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コアカリ重点ポイント集〔改訂第 6 版〕vol.2‐1 

この度は，「コアカリ重点ポイント集〔改訂第 6版〕vol.2」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 コアカリ重点ポイント集〔改訂第 6版〕 vol.2 

補足及び訂正一覧表 

 

 訂正前 訂正後 

P7 D. 細胞内受容体

（核内受容体） 
（差替え） 

 

 

 

 

 

 

 

P115 問 76 1行目 ……チャネルのα2δサブユニット…… ……チャネルのα2δサブユニット…… 

P154 問 84 尋常性感染の治療には…… 尋常性乾癬の治療には…… 

P161 下から 7行目 ・ジキタリス製剤 ： 上室性不整脈に…… ・ジギタリス製剤 ： 上室性不整脈に…… 

P164 C. 4行目 ・ジキタリス中毒による…… ・ジギタリス中毒による…… 

P172交感神経抑制薬 アドレナリンα2受容体刺激薬 アドレナリンα2受容体刺激薬 

P195 病態と診断基準 

2行目 

低タンパク血症（低アルブミン血症）：血清総タンパ

ク 6.0g/dL 以下、血清アルブミン 3.0g/dL 以下 

低アルブミン血症：血清アルブミン 3.0g/dL 以

下 

P208 問 3 ジソピラミド塩酸塩の副作用として…… ジソピラミドの副作用として…… 

P214 問 161  P282 問 83の下へ移動 

P214 問 162  P281 問 62の下へ移動 

P214 問 164  P396 問 299の下へ移動 

P214 問 165～167  P396 問 281の下へ移動 

P214 問 170～172  P396 問 286の下へ移動 

P219 表 β2 受容体

刺激薬 2行目 

ロブテロール ツロブテロール 

P231 表 

HCV抗ウイルス薬 

テラプレビル 販売中止のため削除 

P231 表 

HCV抗ウイルス薬 

特徴 1行目 

リバビリンは単独投与では無効なため、血中ウ

イルス量によりインターフェロン製剤と併用で用

いる 

リバビリンは単独投与では無効である 
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P231 表 

HCV抗ウイルス薬 

特徴 4行目 

インターフェロン製剤＋リバビリン…… シメプレビルはインターフェロン製剤及びリバビ

リンと併用で用いられる 

P231 表 

HCV抗ウイルス薬 

特徴 7行目 

ソホスブビルはレジパスビルと併用でジェノタイ

プⅠ型に有効 

ソホスブビルはレジパスビルと併用でジェノタイ

プⅠ又はⅡ型に有効 

P322 表 病態と治療 

緑膿菌 特徴 

院内感染患者の 95％から分離される 院内感染患者の多くから分離される 

P426 表 気血水 気 

3行目 

気帯…… 気滞…… 

P429 問 26  削除 

P430 問 43 芍薬甘草湯は副作用として間質性肺炎が報告

されている。 

小柴胡湯は副作用として間質性肺炎が報告さ

れている。 

P444 問 40 解答 誤 正 

P451 問 76 １行目 ……チャネルのα2δサブユニット…… ……チャネルのα2δサブユニット…… 

P451 問 76 2行目 ……遊離を促進するため…… ……遊離を抑制するため…… 

P502 問 246 解答 誤 正 

P509 問 18 解答 正 誤 

P509 問 26 解答・解

説 

 削除 

P509 問 28 解答 正 誤 

P510 問 43 解答・解

説 

誤 小柴胡湯などの説明である。 正 小柴胡湯の投与時には間質性肺炎に注意

が必要である。 

P510 問 44 解答 誤 正 

P614 表 左列 5行目 ATPの利用 エネルギーの利用 

P646 表 右列 1行目 

例 

UDP-グルクロニルトランスフェラーゼ UDP-グルクロノシルトランスフェラーゼ 

P647 表 CYP3A4  

2行目 

……リドカイン（N-脱メチル化）…… ……リドカイン（N-脱アルキル化）…… 

P648表 下から 1行目 選択的移行性の増強 選択的作用の発現 

P687 C. 表 2行目 ……0.8～2.0ng/mL ……0.5～1.5ng/mL 

Ｐ720 表 下から 1 行

目 左から 2列目 

・赤血球 

・粉体 

・赤血球浮遊液 
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Ｐ720 表 下から 1 行

目 左から 3列目 

・水酸化鉄コロイド 

・ヨウ化鉄コロイド 

・水酸化鉄コロイド溶液 

・ヨウ化鉄コロイド溶液 

P809 問 98 ……ジゴキシンは結合サイトⅡに結合するた

め、…… 

……ジゴキシンは結合サイトⅢに結合するた

め、…… 

P811 問 147 解答・

解説 

誤 糸球体ろ過は……高いために起こる。 正 記述のとおり。 

P821問 71 解説 ……分散媒の粘性を増加させると、分散粒子

の沈降速度は大きくなる。 

……分散粒子の沈降速度は、粒子径が大きい

ほど大きくなる。 

P821問 72 解説 ……分散粒子の沈降速度は、粒子径が大きい

ほど小さくなる。 

……分散媒の粘性を増加させると、分散粒子

の沈降速度は小さくなる。 

P826 問 33 解答・解

説 

正 ブセレリン……目的としている。 誤 口腔内でモルヒネを徐々に放出し、食道上

部の疼痛緩和に用いられるのではなく、消化管

内でモルヒネを徐々に放出し、全身性の疼痛

緩和に用いられる。 

P826 問 34 解説 口腔内で……用いられる。 デパケン®R 錠は、マトリックス型の放出制御製

剤である。 

 

