問１

次の日本薬剤師会が定めた薬剤師倫理規定に関する記述にあてはまる語句の組み合
わせについて，正しいものを１つ選べ．

薬剤師は，国民の信託により，憲法及び法令に基づき，医療の担い手の一員として，
（

ａ

）の中で最も基本的な（

ｂ

）の保持増進に寄与する責務を担っている．この

責務の根底には（ c ）への畏敬に発する倫理が存在するが，さらに，調剤をはじめ，医
薬品の創製から供給，
（ d ）に至るまで，確固たる（ e ）の倫理が求められる．
a

b

c

d

e

１

患者

生命・健康

権利

副作用

薬

２

人権

生命・健康

生命

適正な使用

薬

３

人権

保健

権利

保険使用

医

４

患者

保健

人権

副作用

薬

５

国民

人権

生命

適正な使用

医

問２ 次の世界保健機構（WHO）が定めた緩和ケアに関する記述にあてはまる語句について，
正しい組み合わせを１つ選べ．
緩和ケアは，生命を脅かす疾患による問題に直面する患者とその家族に対して，
（ a ）
やその他の（

b

），心理的，（

c

）な問題，さらにスピリチュアルな問題を早期に発

見し，的確な評価と処置を行うことによって，
（

d ）を予防したり和らげることで，
（

を改善する行為である．
a

b

c

d

e

１

痛み

身体的

社会的

苦痛

QOL

２

悩み

治療的

家族的

疾患

ADL

３

悩み

身体的

社会的

苦痛

ADL

４

痛み

治療的

家族的

疾患

QOL

５

痛み

精神的

社会的

疾患

QOL

問３ 次の疾患の病態に関する記述について，誤っているものを１つ選べ．
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e ）

１．糖尿病患者が治療中に発熱，下痢，嘔吐をきたした時，または食欲不振のため食事が
できない時を sick day とよぶ．
２．アトピー性皮膚炎は，多くは幼小児期に発症し，その多くは成長とともに軽快する．
３．高尿酸血症とは，血清尿酸値が体液中の尿酸の飽和濃度である 7.0 mg/dL を超えた状
態をいう．
４．バセドウ病は，甲状腺機能低下症を起こす代表的な自己免疫性甲状腺疾患である．
５．白癬は，皮膚糸状菌による真菌感染症で，通常，清潔にしていれば付着しても生着す
るとは限らない．

問４ 次の疾患の病態に関する記述について，正しいものを２つ選べ．
１．徐脈性不整脈の原因としては，心筋梗塞など心疾患，膠原病やアミロイドーシスとい
った全身疾患，β遮断薬などの薬剤の投与，甲状腺機能亢進症などがあげられる．
２．脳梗塞は，アテローム血栓性脳梗塞，心原性脳塞栓症，ラクナ梗塞，その他に分類さ
れる．
３．急性腎不全では，高窒素血症の進行，電解質異常，代謝性アシドーシス，尿毒症症状
が出現し，また，通常腎萎縮が見られる．
４．慢性腎不全では，糸球体濾過量が低下し，腎臓のもつ排泄調節機能や内分泌代謝機能
が緩徐に障害される．
５．ネフローゼ症候群は，糸球体基底膜のタンパク透過性亢進により，血清中のタンパク
質が大量に尿中に喪失する状態で，高タンパク血症，浮腫，脂質異常症を主徴とする．

問５ 次の統合失調症に関する記述について，正しいものを２つ選べ．
１．代表的な症状は陽性症状，陰性症状および認知機能障害であり，生涯発生率は，性別，
人種により違いがみられる．
２．発症後，進行性に慢性の経過をたどる疾患であり，再発を繰り返すことで社会適応能
力が低下する．
３．薬物療法以外にも症状の回復や程度に応じて精神療法やリハビリテーションを実施す
る．
４．定型抗精神病薬は，統合失調症の急性期における陽性症状と認知機能障害には有効で
あるが，陰性症状には効果が乏しい．
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５．非定型抗精神病薬の副作用の特徴として，第 1 世代抗精神病薬に比べ錐体外路症状は
少ないが，プロラクチン上昇は多い．

問６ 次のアルツハイマー型認知症に関する記述について，正しいものを３つ選べ．
１．認知機能が後天的な脳の障害によって持続的に低下し，日常生活や社会生活に支障を
きたすようになった状態を言う．
２．神経病理所見として，老人斑，神経原線維変化および神経細胞死などが挙げられる．
３．老人斑の主成分はアミロイドβである．
４．行動障害や精神症状のような周辺症状は観察されないことが特徴である．
５．退行性病変と脳出血や脳梗塞によっておこる血管性認知症は，ガイドライン上，同じ
治療方針で取り組む必要がある．

