
薬剤学 H試 験問題 (2007年 度)

問題 1,右図は,ラ ット小腸での吸収クリアランス (ka)

とn―octan01/wtter分配係数 (D)と の関係を調べたもので

ある。pH分 配仮説に従う受動輸送で吸収される薬物群

(○)に 比べて低吸収性を示す栗物がみられるが,こ れは

輸送担体Aの 関与によるものであり,薬 物Aの 共存によ

り吸収が上昇する (□→直).以 下の設問に答えなさい。

(1)輸送担体Aに 該当するものを1つ選びなさい。
lP―gp   2 PcpT1    3 SGETl
4 0ATPlB1   5 BSEP

(2)低吸収性を示す薬物に該当するものを1つ選びなさい。

1セ ファレキシン  2リ チウム  3ア セ トアミド

4ス ルファメ トキサゾール  5ジ ゴキシン

(3)薬物 Aに 該当する薬物を1つ選びなさい.

1フ ロセミド 2プ ロベネシド  3シ クロスポリン  4メ トト

(4)低吸収性を示す薬物の濃度と吸収速度との関係の特徴を右図から1

つ選びなさい.

(5)輸送担体Aの 輸送様式として適するものを1つ選びなさい.

1促 進拡散  21次 性能動輸送  32次 性能動輸送 (共輸送)

42次 性能動輸送 (逆輸送) 5受 容体介在性エンドサイ トーシス

(6)促進拡散について,能動輸送との違いがわかるように説明しなさい`

レキサー ト 5レ ボ ドパ

問題 2.pH分配仮説に従 う受動輸送による腸管吸収に関して,以 下の設間に答えなさい,

(1)薬 物 Aは pKa 7の酸性薬物,薬 物 Bは pKa 6,5の塩基性薬物で,両 薬物の非イオン型の膜透過性は

同等である。腸管内 (及び膜表面)の pHは 6と する.同 用量で両薬物を投与したとき,吸 収速度

の大きい薬物 (Aま たは B)を 答えなさい.

(2)腸 管内 pHが 上昇したとき,薬 物 Aの 吸収速度はどのように変化するか (上昇または低下)を 答え

なさい.

問題 3.下記の薬物の経日投与時のバイオアベイラビリティに関し,適する記述を 1‐4か ら選びなさい。

(1)バ ンコマイシン    (2)ニ トログリセ リン     (3)ス キサメ トニウム

(4)グ ジセオフルビン   (5)セ ファドロキシル

1肝 臓で初回通過代謝を受けるためにバイオアベイラビリティが低い.

2水 溶性が低く腸管内で溶解 し難いため,吸 収が不完全でバイオアベイラビジティが低い。

3水 溶性が高く腸管膜の透過性が低いため,吸 収が不完全でバイオアベイラどリティが低い、

4バ イオアベイラビリティは高く,吸 収性に問題はない。

問題 4.準安定形の結晶多形の利用で腸管吸収が向上する薬物がある。

(1)こ れに該当する薬物を 1つ選びなさい。

1グ リセオフルビン  2ア ンピシリン  3ニ フェジピン  4ベ ンジルペニシリン

5パ ルミチン酸クロラムフェニヨール

(2)準 安定形の利用で腸管吸収が向上する理由を説明しなさい.

問題 5.全身作用を目的として舌下投与される薬物がある.

(1)こ れに該当する薬物を 1つ選びなさい.

1ト リアムシロノンアセ トニ ド  2硝 酸イノソルビド  3酢 酸デスモプレシン

4バ カンシリピン  5メ トトレキサー ト

(2)経 日投与と比べた場合の,舌 下投与の利点を2つ 挙げなさい。
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問題 6.血漿タンパク結合に関する以下の設問に答えなさい。

(1),学万多S)q夢争うンず多す幹背rイ
トサ学ルチマ切々う7岳良安手ブ官Fい

・
3ア ルブミン (ジギ トキシンサイ ト) 4 α l‐酸性糖タンパク質  5リ ポタンパク質

(2)タ ンパク結合置換による トルブタミドの薬効増強 (相互作用)を 起こす薬物を 1つ選びなさい.

1セ ファブリン  2イ ミプラミン  3イ ブプロフェン

4フ ェエルブタゾン  5リ チウム

問題 7.薬物代謝に関する以下の設間に答えなさい。

(1)主 にCYP3A4に よって代謝される薬物を1つ 選びなさい.

1テ オフィリン  2オ メプラブール  3ニ フェジピン

4 トルブタミド  5プ ロプラノロール

(2)CYP3A4の 阻害薬を 1つ選びなさい。

1フ ェニ トイン  2リ ファンピシン  3フ ァモチジン

4カ フェイン  5エ リスロマイシン

(3)前 間の阻害薬の阻害メカニズムとして適するものを 1つ選びなさい.

1競 合阻害

2ヘ ム鉄への配位による非競合阻害

3ヘ ム鉄への配位による不競合阻害

4共 有結合型の不活性複合体形成

問題 8.プ ロベネシドとの併用により腎排泄が阻害される栗物がある.

(1)こ れに該当する薬物を 1つ 選びなさい.

1ジ ゴキシン  2フ ロセ ミド  3プ ロカインアミド  4シ メチジン  5コ レスチラミン

(2)プ ロベネシ ドによる腎排泄阻害のメカニズムを説明しなさい。

問題 9.以 下の各組について,3つ の記述から正しいものを 1つ 選びなさい.

(1)1腸 管膜表面には弱アルカリ性のmttrodimtte pHが維持されている。

2 MRP2は ,ジ ペプチ ド類似構造を持つ経日β‐ラクタム系抗生物質等の腸管吸収に働 く輸送担体で

ある,

3グ リセオフルビンの腸管吸収は,高 精肪食と共に服用することにより向上する.

(2)l CYPlA2に は遺伝子多型があり, 日本人の約 200/0はpoor metabollzerに属する.

2イ ソニアジ ドをアセチル化抱合代謝するNAT2に は遺伝子多型があるが, 日本人では,白 人に比
べてpoor metabollzerの割合が低い.

3血 液凝固阻止栗であるワルファリンの初回通過代謝はグレープフルーツジュース成分により阻

害され,薬 効増強による内出血等を生じるため,注 意を要する.

(3)1高 齢者では,体 重当たりの体液量が低下するため,ジ アゼパムの分布容積 (単位体重当たり)が

低下する。

2小 児では,成 人に比べて,一 般に肝代謝能 (単位体重当たり)が 大きいため,肝 代謝型の薬の用

量 (単位体重当たり)を 大きくする必要がある。

3 Augsbetter式は簡便な小児薬用量の計算式として汎用される。

(4)1水 酸化アル ミニウムを含む制酸剤は,不 溶性キレー トの形成によリニューキノロン類の吸収阻害

を引き起こす.

2メ トクロプラミドは,消 化管運動の抑制により薬物の腸管吸収速度の低下を引き起こす.

3ハ ープの一種であるセン トジョーンズワー トは,腸 管での P―gp阻 害によりP‐gp基 質薬物の吸収

上昇を引き起こすので,注 意を要する。

(5)1尿 pHの 低下は,一 般に塩基性薬物の腎排泄の低下を引き起こす.

2胆 汁中排泄の分子量閾値 (分子量 500を超えるものが排泄され易い)は ,分 子量のやや大きくな

った抱合代謝産物等が胆管側の能動輸送担体の基質として排泄され易いことによる現象である。

3プ ロプラノロールは腎排泄型の薬物であるため,腎 疾患等による腎機能低下時には用量を減らす

必要がある.