下表は、平成 29年 12月の第十七改正日本薬局方 第一追補に伴う追補となります。 

 訂正前 訂正後 

P736 表 経口投与す

る製剤 経口ゼリー剤

の下に行を追加 

--- 
 

経口フィルム剤 経口フィルム剤は、経口投与

するフィルム状の製剤である 

 口腔内崩壊

フィルム剤 

口腔内崩壊フィルム剤は、口

腔内で速やかに溶解又は崩

壊させて服用する経口フィル

ム剤である 

P744  

6行目に追加 

--- ■1.2.8 経口フィルム剤 

経口フィルム剤は、経口投与するフィルム状の製剤である。 

 

A. 経口フィルム剤に適合する一般試験法 

・別に規定するもののほか、製剤均一性試験法に適合する 

・別に規定するもののほか、溶出試験法に適合する。又は適切

な崩壊性を有する 

 

■1.2.9 口腔内崩壊フィルム剤 

口腔内崩壊フィルム剤は、口腔内で速やかに溶解又は崩壊さ

せて服用する経口フィルム剤であり、適切な崩壊性を有する。 
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P747 表の下3行目に

追加 

--- ｃ．吸入剤に適合する一般試験法 

・定量吸入式の製剤は、別に規定するもののほか、吸入剤の送

達量均一性試験法に適合する 

・別に規定するもののほか、吸入剤の空気力学的粒度測定法に

適合する 

P751 下から 10 行目

に追加 

--- ｄ．放出性 

・本剤は、適切な放出性を有する 

・油脂性基剤を用いたものは、有効成分の放出性の評価に代え

て溶融性の評価によることができる 

・溶融性は、別に規定するもののほか、融点測定法第 2法により

測定するとき、適切な融解温度を示す 

P756 12行目  ・乳化又は……のみ行う） ・分包品のうち、経皮吸収型製剤は、別に規定するもののほか、

製剤均一性試験法に適合する 

P779 表一番下に行

を追加 

--- 
 

吸入剤 吸入剤の送達量均一性試験法、吸

入剤の空気力学的粒度試験法 

P780 2.4.2 表 目的 

3行目 

……ゲルからなる外用の…… ……ゲルからなる局所…… 

P782  2.4.9  表一番

下に行を追加 

--- 
 

吸入剤の送達量均

一性試験法 

吸入剤（吸入エアゾール

剤や吸入粉末剤）から噴

霧、放出される薬物量の

均一性を定量的に評価す

る 

吸入剤の空気力学

的粒度試験法 

吸入剤から生成するエア

ゾールの微粒子特性を評

価する 

 

下表は、2019年 4月の高血圧治療ガイドライン 2019（日本高血圧学会）発刊に伴う訂正となります。 

P208 問 53  削除 

P469 問 53  削除 

 

下表は、2019年 6月の第十七改正日本薬局方第二追補告示に伴う補足となります。 

 訂正前 訂正後 

P737 表 注射によ

り投与する製剤 注

射剤 持続性注射

剤の下に追加 

― 後述 
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P754 D a 

下から 1行目 

……注射剤の不溶性微粒子試験法に適合する ……注射剤の不溶性微粒子試験法又はタンパ

ク質医薬品注射剤の不溶性微粒子試験法に適

合する 

P755 1.5 皮膚に

適用する製剤の上

に追加 

― d．リポソーム注射剤 

 リポソーム注射剤は、有効成分の生体内安

定性向上や標的部位への送達、放出制御など

を目的として、静脈内などに適用する注射剤

である。通例、両親媒性脂質などを用い、脂

質二分子膜からなる閉鎖微小胞が分散した水

性注射剤又は凍結乾燥注射剤とする。 

P779  表  注射剤

及び添付された溶

解液 

……注射剤の不溶性微粒子試験法、鉱油試験

法（非水性溶剤） 

……注射剤の不溶性微粒子試験法、タンパク質

医薬品注射剤の不溶性微粒子試験法（有効成

分がペプチドやタンパク質などの場合）、鉱油試

験法（非水性溶剤） 

P782  MEMO  追

加 

― ▷タンパク質医薬品注射剤の不溶性微粒子試験

法は、注射剤の不溶性微粒子試験法の第 1 法

光遮蔽粒子計数法を用いて行う。 

P782 2.4.10 品質

管理への適用（軟

膏剤の試験）  図 

2.4.10 品質管理への適用（軟膏剤の試験） 

 

2.4.10 半固形製剤の流動学的測定法（軟膏剤・

クリーム剤など） 

 

※本書記載の参照頁“→「第○章 ○.○.○ ……」p.○参照”は、該当の内容が記載されている○.○.○が始まる頁を示してお

ります。 

 

 

＜P737 表 注射により投与する製剤 注射剤 持続性注射剤の下に追加＞ 

 

（注射剤） リポソーム注射剤 有効成分の生体内安定性向上や標的部位への送達、放出制御などを目的として、

静脈内などに適用する注射剤である 