問７ 次の免疫疾患に関する記述について，正しいものを３つ選べ．
１．薬物アレルギーは常用量以下の薬物投与により，本来の薬理作用とは異なる免疫学的
機序を介して誘導される．
２．関節リウマチは関節炎を主な病変とする急性炎症性疾患である．
３．全身性エリテマトーデスは発熱などの全身症状に加えて，特徴的皮疹，関節炎，腎障
害，精神症状など多臓器病変を示す．
４．アナフィラキシーショックは即時型のアレルギーで，重症では意識混濁，痙攣を生じ，
死に至ることもある．
５．通年性鼻アレルギーは真菌，季節性鼻アレルギーは花粉やハウスダストが重要な起因
物質となる．

問８ 次の呼吸器疾患に関する記述について，正しいものを３つ選べ．
１．COPD は，肺の慢性炎症性疾患であり，気流閉塞による体動時の呼吸困難が特徴である．
特に，長期にわたる喫煙習慣などが発症および増悪の原因である．
２．びまん性汎細気管支炎は，慢性の咳，痰と労作時の息切れを主症状とし，エリスロマ
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イシンなどの 14 員環マクロライドの長期療法が著効を示す．
３．気管支喘息は，喘鳴（ゼイゼイ，ヒュウヒュウという音）を伴う呼吸困難発作が反復
性に生じる疾患であり，特に夕から深夜にかけて生じやすい．
４．間質性肺炎は，肺胞内壁に炎症・線維化を起こし，ガス交換機能の低下を生ずる疾患
の総称である．
５．気胸は，肺実質から胸腔内に空気が漏れることによって肺が虚脱した状態である．喫
煙者には発生頻度が高い．

問９ 次の眼疾患の病態や治療に関する記述について，誤っているものを１つ選べ．
１. 白内障の多くは加齢に伴って発症するが，薬剤性の白内障もある．
２.

白内障の手術前にはトロピカミド，フェニレフリン塩酸塩などの縮瞳薬を点眼する．

３. 続発性緑内障は，流出路である隅角の所見により開放隅角緑内障と閉塞隅角緑内障の
２つに分けられる．
４. 緑内障の治療には，眼房水の産生を抑制あるいは排泄を促進する薬剤を用いるが，閉
塞隅角緑内障では外科治療が基本となる．
５． チモロールマレイン酸塩は眼圧下降効果に優れているが，全身的副作用に注意が必要
である．

問１０ 次の感染症に関する記述について，正しいものを２つ選べ．
１．インフルエンザウイルスには A，B，C 型があるが，特に B 型が臨床上重要である．
２．表在性カンジダ症は，HIV 感染患者，ステロイド薬使用患者，糖尿病患者などによくみ
られ，口腔内，食道，消化管，外陰部，皮膚などに病巣を形成する．
３．セラチアは院内感染の起炎菌として重要であり，多剤耐性の傾向を有し，医療従事者
の手指や医療器具を介して感染する．
４．マイコプラズマ感染症は，最も小さな自己増殖可能な細菌であるマイコプラズマ属に
よる感染症であり，細胞壁合成阻害により抗菌作用を発揮するβラクタム系の抗菌薬
が有効である．
５．風疹は，一般に“はしか”とも呼ばれ予後良好の発疹性疾患である．症状としては，
軽度の発熱，発疹，リンパ節腫大が 3 大兆候として見られる．
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問１１ 次のアセトアミノフェン錠に関する記述について，正しいものを２つ選べ．
１．がん性疼痛などの鎮痛に対して，従来の１日最大 1,500mg から 3,000mg へと用量拡大
となった．
２．１日 2,000mg を超す高用量で長期投与する場合には，定期的に肝機能などを確認する
など慎重に投与する．
３．最も重篤な急性の副作用は，過量投与による肝細胞壊死であり，過量投与時の解毒に
はアセチルシステインの投与を考慮する．
４．アルコール常飲による CYP2E1 の誘導により本剤から肝毒性のある N-アセチル-p-ベン
ゾキノンイミンへの代謝が促進される．
５．米国 FDA では，アセトアミノフェンを含む製品について，１規格あたりの量を 500mg
に制限した．

