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この度は，「第 98 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 98 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 

P40 問 60 解説 3 

差し替え 

 妊娠時には肝臓におけるアルブミン合成

は亢進しないが、循環血液量が増大する

ため血清アルブミン値は低値を示す。 

P67 問 94 解説 4 

差し替え 

 互いに混ざり合わない 2 液相（水相、有

機溶媒相）に溶質が溶解して、分配平衡

が成立している系において、それぞれの

液相に存在する溶質の標準化学ポテン

シャルの差Δμ0 と分配係数 K の関係は

以下のように表される。 

Δμ0＝－RT lnK 

ただし、R は気体定数、T は絶対温度と

する。 

それぞれの液相における溶質の標準化

学ポテンシャルが T によらず一定のとき、

その差であるΔμ0 も一定となるため、 

－Δμ0/R（一定）＝T lnK が成立する。 

したがって、lnK ＞0（K ＞1）のとき、T を

上昇させると K は低下し、lnK ＜0（K ＜

1）のとき、T を上昇させると K は上昇する

（Kの値により、Tを上昇させるとKは低下

も上昇もする）。 

P140 問題 136 解説 3 ……60 分間の還流による加熱操作…… ……60 分間の加熱操作…… 

P202 問題 181 4 乾燥水酸化アルミニウルゲル細粒 4 乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒 

P204 問題 182 

選択肢 1 

……（CK）の総括性は、…… ……（CK）の総活性は、…… 
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P279 問題 230 解説 2 

差し替え 

 新生児マススクリーニングの新しい検査

方法としてタンデムマス法が導入され、現

在は19種類の先天性代謝異常症を検査

している。対象疾患は、①アミノ酸代謝異

常症（フェニルケトン尿症、メープルシロ

ップ尿症、ホモシスチン尿症など 5 疾

患）、②有機酸代謝異常症（7 疾患）、③

脂肪酸代謝異常症（4 疾患）、④糖の代

謝異常症（ガラクトース血症）、⑤内分泌

疾患（先天性副腎過形成症、クレチン症）

である。このうち、④及び⑤はタンデムマ

ス法での測定ができないため、ELISA 法

など従来法での測定を行っている。 

P369 問題 288 解説 1 ……、マウスピースを加えて…… ……、マウスピースをくわえて…… 

P424 問題 323 解説 1 ……医薬品の採用・管理・使用などを薬

局ごとに…… 

……医薬品の採用・管理・使用などを医

療機関、薬局ごとに…… 

 

下表は、日本私立薬科大学協会の「第 98 回薬剤師国家試験問題の検討結果について」に伴う補足となります。 

 訂正前 訂正後 

P232 問題 202-203 メジコンシロップ メジコン配合シロップ 

Ｐ237 問題 205 問題 1 つ選べ 2 つ選べ 

Ｐ238 問題 205 解答 4 3、4 

Ｐ238 問題 205 解説 3 正 誤 

Ｐ238 問題 205 解説 3 

 

 
（ガドテル酸）      （メグルミン） 

ガドテル酸メグルミンでは、ガドテル酸の

Gd3+に DOTA（1,4,7,10-テトラアザシクロ

ドデカン四酢酸）が配位しており、メグル

ミンが配位しているのではない。 

P269 問題 224-225 血清クレアチニン値 1.8 mg/mＬ 血清クレアチニン値 1.8 mg/dＬ 

P316 問題 254-255 非 ST 上昇心筋症 非 ST 上昇心筋梗塞 

P329 問題 262-263 200 mg/バイアル 200 mg/アンプル 

P371 問題 290-291 レボドパ250 mg・カルビドパ水和物25 mg

配合錠 

レボドパ 250 mg・カルビドパ水和物27 mg 

配合錠 
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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 

P403 問題 310 

解説 2 

……、疑義照会等の回答内容、薬剤師

の記名押印又は署名等を記入する。 

……、疑義照会等の回答内容等を記入

する。 

 

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 

P47 問題 71 問題 薬事法で薬局の…… 医薬品医療機器等法で薬局の…… 

P47 問題 71 解説 （薬事法第 8 条及び同法施行規則第 13

条） 

（医薬品医療機器等法第 8 条及び同法

施行規則第 13 条） 

P47 問題 72 解説 製造販売業の許可要件は、①医薬品、

医薬部外品、化粧品及び医療機器の品

質管理の基準……、②医薬品、医薬部

外品、化粧品及び医療機器の製造販売

後安全管理の基準……である。（薬事法

第 12 条の 2） 

医薬品（体外診断用医薬品を除く。）の製

造販売業の許可要件は、①医薬品等の

品質管理の基準……、②医薬品等の製

造販売後安全管理の基準……である。

（医薬品医療機器等法第 12 条の 2） 

P52 問題 78 解説 5 ……。許可医薬品とは、薬事法に規定す

る医薬品であって…… 

……。許可医薬品とは、医薬品医療機器

等法に規定する医薬品（体外診断用医

薬品を除く。）であって…… 

P57 問題 84 問題 ……、薬事法により…… ……、医薬品医療機器等法により…… 

P146 問題 141 解説 1 

差し替え 

 医薬品の製造業の許可に、第一種や第

二種などの分類はない。第一種や第二

種等で許可を分類しているのは、医薬品

及び医療機器の製造販売業の許可であ

る。医薬品製造業の許可の区分は、「放

射性医薬品」、「無菌医薬品」等に分類さ

れている。「処方せん医薬品のみ」と対応

する許可区分は存在しない。 

P147 問題 142 問題 消費者への販売に当たり、薬事法に基

づく…… 

消費者への販売に当たり、医薬品医療

機器等法に基づく…… 

P149 問題 143 解説 2 （薬事法第 44 条） （医薬品医療機器等法第 44 条） 

P151 問題 144 解説 4 薬剤師は、販売又は……当たっている者

に対し、調剤した薬剤の適正な使用のた

めに必要な情報を提供しなければならな

い。（同法第 25 条の 2） 

薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用

のため、販売又は……当たっている者に

対し、必要な情報を提供し、及び必要な

薬学的知見に基づく指導を行わなけれ

ばならない。（同法第 25 条の 2） 

P151 問題 144 解説 5 ……また特別な事情がある場合も…… ……また災害等の特別な事情がある場

合も…… 
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P155 問題 147 解説 ……副作用とは、許可医薬品が適正な

