ローラント・クーン等がうつ病患者でセロトニン神経伝達が低下していることを報告したこ
とが契機となってイミプラミンが開発された。 

 
６０．新生児の薬物動態の特徴に関する以下の記述のうち、誤っているのはどれか。一つ選べ。 

a. 胃内容排出速度が成人に比べて遅い。 
b. 腎排泄型薬物の半減期が延長しやすい。 
c. 水溶性薬剤の血中濃度が上昇しやすい。 
d. グルクロン酸抱合活性が成人に比べて低い。 
e. 母乳の影響により脂溶性薬剤の吸収が低下しやすい。 

 
６１．Augsberger の式から算出した 2歳児の薬用量は、成人薬用量の何％に相当するか。 

a. 16% 
b. 20% 
c. 24% 
d. 28% 
e. 32% 

 
６２．治療薬物モニタリングの対象薬剤に関する記述のうち、誤っているのはどれか。一つ選べ。 

a. テオフィリンのクリアランスは、シメチジンの併用によって低下する。 
b. フェノバルビタールの小児におけるクリアランスは、成人の約半分である。 
c. カルバマゼピンは代謝酵素を自ら誘導するため、治療中に半減期が変化する。 
d. フェニトインは代謝酵素の飽和によって、血中濃度が中毒域に達しやすい。 
e. バンコマイシンは副作用回避のため、トラフ濃度を低めに設定する必要がある。 

 
６３．高齢者の薬物動態に関する以下の記述のうち、正しいのはどれか。一つ選べ。 

a. 胃酸分泌の低下により、酸性薬剤の吸収が低下しやすい。 
b. 脂溶性薬剤の消失半減期が延長し、作用が持続しやすい。 
c. 初回通過効果が高まり、全身循環への薬物移行量が減少する。 
d. 第１相代謝の低下に比べて、第２相代謝の低下がより顕著である。 
e. α1酸性糖蛋白濃度の低下により、塩基性薬剤の作用が増強する。 

 
６４．高齢者において誤嚥の原因となりやすい薬剤はどれか。一つ選べ。 

a. アマンタジン 
b. クロルプロマジン 
c. シメチジン 
d. メマンチン 
e. ワルファリン 

 
６５．認知症の薬物療法に関する以下の記述のうち、誤っているのはどれか。一つ選べ。 

a. 記憶障害によって服薬の自己管理が困難となりやすい。 
b. 服薬カレンダーはアドヒアランスの改善に有効である。 
c. 非定型抗精神病薬は認知症患者の生命予後を悪化させない。 
d. コリンエステラーゼ阻害薬は認知機能障害の改善に有効である。 
e. レビー小体型認知症では抗精神病薬に対する過敏性がみられやすい。 

 
６６．誤っているものを１つ選べ。 

a. 末期腎不全高血圧の 8割は容量依存性である。 
b. ループ利尿薬は尿中へのカルシウム排泄を促進させる。 
c. サイアザイド系利尿薬は低ナトリウム血症を引き起こす可能性がある。 
d. カルシウム拮抗薬（特に液体）の舌下投与は予期し難い強い降圧と交感神経系亢進の可能性があり禁忌であ

る。 
e. 交感神経刺激はレニン分泌を低下させる。 

 
６７．誤っているものを１つ選べ。 

a. 利尿薬はレニン・アンジオテンシン系を亢進させる。 
b. ACEi/ARB はレニンを上昇させアルドステロン濃度は低下する。 
c. インドキシル硫酸の原料は食事由来の糖質由来である。 
d. 高カリウム血症を疑うときはまず溶血などの偽性高カリウム血症を疑う。 
e. ACE/ARB は高カリウム血症を引き起こす可能性がある。 

 



６８．誤っているものを１つ選べ。 
a. 早朝にはレニン・アンジオテンシン系は低下している。 
b. 腎機能が低下すると貧血が発症する。 
c. 二次性副甲状腺機能亢進症に対してビタミン Dを投与する。 
d. 腎不全時にはサイアザイドとループの併用が有効である。 
e. 利尿薬とレニン・アンジオテンシン系抑制薬の併用は降圧を強める。 