問１２ 次のアプレピタントに関する記述について，正しいものを２つ選べ．
１．
サブスタンス P がニューロキニン１(NK1)受容体に結合するのを防いで嘔吐を予防する．
２．抗悪性腫瘍薬投与による急性期の悪心・嘔吐に対してのみ有効である．
３．米国臨床腫瘍学会(ASCO)，日本がん治療学会の制吐療法ガイドラインにおいて，抗悪
性腫瘍薬投与に伴う悪心・嘔吐の予防薬として推奨されている．
４．通常，初日 125mg を１日１回抗悪性腫瘍薬投与１時間〜１時間半前に投与し，２日目
以降は 80mg を１日１回午前中に 5 日間投与する．
５．原則として，コルチコステロイド及び 5-HT3 受容体拮抗薬とは併用しない．

問１３ 次の GLP-1 受容体作動薬リラグルチド（遺伝子組換え）に関する記述について，
正しいものを２つ選べ．

１．血糖値の上昇に応じてグルカゴンの分泌を促進する．
２．インスリン分泌能のない 1 型糖尿病患者に有効である．
３．インスリンの代替薬として処方される．
４．スルホニル尿素薬との併用は低血糖のリスクが増加する．
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５．食事療法，運動療法のみでは十分な効果が得られない患者に使用する．

問１４ 次の経腸栄養剤に関する記述について，正しいものを３つ選べ．
１．経腸栄養には食品と医薬品があり，医薬品は半消化態，消化態，成分栄養剤とに分類
される．
２．経腸栄養の利点は，腸管粘膜の萎縮予防，腸管蠕動運動の正常化などであり，麻痺性
イレウスなどにより消化吸収ができない場合に効果的である．
３．経腸栄養の投与経路には，経口と経管に大別され，胃，食道，空腸などの瘻孔から投
与する方法もある．
４．食品である濃厚流動食と医薬品である半消化態経腸栄養剤は組成的に大きな違いはな
いが，栄養素が最終段階まで分解されていないので，一定以上の長さの腸管が必要で
ある．
５．医薬品の経腸栄養剤は，すべて「在宅成分栄養経管栄養法指導管理料」の適応となる．

問１５

次の高齢者における薬物動態の一般的な特徴に関する記述について，正しいもの
を３つ選べ．

１．受動拡散により吸収される多くの薬物では,高齢者においても吸収の速度や程度は低下
しない．
２．腎臓は加齢の影響を受けやすい臓器であり,高齢者における腎排泄型薬物の糸球体によ
る除去は低下する．
３．加齢により薬物代謝能は低下することが知られている．薬物代謝には第1相反応と第2
相反応があるが加齢の影響は前者に強く現われる．
４．初回通過効果が大きく生体利用率の小さい薬物を高齢者に経口投与すると,血中濃度が
低下し,薬効が著しく低下する可能性がある．
５．高齢者では体重当たりの水分量が増加する．そのため，一般に水溶性薬物の分布容積
は大きくなり，脂溶性薬物の分布容積は小さくなる傾向にある．

問１６ 次の薬物治療モニタリング（TDM）に関する記述について，正しいものを３つ選べ．
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１．保険診療で TDM 対象薬に指定されているものは，治療薬物血中濃度域が狭い薬物が多
い．
２．TDM は服薬不履行が疑われる場合にも役立つ．
３．剤形を変更しても用法・用量が同じであれば血中濃度は不変であるので，改めて TDM
を実施する必要性はない．
４．併用薬との間で薬力学的な相互作用が発現した場合には，TDM が大いに役立つ．
５．TDM 対象薬の中には，血中濃度と薬効または副作用の現れ方に相関が認められない薬物
は含まれない．

問１７

メトトレキサートの腎排泄過程は，糸球体ろ過，尿細管での分泌および再吸収か
らなる．血漿タンパク結合率は 40％，再吸収率は 25％，分泌クリアランスは 132
mL/min とした場合，メトトレキサートの腎クリアランス（mL/min）として最も近
い値は次のうちどれか．なお，糸球体ろ過速度（GFR）は 130 mL/min，腎クリアラ
ンス＝（GFR×fp＋分泌クリアランス）×（1－R）とする．
GFR：糸球体ろ過速度，fp：血漿タンパク非結合率，R：再吸収率
１．47

問１８

２．90

３．117

４．142

５．158

次の症例に関して，血中濃度が顕著に上昇し，副作用発現につながる可能性の高
い抗不整脈薬について，正しいものを２つ選べ．

【症例】60 歳の男性が抗不整脈薬にて治療中である．定期的に実施されている臨床検査の
結果，最近，血清クレアチニン値や BUN 値が以前の 2 倍程度まで上昇傾向にある
ことが判明した．
１．シベンゾリンコハク酸塩
２．ピルジカイニド塩酸塩
３．リドカイン塩酸塩
４．アミオダロン塩酸塩
５．メキシレチン塩酸塩
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問１９