使用目的に従い……その許可医薬品に

より人に発現する有害な反応をいう。許

可医薬品とは、薬事法に規定される医薬

品であって、薬事法に基づく製造販売業

の許可を受けて製造販売された医薬品

（製造販売の承認が必要な場合には、承

認を受けたもの）をいう。 

……副作用とは、許可医薬品等が適正な

使用目的に従い……その許可医薬品等に

より人に発現する有害な反応をいう。許可

医薬品とは、医薬品医療機器等法に規定

する医薬品（体外診断用医薬品を除く）で

あって、医薬品の製造販売業の許可を受け

て製造販売をされたもの（製造販売の承認

が必要な医薬品については、承認を受け

て製造販売されたものに限る。）をいう。 

P157 問題 149 解説 1 ……既承認の医薬品及び医療機器につ

いて……である。（薬事法第 14 条の 6） 

……既承認の医薬品及び再生医療等製

品について……である。（医薬品医療機

器等法第 14 条の 6、第 23 条の 31） 

P157 問題149 CHECK 

対象 

新医薬品 

新医療機器 等 

承認を受けた 

医薬品 ・ 医療機器 
 

新医薬品 等 

承認を受けた 

医薬品 
 

P383 問題297 CHECK 

医療用医薬品添付文書 

薬事法第 52 条で…… 医薬品医療機器等法第 52 条で…… 

P401 問題 309 解説 1 （薬事法施行規則第 210 条第 5 号） （医薬品医療機器等法施行規則第 210

条第 6 号） 

P401 問題 309 解説 2 （同法施行規則第 218 条の 2 第 1 項第 2

号） 

（同法施行規則第 218 条の 4 第 1 項第 2

号） 

P401 問題 309 解説 3 ……販売することができる。(同法第36条

の 5)  登録販売者……者である。 (薬

事法第 36 条の 4) 

……販売することができる。(同法第36 条

の 9)  登録販売者……者である。 (医

薬品医療機器等法第 36 条の 8 第 2 項) 

P401 問題 309 解説 4 （同法施行規則第 210 条第 5 号） （同法施行規則第 1 条第 3 項第 5 号） 

P405 問題311 CHECK 

表 差し替え 

 後出 

P422 問題 322 解説 1 （医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療

機器の品質管理の基準に関する省令第

6 条） 

（医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生

医療等製品の品質管理の基準に関する

省令第 6 条） 

P445 問題338 選択肢2 ……、薬事法で規定された…… ……、医薬品医療機器等法で規定され

た…… 

P446 問題 338 解説 2 ……、薬事法第 52 条の…… ……、医薬品医療機器等法第 52 条の…

… 

P451 問題 343 解説 2 ……書面を用いた…… ……書面又は電磁的記録を用いた…… 
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下表は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページのリニューアル（2015 年 3 月）に伴う追補となりま

す。 

 訂正前 訂正後 

P380 問題 295 解説 5 

追加 

 ※平成27年3月に、「医薬品医療機器情

報提供ホームページ」は「独立行政法人

医薬品医療機器総合機構ホームペー

ジ」に統合された。 

 

下表は、添付文書改訂に伴う追補となります。 

 訂正前 訂正後 

P56 問題 82 

選択肢 3 

 削除 

※出題当時、シタグリプチンリン酸塩水

和物は重度の腎障害患者に禁忌であっ

たが、その後の添付文書の改訂により、

禁忌から慎重投与に変更された。 

 

＜P405 問題 311 CHECK 差し替え＞ 

<調剤基本料> 

調剤基本料2又は3以外 41点 調剤基本料1 

妥結率50％以下（調剤基本料4） 31点 

受付回数4,000回超/月、かつ集中度70％超 

受付回数2,000回超/月、かつ集中度90％超 

特定の保険医療機関に係る受付回数4,000回超/月 

25点 調剤基本料2 

妥結率50％以下（調剤基本料5） 19点 

調剤基本料3 同一グループ内の受付回数40,000回超/月、かつ集中度95％超又は特定

の保険医療機関と不動産賃貸借関係あり、かつ妥結率50％超 

20点 

特別調剤基本料 調剤基本料1～5のいずれかに該当することを地方厚生局長等に届け出て

いない保険薬局 

15点 

長期投薬の分割調剤を行った場合の2回目以降 5点 調剤基本料 

（分割調剤） 初めて後発医薬品服用時に分割調剤を行った場合（2回目に限る） 5点 

後発医薬品 

調剤体制加算1 

調剤した後発医薬品の割合が65％以上（直近3ヶ月）等の条件を満たすこと

を地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、調剤基本料に加算 

18点 

後発医薬品 

調剤体制加算2 

調剤した後発医薬品の割合が75％以上（直近3ヶ月）等の条件を満たすこと

を地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、調剤基本料に加算 

22点 

 

 