 
６９．誤っているものを１つ選べ。 

a. 慢性腎不全ではリン値が低下する。 
b. 25OH ビタミン Dの活性化は腎臓で起きる。 
c. ビタミン Dの低下は腸管からのカルシウム吸収が低下する。 
d. ビタミン Dは PTH の転写を抑制する。 
e. 血中カルシウムの上昇は PTH 分泌を抑制する。 

 
７０．血清 K値が上昇した場合にとるべき対策で誤っているものを１つ選べ。 

a. GIK 療法を行う。 
b. 利尿薬を投与する。 
c. カリウム吸着剤（ケイキサレート等）を投与する。 
d. ACE 阻害薬、ARB、スピロノラクトンなどの併用薬剤のチェックを行う。 
e. 積極的に生野菜・果物を摂取する。 

 
７１．RAS 抑制薬について誤っているものを１つ選べ。 

a. RAS 抑制薬は糸球体濾過を低下させる可能性がある。 
b. RAS 抑制薬は塩分摂取が増えると効果が減弱する。 
c. RAS 抑制薬は腎保護作用をもつ。 
d. RAS 抑制薬は糸球体輸出細動脈を拡張させる。 
e. RAS 抑制薬は蛋白尿を増加させる。 

 
７２．誤っているものを１つ選べ。 

a. 高血圧治療に関して減塩の目標は１日 10ｇである。 
b. 乳頭浮腫は高血圧性急性臓器障害を示す重要な尺度である。 
c. 腎不全初期の症状の一つに夜間尿がある。 
d. 腎不全ではアニオンギャップ上昇の代謝性アシドーシスがおこる。 
e. ベータ遮断薬はレニン分泌、アルドステロン酸性の両者を抑制する。 

 
７３．東北大学病院臨床研究推進センター(CRIETO)に関する記載のうち、正しいものを１つ選択してください。 

a. 相談・支援を受けられるのは東北大学（研究科は問わない）に所属する職員、学生  等の関係者に限定され
る。 

b. CRIETO では、知的財産（特許取得等）に関する相談は対象外である。 
c. CRIETO の役割は開発研究にレギュラトリーサイエンスを導入することにより、開発コストの軽減、開発の迅

速化を実現し、開発者に有利な開発を展開することである。 
d. CRIETO は臨床研究段階だけでなく、基礎研究から臨床研究に至る過程の開発案件の支援も実施している。 
e. CRIETO は臨床研究中核病院事業を担う組織であって、橋渡し関連事業には関与していない。 

 
７４．わが国で革新的な医薬品、医療機器の開発が低調な理由として適切でないものを１つ選択してください。 

a. 開発の全体像が俯瞰できる人材の不在 
b. 低い開発成功率 
c. 開発環境の未整備 
d. トランスレーショナルリサーチを支える人材の不足 
e. 薬事承認審査の厳格化 

 
７５．医薬品、医療機器の開発に関する記載のうち、正しくないものを１つ選択してください。 

a. 医療機器の開発の特徴は開発中に改良改善が繰り返されることである。 
b. 厚生労働大臣の承認を受けていない医薬品・医療機器を用いる臨床試験を治験という。 
c. 医療機器の実用化における課題は、開発のノウハウに長けた人材の不足が挙げられる。 
d. 臨床試験のうち第Ⅲ相試験では必ず既存薬またはプラセボとの比較試験が行われる。 
e. 治験は GCP 省令を遵守して実施しなければならない。 

 
７６．研究不正（可能性を含む）に該当しないものを一つ選びなさい。 

a. 改竄 
b. 捏造 
c. 盗作 
d. 盗用 
e. 副作用 



 
７７．臨床試験におけるプロセスやデータに関して、以下の選択肢の中で相対的に一番重要でない（critical でない）

ものを選びなさい。 
a. 同意プロセス 
b. 主要評価項目 
c. 重篤な有害事象 
d. 副次解析に利用するデータ 
e. 選択・除外規準 

 
７８．臨床試験で発生するエラー（誤差）について、正しいものを一つ選びなさい。 

a. 許容されるエラーの範囲はすべての臨床試験で一定にする必要がある。 
b. 結論が変わらない程度であれば、ランダムなエラーは許容される。 
c. ランダムなエラーはゼロにすることが可能である。 
d. ランダムなエラーとはある特定の原因によって発生するエラーを指す。 
e. バイアスとは系統的なエラーがないことを保証することである。 