次の医薬品の重大な副作用と初期症状の組み合わせについて，正しいものを２つ
選べ．
（医薬品）

（重大な副作用）

（初期症状）

１．ゾレドロン酸水和物

－ 顎骨壊死

－ 口の中の痛み

２．硝酸イソソルビド

－ スティーブンス・ジョンソン症候群 － 耳鳴り

３．タンニン酸アルブミン

－ アナフィラキシー様症状

－ 息苦しさ

４．バンコマイシン塩酸塩

－ 偽膜性大腸炎

－ 便秘

５．ピオグリタゾン

－ 高血糖

－ 喉の渇き

問２０～２１ 慢性腎不全の男性患者（50 歳）が保険薬局を訪れ，
「医師からカリウムの吸
収を抑える薬をだしておきますと説明された」と言って処方せんを提出した．
以下の設問に答えよ．
問２０

この患者に新たに追加された「カリウムの吸収を抑える薬」について，正しいも
のを１つ選べ．

１．ポリスチレンスルホン酸カルシウム
２．沈降炭酸カルシウム
３．セベラマー塩酸塩
４．球形吸着炭
５．ラクツロース

問２１

新たに追加された医薬品の副作用を予防する目的で用いる医薬品について，誤っ
ているものを１つ選べ．

１．ピコスルファートナトリウム水和物
２．センノシド
３．ダイオウ
４．酸化マグネシウム
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５．D-ソルビトール

問２２ 次の精神神経用薬に関する記述について，誤っているものを１つ選べ．

１．クロザピンによる無顆粒球症などの血液障害は投与初期に発現する例が多いので，原
則として投与開始後 18 週間は入院管理下で投与を行う．
２．抗うつ薬だけでは無効あるいは十分な効果が得られていないうつ病の場合，強化療法
として炭酸リチウムや甲状腺ホルモン製剤（適応外）を併用することがある．
３．強迫性障害の治療には選択的セロトニン再取り込み阻害薬が用いられ，本邦ではフル
ボキサミンマレイン酸塩とパロキセチン塩酸塩水和物が適応を有している．
４．喫煙によって CYP1A2 が誘導されるため，喫煙者ではオランザピンの作用が減弱しやす
い．
５．選択的セロトニン再取り込み阻害薬は，あらかじめ制吐薬を併用しておかなければな
らない．

問２３ 次の処方を継続服用している入院中のてんかん患者（20 歳女性）が，緑膿菌感染
による肺炎を併発した．抗菌薬を選択する上で誤っているものを２つ選べ．なお，当
該患者の腎機能および肝機能は正常であり，抗菌薬に対するアレルギー歴はなく，検
出された緑膿菌の MIC 値は特に高値ではないものとする．
【処方】
カルバマゼピン錠 200 mg

１回１錠（1 日 3 錠）
１日 3 回

バルプロ酸ナトリウム徐放錠 200 mg

朝昼夕食後 ７日分

１回１錠（1 日 2 錠）
１日 2 回

１．アミカシン硫酸塩注
２．アンピシリン注
３．パニペネム／ベタミプロン注
４．ピペラシリンナトリウム注
５．セフタジジム水和物注
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朝夕食後 ７日分

問２４

次の症例の頭痛や吐き気が生じた理由に関する記述について，正しいものを１つ
選べ．

【症例】 48 歳，女性．気管支喘息のため数年前より処方１の薬剤を服用し，喘息は良好に
コントロールされていた．最近，うつ症状が見られるようになり，1 週間前，近医
の心療内科を受診したところ処方 2 の薬剤が処方された．処方１と処方２の薬剤
を併用していたところ，昨日から頭痛や吐き気がするようになってきた．
処方１
テオフィリン徐放錠 200mg

