
http://www.yakuzemi.ac.jp 
97－1 

この度は、「第 97 回 薬剤師国家試験 既出問題集」をご購入いただき、誠に有難うございます。 

本書について、以下のとおり補足及び訂正させていただきます。 

ご迷惑をお掛け致しまして申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

薬学ゼミナール編集 第 97 回 薬剤師国家試験 既出問題集 補足及び訂正一覧表 

 訂正前 訂正後 

P92 問題 107 解説 1 ……ジエノフィルであるマレイン酸ジメチ

ルの…… 

……ジエノフィルである無水マレイン酸の

…… 

P221 問題 200 

解説 2  

ラタノプロスト点眼液の……気管支ぜん息

の患者には慎重投与となる。 

カルテオロール塩酸塩点眼液の……気管

支ぜん息の患者には禁忌となる。 

P222 問題 201  

6 行目 

……、log10
2＝0.30、log10

3＝0.48…… ……、log102＝0.30、log103＝0.48…… 

P383 問題 302 解説 

差し替え 

 シクロスポリンカプセルは、ピタバスタチン

カルシウム錠と併用禁忌、ニフェジピン徐

放錠と併用注意である。添付文書上では、

相互作用により併用禁忌である薬剤に関

する情報は、「禁忌」の項に記載されてい

る。また、薬物動態学的相互作用に関して

は、薬物の吸収、分布、代謝、排泄が他の

薬物の影響を受ける場合には、「薬物動

態」の項に記載されているものもある。 

本問題では、シクロスポリンがピタバスタチ

ンの肝臓への取り込みに関与する有機ア

ニオントランスポーターである OATP2 を阻

害することなどにより、ピタバスタチンの血

漿中濃度が上昇するため、併用禁忌とな

っている。 

また、シクロスポリンカプセル、ニフェジピ

ン徐放錠ともに副作用として歯肉肥厚が

報告されており、両剤を併用することで歯

肉肥厚の副作用があらわれやすくなるた

め、併用注意となっている。 

P384 問題 303 解説 

差し替え 

 シクロスポリンカプセルとピタバスタチンカ

ルシウム錠は、併用禁忌である。しかし、ピ

タバスタチンカルシウム錠が処方されたの

は 2 ヶ月前であり、現在も継続して服用し

ているかは不明である。そのため、2 ヶ月

前に処方された薬剤を現在患者が服用し

ているかを確認することが重要である。 
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下記は 2014 年 4 月、日本高血圧学会高血圧治療ガイドラインが改訂されたことによる追補となります。 

 訂正前 訂正後 

P375 問題 298  

解説 5 

……降圧目標は 130/80 mmHg 未満である。 ……降圧目標は尿タンパク陽性の場合は

130/80 mmHg 未満、尿タンパク陰性の場

合は 140/90 mmHg 未満である。 

P375 問題 298 

CHECK 差替え 

 後述 

 

＜P375 問題 298 CHECK 差替え＞ 

〈臓器障害合併例においての降圧目標（JSH2014 より）〉 

 診察室血圧 家庭血圧 

若年、中年、前期高齢者患者 140/90 mmHg 未満 135/85 mmHg 未満 

後期高齢者患者 
150/90 mmHg 未満 

（忍容性があれば 140/90 mmHg 未満）

145/85 mmHg 未満（目安） 

（忍容性があれば 135/85 mmHg 未満） 

糖尿病患者 130/80 mmHg 未満 125/75 mmHg 未満 

CKD 患者（タンパク尿陽性） 130/80 mmHg 未満 125/75 mmHg 未満（目安） 

脳血管障害患者、冠動脈疾患患者 140/90 mmHg 未満 135/85 mmHg 未満（目安） 

 

下表は、改正薬事法（2013 年 12 月公布）の 2014 年 6 月施行に伴う追補となります。 

 訂正前 訂正後 

P390 問題 306 

解説 2 

……。薬局医薬品は薬剤師の対面販売が

義務づけられている。（同法施行規則第 15

条の 5） 

……。薬局医薬品は薬剤師による販売が

義務づけられている。 

P390 問題 306 

解説 3 

（同法施行規則第 15 条の 8） 削除 

P410 問題 320 

解説 2 

……説明不要である旨の意思表示がある

場合を除き、…… 

……説明不要である旨の意思表示があり、

第一類医薬品が適正に使用されると認めら

れる場合を除き、…… 

 