 
７９．臨床試験のデータや結果の正しさを保証するために必要な点について、正しいものを一つ選びなさい。 

a. プロトコールの科学性、倫理性および効率性を担保する。 
b. データを測定後に解析計画を常に決定する。 
c. あらゆる情報を秘匿する。 
d. 品質保証のための中心的な活動がモニタリングである。 
e. 研究者にとって解釈しやすい結果を中心に公表する。 

 
８０．以下の緩和ケアの定義について誤っている箇所はどれか。 

「緩和ケアとは、(a)生命を脅かす病に関連する問題に直面している(b)患者の(c)QOL を、痛みやその他の身体的・
心理社会的・(d)スピリチュアルな問題を(e)早期に見出し的確に評価を行い対応することで、苦痛を予防し和ら
げることを通して向上させるアプローチである。」 

 
８１．以下の記述のなかで誤っているものはどれか。 

a. 進行がんの患者が希望したので、全身状態は良いが抗がん治療をせず経過観察のみで対応した。 
b. 予後 1カ月未満と考えられる患者が食べられなくなったので高カロリー輸液を行った。 
c. 終末期患者の静脈ラインが確保しづらくなったので皮下注射で対応した。 
d. 予後数日と考えられる患者の家族（介護者）にパンフレットを用いて看取り時の説明を行った。 
e. 終末期患者の呼吸が家族不在の間に止まったが、患者の意志に沿って心肺蘇生は行わなかった。 

 
８２．以下に示す SHARE が推奨する「悪い知らせの伝え方」について誤っているものはどれか。 

a. 患者・家族が落ち着いて面談できるよう静かな個室を準備する。 
b.「これからのお話は辛い内容かもしれませんが…」と前置きしたうえで説明を始める。 
c. 出来るだけ正確な情報を伝えるため、臨床病期や治療法、予後などを一度に伝える。 
d. たとえ見通しが厳しい病状であっても、何らかの希望的な情報も併せて提供する。 
e. 患者の情緒的反応（悲しみ、怒り）に対して共感を示す。 

 
８３．下記のうちオピオイドの消費量が最も多い国はどれか。 

a. カナダ 
b. 日本 
c. メキシコ 
d. ブラジル 
e. 中国 

 
８４．オピオイドの説明において誤っているものを１つ選べ。 

a. オピオイドの供給が国や地域によって異なるため、地域によっては適切ながん疼痛の鎮痛が行えない問題が
生じている。 

b. 米国や英国などのオピオイドの消費量が多い先進国では、オピオイド乱用の問題が生じている。 
c. アンフェタミンは麻薬及び向精神薬取締法で取り扱われる。 
d. 本邦では終末期に痛みを感じているがん患者は 50%を越える。 
e. モルヒネは腎機能障害患者に使用した場合、意識障害や呼吸抑制のリスクが増す。 

 
８５．がん患者の悪心の原因として正しいものはどれか、症状緩和の説明で正しいものを２つ選べ。 

a. 予後が日単位の場合でも、脱水や栄養不良による苦痛が生じるため十分な栄養と輸液が必要である。 
b. 呼吸困難に対してモルヒネは有効ではあるが死亡率は上昇するため、使用に関しては十分な話し合いが必要

である。 
c. 便秘は悪心の原因になる。 
d. がん患者は便秘を苦痛に感じている割合が多く、オピオイドを内服する患者の半数は便秘である。 
e. がん患者の呼吸困難時の対応として、モルヒネとベンゾジアゼピン系抗不安薬は同等のエビデンスレベルで



ある。 
 
８６．腎機能検査について正しいものはどれか。2 つ選べ。 

a. クレアチニンは尿細管で再吸収されない。 
b. クレアチニンクリアランス検査では薬剤の注射が必要である。 
c. イヌリンクリアランス検査では検査直前に完全排尿が必要である。 
d. 糸球体濾過率の推算式で性差を考慮した女性の係数は 1 より大きい。 
e. 腎臓病の診断に用いる糸球体濾過率の推算式には体重値が必要である。 

 

８７．次の薬剤のうち、尿への未変化体排泄率が最も低いものはどれか。 
a. オセタミビル 
b. ガバペンチン 
c. 炭酸リチウム 
d. メトホルミン 
e. ワルファリン 