１回１錠（1 日 2 錠）

ケトチフェンフマル酸塩カプセル 1mg

１回１個（1 日 2 個）
１日 2 回

朝夕食後

処方 2
エチゾラム錠 1mg

１回１錠（1 日 3 錠）
１日 3 回

フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg

朝昼夕食後

１回１錠（1 日 2 錠）
１日 2 回

朝夕食後

１．ケトチフェンによってフルボキサミンの腎排泄が抑制され，フルボキサミンの血中濃
度が上昇した．
２. フルボキサミンによってテオフィリンの代謝が抑制され，テオフィリンの血中濃度が
上昇した．
３．テオフィリンによってエチゾラムの蛋白結合率が低下し，エチゾラムの遊離型濃度が
増加した．
４．エチゾラムによってテオフィリンの腎排泄が抑制され，テオフィリンの血中濃度が上
昇した．
５．フルボキサミンによってケトチフェンの吸収が増大し，ケトチフェンの血中濃度が上
昇した．

問２５

次の高血圧症治療に用いられる薬物－作用機序－重大な副作用の記述について，
正しいものを２つ選べ．
10

（薬物）
１．オルメサルタン

（作用機序）

（重大な副作用）

－ アンジオテンシン AT1 受容体遮断 － 血管性浮腫

メドキソミル
２．エプレレノン

－ アルドステロン受容体遮断

－ 低カリウム血症

３．エナラプリル

－ アンジオテンシン変換酵素阻害

－ 高カリウム血症

４．アゼルニジピン

－ カルシウムチャネル遮断

－ 急性腎不全

５．アリスキレン

－ レニン選択的阻害

－ 低ナトリウム血症

問２６ 次の脳梗塞慢性期の薬物療法に関する記述について，正しいものを３つ選べ．

１．心原性脳塞栓症の予防には，クロピドグレル硫酸塩を用いる．
２．心原性脳塞栓症の予防には，ワルファリンカリウムを用いる．
３．ラクナ梗塞の予防には，アスピリンを用いる．
４．チクロピジン塩酸塩は，投与開始後 2 カ月間は原則として 1 回 2 週間分の処方とする．
５．シロスタゾールは，シクロオキシゲナーゼを阻害して血小板凝集を抑制する．

問２７ 次の症例の治療法に関する記述について，正しいものを３つ選べ．
【症例】30 歳の女性が夜間の咳，喀痰および喘鳴を主訴に来院した．症状は２ヶ月前から
出現し，ほぼ毎日あり，時に呼吸困難を伴った．タバコの煙などを吸い込んだ後に
急に症状が悪化することがあった．スパイロメトリー：FEV1/FVC 65％．喀痰検査で
は好酸球の増加を認める．
１. 発作時には短時間作用型β2 刺激薬の吸入剤を用いる．
２. 急性憎悪期には去痰薬の投与が有効である．
３. 気道感染症に対しては抗菌薬の投与を行う．
４. テオフィリンは無効である．
５. 長期治療薬として吸入副腎皮質ステロイド薬を用いる．
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問２８～２９ 次の症例に関する設問に答えよ．
【症例】体重39kgの64歳の女性．ここ数日腰痛がひどく，非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）
を連日服用していた.入院前日まで特に自覚症状はなかったが，入院日の午前中に
吐血があった．しばらく様子をみていたが，午後再び吐下血があり自ら動けなか
ったため，家族が救急車を要請し救命救急センターへ搬送された．到着時意識は
あったが，上部消化管出血に伴う出血性ショックが疑われ，消化器内科に入院と
なった．なお，既往歴は高血圧症（アムロジピンベシル酸塩錠

5mg服用），生活

歴としては，喫煙を1日10本，10年間，アルコールは機会飲酒程度，味付けの濃い
ものが好きであった．
問２８ 本症例の上部消化管出血の原因と考えられる消化性潰瘍に関する記述について，
正しいものを３つ選べ．
１．原因は NSAIDs，アルコール，喫煙，ストレスなどが挙げられる．
２．発生原因として H. pylori による感染も考えられるが，日本人では少ない．
３．低用量アスピリンなどの抗血小板薬でも胃潰瘍を引き起こすので，服用の有無を調査
する必要がある．
４．NSAIDs による上部消化管障害は，粘膜に対する間接作用，シクロオキシゲナーゼ阻害
による胃粘膜のプロスタグランジン増加による．
５．患者は心窩部痛，胸やけ，げっぷ，腹部膨満感などの自覚症状を訴えるが，消化管出
血が起こるまで無症状の場合もある．

問２９ 本症例における H. pylori 除菌療法についての記述について，正しいものを２
つ選べ．なお，この患者には，入院後の検査で H. pylori 陽性であることが判明
し，以下の処方が出された．
【処方】
ラベプラゾールナトリウム錠 10mg