下表は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（2013 年 11 月公布）の 2014 年

11 月施行に伴う追補となります。以下、「医薬品医療機器等法」と記載します。 

 訂正前 訂正後 

P50 問題 72 解説 1 （薬事法第 7 条） （医薬品医療機器等法第 7 条） 

P54 問題 78 解説 ……訪問薬剤管理指導、一般用医薬品

の販売や…… 

……訪問薬剤管理指導、一般用医薬品

及び要指導医薬品の販売や…… 

P60 問題 86 解説 ……規定されている。 ……規定されている。平成 26 年より、報

告窓口は独立行政法人医薬品医療機器

総合機構（PMDA）に変更になった。 

P64 問題 90 選択肢 4 ……書面を用いずに…… ……書面等を用いずに…… 
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P64 問題 90 解説 4 ……記載した書面を用いて…… ……記載した書面等を用いて…… 

P144 問題 141 問題 医薬品の製造販売業…… 医薬品（体外診断用医薬品を除く。）の製

造販売業…… 

P145 問題 141 解説 1 医薬品を製造する場合は、……ならな

い。（薬事法第 13 条）…… 

医薬品（体外診断用医薬品を除く。）を製

造する場合は、……ならない。（医薬品

医療機器等法第 13 条）…… 

P145 問題 141 解説 3 製造業の許可は、…… 医薬品製造業の許可は、…… 

P145 問題 141 解説 4 ……場合には、製造販売業の許可が必

要である。…… 

……場合には、医薬品製造販売業の許

可が必要である。…… 

P145 問題 141 CHECK 

店舗販売業者 

一般用医薬品 一般用医薬品、要指導医薬品 

P146 問題 142 解説 3 ……診療所には、原則として…… ……診療所は、厚生労働省令で定める

基準に従い、都道府県の条例で定めると

ころにより、原則として…… 

P149 問題145 選択肢1 医薬品を適正に…… 許可医薬品等を適正に…… 

P149 問題145 選択肢5 ……などの生物由来製品を介した…… ……などの許可生物由来製品等を介し

た…… 

P149 問題 145 解説 1 ……、許可医薬品が適正な……、その

許可医薬品により…… 

……、許可医薬品等が適正な……、そ

の許可医薬品等により…… 

P149 問題 145 解説 2 医薬品による副作用救済給付の種類に

は…… 

副作用救済給付の種類には…… 

P149 問題 145 解説 3 ……財源は、許可医薬品製造販売業者

からの…… 

……財源は、許可医薬品等製造販売業

者からの…… 

P149 問題 145 解説 5 生物由来製品を介した…… 許可生物由来製品を介した…… 

P152 問題 148 解説 3 ……後発医薬品の数量割合に応じて…… ……後発医薬品の数量割合（置換え率）

等に応じて…… 

P342 問題 278 CHECK 

具体的な条件 

 

I ……薬事法で承認された…… 

II ……薬事法で承認された…… 
 

I
……医薬品医療機器等法で承認さ

れた…… 

II
……医薬品医療機器等法で承認さ

れた…… 
 

P390 問題 306 解説 1 （薬事法施行規則第 92 条の 3） （医薬品医療機器等法施行規則第 92 条

の 3） 

P390 問題 306 解説 4 ……その製造方法等が薬局製剤業務指

針に定められており、……ならない。（薬

局製剤業務指針） 

……その製造方法等が薬局製剤指針に

定められており、……ならない。 

P390 問題 306 CHECK  

定義 

……薬局において直接利用者に…… ……薬局において利用者に…… 
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P393 問題 309 CHECK ⑧厚生労働大臣の…… ⑧要指導医薬品 ： 原則黒枠黒字で「要

指導医薬品」 

⑨厚生労働大臣の…… 

P410 問題 320 CHECK 

第 1 類医薬品 

原則、薬剤師が書面により…… 原則、薬剤師が書面等により…… 

P411 問題 321 CHECK 一般用医薬品の販売には、その分類に

応じて情報提供等が必要である。 

削除 

P413 問題 323 問題 薬事法に基づく…… 医薬品医療機器等法に基づく…… 

 

下表は、日本薬局方の第十六改正第一追補（平成 24 年 9 月 27 日告示）及び第十七改正（平成 28 年 4 月 1 日よ

り適用）に伴う追補となります。 

 訂正前 訂正後 

P2 問題 4 移動速度 泳動速度 

P77 問題 99 解説 4 量子収率φ 

数吸収した励起光量子の

）（又はりん光量子の数発光した蛍光量子の数
＝  

量子収率φ 

吸収した光量子の数

ん光量子の数）蛍光量子の数（又はり
＝  

P99 問題 110 解説 5 ……ヒメハギ科植物の根を薬用部位とし…

… 

……ヒメハギ科植物を基原とし…… 

P191 問題 177 解説 2 

差し替え 

 非水性溶剤として、油性注射剤の溶剤に

は、通例、植物油を用いる。また、親水性

注射剤の溶剤には、通例、エタノールなど

水に混和する有機溶剤を用いることもでき

る。 

 

   
     