 

８８．腎臓が薬剤による障害をうけやすい機序について正しいものを選べ。 
a. 尿細管が酸素を多く消費する。 
b. 細動脈血流を増やす薬剤が多い。 
c. ネフロンでの濾過は主に近位尿細管細胞で行われる。 
d. 近位尿細管が尿を濃縮し尿腔内の薬物濃度が高くなる。 
e. 再吸収により遠位尿細管細胞内で薬物濃度が上昇する。 

 
８９．正しいのはどれか。 

a. 訪問診療と往診とは同義である。 
b. 訪問看護は医師の指示がなくても行える。 
c. 在宅医療において、吸引は患者の家族も行える。 
d. 訪問診療は介護保険に基づくサービスである。 
e. 医師は在宅患者の点滴を訪問介護員に指示できる。 

 
９０．在宅療養支援診療所について正しいのはどれか。 

a. 指定難病医療に特化した医療施設 
b. がんの看取りに特化した医療施設 
c. 24 時間入院を受け入れる医療施設 
d. 小規模多機能サービスを担う医療施設 
e. 24 時間体制で訪問診療・往診を行う医療施設 

 
９１．人生の最終段階（終末期）を過ごした高齢者の看取りを行う場として、ふさわしくないのはどれか。 

a. 居宅（自宅） 
b. ＩＣＵ（集中治療室） 
c. 特別養護老人ホーム 
d. ホスピス・緩和ケア病棟 
e. サービス付き高齢者向け住宅（サ高住） 

 
９２．86 歳の男性。誤嚥性肺炎のために１週間入院し、経過は順調である。入院前から高血圧症で薬物療法を受けて

いるが、それ以外の基礎疾患はない。認知機能は問題ない。日常生活動作は介助を必要としないが、筋力低下に
よって歩行が不安定で、屋外は見守りが必要である。入院中はきざみ食にとろみをつけて提供し、嚥下訓練を実
施している。要介護度は「要支援 2」である。82 歳の妻と 2人暮らしだが、息子夫婦が隣接する市に住んでおり、
入院前から週に 2、3回は様子を見に通っていた。 
自宅への退院にあたり必要なのはどれか。 
a. 胃瘻の造設 
b. 家族への調理指導 
c. 家族への排泄介助の指導 
d. 訪問入浴介護サービスの手配 
e. 訪問診療による末梢静脈栄養療法 

 
９３．78 歳の男性。脳梗塞のため入院中である。症状は安定し意識は清明である。左上下肢の運動麻痺がありリハビ

リテーションを行うことになった。一人暮らしのため、息子夫婦が住む他県での療養生活を希望している。 
今後の療養について、施設間の連携を調整するのにふさわしい職種はどれか。 
a. 看護師 
b. 保健師 
c. 薬剤師 
d. 作業療法士 
e. 医療ソーシャルワーカー 



 
９４．ヒト抗体のサブクラスにないものはどれか。 

a. IgG1 
b. IgG2b 
c. IgG2 
d. IgG3 
e. IgG4 

 
９５．ヒト化抗体はどれか。 

a. リツキシマブ 
b. イマチニブ 
c. インフリキシマブ 
d. ニボルマブ 
e. トラスツズマズ 

 
９６．ADCC 活性の増強のために、除去するべき糖はどれか。 

a. グルコース 
b. ラクトース 
c. ガラクトース 
d. キシロース 
e. フコース 

 
９７．二重特異的抗体と直接関係のないものはどれか。 

a. CDR 
b. Fab 
c. H 鎖 
d. グルコース 
e. L 鎖 

 
９８．免疫チェックポイント阻害薬でないものはどれか。 

a. リツキシマブ 
b. イピリムマブ 
c. ペンブロリズマブ 
d. ニボルマブ 
e. アテゾリブマブ 

 
９９．Tumor Mutation Burden (TMB)と関係のあるものはどれか。 

a. ベバシズマブ 
b. インフリキシマブ 
c. トラスツズマブ 
d. ニボルマブ 
e. リツキシマブ 

 
１００．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？ 
a. 122 mg 
b. 162 mg 
c. 222 mg  
d. 322 mg 
e. 上記のいずれでもない。 
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