１回１錠（1 日 2 錠）

クラリスロマイシン錠 200mg

１日１錠（1 日 2 錠）

アモキシシリン水和物カプセル 250mg

１回 3 個（1 日 6 個）
1日2回

朝夕食後

7日分

１．3剤併用療法は胃内のpHを上昇させて抗菌力の活性を高めており，日本における除菌成
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功率は約80％である．
２．初回治療において，クラリスロマイシン錠に替えてメトロニダゾール錠を推奨する．
３．この症例の治療において，喫煙やアルコールの摂取は制限しなくても良い．
４．7日分の投与が終了したのち，直ちに二次除菌を行う必要がある．
５．副作用のモニタリングとして，下痢，腹痛，発疹などを観察する必要がある．

問３０ 次の糖尿病治療に関する記述について，正しいものを２つ選べ．
１．インクレチンとは，食事摂取に伴い消化管から分泌され，膵臓β細胞からのインスリ
ン分泌を促進する因子の総称である．
２．シタグリプチンリン酸塩水和物はインクレチンを分解する dipeptidyl

peptidase-4

（DPP-4）を阻害することにより血糖コントロール改善作用を示す．
３．シタグリプチンリン酸塩水和物は，スルホニル尿素薬（SU 薬）と同様にインスリン分
泌増強作用を示すため，低血糖を起こしやすい．
４．シタグリプチンリン酸塩水和物は，主に腎排泄であるため重度の腎障害の患者に対し
ては減量する必要がある．
５．シタグリプチンリン酸塩水和物は，SU 薬との併用は禁忌である．

問３１

次の症例に関して，投与が最も推奨される抗菌薬について，正しいものを１つ選
べ．

【症例】 33 歳，男性，会社員．鼻汁，鼻づまり，嗅覚障害などの鼻症状が 3 カ月以上続い
ている．鼻汁は粘膿性であり，喉の奥へ流れていくような感じもある．頭が重く，
頬を押さえると少し痛みを感じる．耳鼻咽喉科を受診したところ慢性副鼻腔炎と
診断された．
１．アモキシシリン水和物
２．レボフロキサシン水和物
３．クラリスロマイシン
４．ミノサイクリン塩酸塩
５．セフィキシム
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問３２～３４ 次の卵巣がんの治療に関する記述について，以下の設問に答えよ．
【患者】 65 歳

女性

【入院時身体所見】
〈全身状態〉体温 37.1℃，HR124/min，BP116/70mmHg，経口摂取可能，尿量：430mL
〈検査所見〉腫瘍マーカー
検体検査

CA125：7,457U/mL，STN：549U/mL，SLX：61.5U/mL，

WBC： 13,300/μL，PLT：33.1×104/μL，Hb：13.1g/dL，Alb：2.6g/dL，
Cr：0.8mg/dL，Ｋ：5.4mEq/L，Na：135mEq/L

超音波検査：右下肢に massive 血栓形成を認める
〈化学療法〉weekly TC 療法:パクリタキセル 120mg（80mg/㎡），カルボプラチン 170mg（目
標 AUC2）
問３２ この症例の治療に関する記述で，誤っているものを１つ選べ．
１．卵巣がんの標準的な化学療法は TC 療法である．
２．低アルブミン血症改善のためアルブミン製剤の点滴静注を行う．
３．血清カリウム値が低く，尿量を確保するため１号開始液の投与を考慮する．
４．尿量を確保するため一時的にドパミン塩酸塩を 3μg/kg/min で投与する．
５．深部静脈血栓症の治療にワルファリンカリウムを用いる．

問３３ 次の卵巣がんに対する TC 療法に関する記述について，正しいものを３つ選べ．
１．パクリタキセルとカルボプラチンを併用する際には，パクリタキセルを投与後にカル
ボプラチンを投与する．
２．カルボプラチンの AUC は奏効率，血液毒性（血小板減少）と相関し，AUC7 以上で奏効
率が頭打ちとなる．
３．標準化学療法レジメンで，TC 療法の方が TP（パクリタキセル・シスプラチン）療法に
比べて催吐リスクが高い．
４．卵巣がんに用いられる化学療法レジメンにおける骨髄抑制対策として顆粒球コロニー
刺激因子の予防投与やルーチン使用が推奨される．
５．カルボプラチンの目標 AUC による投与量の算出は，患者個々の糸球体濾過速度（GFR）
が必要であるが，実際には得られた Ccr を GFR の代用として投与量を算出する．
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問３４ 次の薬剤調製に関する記述について，誤っているものを１つ選べ．
１．タキソール®にはポリオキシエチレンヒマシ油が含まれているため，点滴セットなどで
可塑剤として DEHP を含有している器材の使用は避ける．
２．パクリタキセルは，輸液で希釈された薬液の表面張力が低下し，目標に比べて投与速
度が低下するので，滴数を増加させて設定するなどの調整が必要である．
３．カルボプラチンは，イオウを含むアミノ酸輸液中で分解が起こるため，アミノ酸製剤
との配合は避ける．
４．タキサン系抗がん薬はともにアルミニウムと反応して沈殿物を形成し，活性が低下す
るので，アルミニウムを含む医療器具の使用は避ける．
５．ドセタキセルは，添付溶解液にエタノールが添加されているためアルコールに過敏な
患者には注射用水でプレミックス液を調製後，生理食塩液または 5％ブドウ糖液に混和
する．

問３５

次の注射薬の混合調製ならびに投与に関する記述について，正しいものを２つ選
べ．

１．抗悪性腫瘍薬オキサリプラチンは分解を防ぐため，必ず生理食塩液と混合する．
２．シクロスポリン，シクロホスファミド，ミコナゾールの添付文書には，PVC（ポリ塩化
ビニル）製輸液セットの使用を避けるとの記載がある．
３．ドキソルビシン塩酸塩の溶解は 10mg あたり 1mL 以上の生理食塩液で速やかに行う．
４．フェニトインナトリウム注射液は強酸性であり他剤と混合できない．
５．プロポフォール，脂肪乳剤の投与時にはフィルターを使用しない．

問３６

次の後発医薬品に関する記述について，正しいものを２つ選べ．

１．ジェネリック医薬品と呼ばれるのは，「generic」に「遅れて発売された」という意味
があるためである．
２．
新薬の特許期間は出願から 10 年で，
医薬品の場合は最大で 5 年間の延長が認められる．
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３．静脈注射用製剤の生物学的同等性試験は，直接静脈内に投与されることから薬物濃度
推移における製剤自体による差異は生じないという観点から免除されている．
４．後発医薬品の薬価収載は，初めて収載される場合には新薬の薬価に 0.5 を乗じたもの
とされている．
５．厚生労働省の「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム」では，「平成 24 年
度までに後発医薬品のシェア（数量ベース）30％以上」を目標にしている．

問３７

次の医薬品と添付文書の禁忌に記載されたアレルギー原因物質の組み合わせにつ
いて，正しいものを３つ選べ．

（医薬品）

（アレルギー原因物質）

１．リゾチーム塩酸塩

－

牛乳タンパク質

－

ウシまたはブタタンパク質

－

牛乳タンパク質

４．抱水クロラール坐剤

－

ゼラチン

５．静注用脂肪乳剤

－

卵白

２．パンクレアチン
３．エンシュア・リキッド

®

問３８ 次の服薬指導に関する記述について，正しいものを１つ選べ．
１．メナテトレノンが処方された患者に対して，本剤を空腹時に服用するように説明した．
２．アレンドロン酸ナトリウム水和物が処方された患者に対して，本剤は 1 日 1 回食後に
服用するように説明した．
３．クアゼパムが処方された患者に対して，夜食を摂らないように説明した．
４．イコサペント酸エチルが処方された患者に対して，本剤を食間に服用するように説明
した．
５．エゼチミブが処方された患者に対して，本剤は毎食前に服用するように説明した．

問３９ 次のクリニカルパスに関する記述について，正しいものを３つ選べ．
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１．一度作成すると評価を行うため，最低 3 年間は見直しをしないで使用する．
２．作成する場合，薬物治療にエビデンスがあるか否かを検討する．
３．高いレベルのエビデンスが存在しない場合，薬剤師は薬理学や薬物動態学などの専門
知識を活用して作成を支援する．
４．決めごとであり，除外基準や薬剤選択のアルゴリズムを必要としない．
５．治療薬は，医薬品の取り扱いやケアの段階で医療過誤の可能性を考慮して選択する．

問４０ 次の無菌製剤に関する記述について，正しいものを３つ選べ．
１．熱に安定な注射剤は，密封後に高圧蒸気滅菌により無菌化する．
２．熱に不安定な注射剤は，孔径 0.8μm のメンブランフィルターろ過により無菌化する．
３．点眼剤の容器は気密容器である．
４．消毒とは，製剤中のすべての微生物を殺滅または除去することをいう．
５．無菌操作法を行う場合には，クリーンベンチを使用する．

問４１ 次のプロドラッグ，親化合物とその目的の組み合わせについて，正しいものを３
つ選べ．
（プロドラッグ）

（親化合物）

（目的）

１．アセメタシン

－

インドメタシン

－

作用持続

２．アラセプリル

－

カプトプリル

－

吸収性向上

３．レボドパ

－

ドパミン塩酸塩

－

脳への移行性増大

４．アンピロキシカム

－

ピロキシカム

－

副作用軽減

プレドニゾロン

－

水溶化

５．プレドニゾロンコハク酸エステル －

問４２ 次の製造販売後調査に関する記述について，正しいものを２つ選べ．
１．新薬は，GLP に基づいて行われる．
２．小児や高齢者における副作用発現状況は，特定使用成績調査に含まれる．
３．製造販売後臨床試験は GCP の規制下で行われる．
４．観察研究が中心で，介入研究は含まれない．
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５．調査は前向きのプロスペクティブ調査でなければならない．

問４３

次の薬剤師法の規定で義務づけられている処方せんへの記入事項について，正し
いものを３つ選べ．

１．処方せんを持参した者が患者自身でない場合には，その処方せんを持参した者の氏名
および住所．
２．処方せんの内容の疑わしい点を処方医に確かめた場合には，その回答の内容．
３．患者の薬歴作成時に知り得たアレルギー体質などの患者の特記すべき事項．
４．医師の同意を得て処方せんに記載された医薬品を変更して調剤した場合には，その変
更の内容．
５．調剤済みとならなかった場合には，当該医薬品の調剤量．

問４４ 次の感染対策に関する記述について，正しいものを３つ選べ．
１．速乾性擦り込み式消毒薬による手指消毒により，有機物の汚れも除去できる．
２．PPE（個人防護具）には，サージカルマスク，手袋，ガウン，保護メガネなどがある．
３．院内における消毒薬や抗菌薬の使用動向を把握することは，薬剤師の役割である．
４．米国疾病予防管理センター（CDC）は，無菌病室の使用を標準予防策の一つとして挙げ
ている．
５．常に感染症の発生状況を監視することは，感染管理上必要なことである．

問４５ 次の薬学共用試験に関する記述について，正しいものを３つ選べ．
１．参加型実習を行うにあたり，必要最低限の知識，態度と技能を身に付けていることを
社会に担保する必要があるために実施する．
２．薬学共用試験は，厚生労働省のもとに設置された薬学共用試験センターが実施する．
３．薬学共用試験は，
「知識・問題解決能力を評価する客観試験（CBT）
」と「技能・態度を
評価する客観的臨床能力試験（OSCE）」がある．
４．
「知識・問題解決能力を評価する客観試験」は，受験学生に共通の問題を出題する．
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５．
「技能・態度を評価する客観的臨床能力試験」は，各ステーションで別個の領域の臨床
能力を評価するための課題が出される．

問４６～４８ 次のピオグリタゾンに関する英文について，以下の設問に答えよ．
問４６～４７ （

）内に適切な単語を下欄から選んで，該当する数字を１つずつ

選べ．

In July 2011 the CHMP had finalised a review of pioglitazone and the risk of
（ 問46

）cancer. The Committee found that there was a small increased risk of

（ 問46

）cancer. However, because the Committee considered that there are a

limited number of patients who cannot be adequately treated by other treatments,
the Committee concluded that pioglitazone should remain available as a treatment
option, but that prescribers should carefully select patients and monitor their
response to treatment. The latest amendments make it clearer for doctors and
patients that pioglitazone remains a valid treatment option for certain patients
with type 2 diabetes, but only when certain other treatments, such as ( 問47
have not been suitable or have failed to work adequately.
（CHMP：欧州医薬品評価委員会， amendment：修正案）
問 46 欄：１．hepatic

２．lung

３．gastric

問 47 欄：１．insulin

２．nateglinide

４．renal

３．metformin

５．bladder

４．acarbose

５．sitagliptin

問４８ 下線部の prescribers に最も近い意味の単語を１つ選べ．

１．physicians ２．pharmacists ３．nurses ４．patients ５．family
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),

問４９ “Invasion of the body with organisms that have the potential to cause
disease”の意味に該当する日本語を１つ選べ．

１．化学療法
２．薬物相互作用
３．疾患
４．感染
５．副作用

問５０ “The pharmacologic result, either desirable or undesirable, of drugs
interacting with other drugs, with endogenous physiologic chemical
agents, with components of the diet, and with chemicals used in
diagnostic tests or the results of such tests” の意味に該当する日本
語を１つ選べ．
１．化学療法
２．薬物相互作用
３．疾患
４．感染
５．副作用
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