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この度は，「第 99 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 99 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 

P6 問題 7 解説 5 

  

P123 問題 132 解説 ……。シモン反応は芳香族第二級…… ……。シモン反応は脂肪族第二級…… 

P157 問題156 CHECK 欠伸発作 欠神発作 

P159 問題 158 解説 2 

3 行目 

……、フロセミドを代表とするルーブ利尿

薬と比較して…… 

……、フロセミドを代表とするループ利尿

薬と比較して…… 

P199 問題185 CHECK 

脂質異常症治療薬 

ロバスタチン…… ロスバスタチン…… 

P207 問題192 CHECK 

ベバシズマブ 

ヒト血管内皮増殖因子（VFGF）…… ヒト血管内皮増殖因子（VEGF）…… 

P215 問題 197 解説 

下から 1 行目 

……吸着量は2.3（μg/mL）の約3倍とな

り、約 7.0（μg/mL）となる。 

……吸着量は 2.3（μg/mg）の約 3 倍とな

り、約 7.0（μg/mg）となる。 

P307 問題 253 解説 

2 行目 

……、急激な肝機能悪化を…… ……、急激な腎機能悪化を…… 

P378 問題 301 解説 5 

差し替え 

 白金製剤のうち、カルボプラチンやオキ

サリプラチンは比較的腎障害が軽く、水

分負荷は不要とされている。一方、シス

プラチンでは腎障害の軽減のため本剤

を投与する前後に 1,000～2,000 mL の適

当な輸液を 4 時間かけて投与する。 

P378 問題301 CHECK 

カルボプラチン 

・副作用を防止する……を実施する 削除 

P445 問 344 解説 2  

差し替え 

 プレドニゾロンファルネシル酸エステルゲ

ルは、関節リウマチによる指、手、肘関節

の腫脹・疼痛の緩解に用いられる合成糖

質コルチコイドであり、ジフルコルトロン吉

草酸エステルクリームは、湿疹・皮膚炎群

等に用いられる合成糖質コルチコイドで

ある。 

両剤で適応と剤形が異なることから、削

除対象とする医薬品としては適切ではな

い。 
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下記は 2014 年 2 月、第十六改正日本薬局方第二追補が告示されたことに伴う補足となります。 

 訂正前 訂正後 

P66 問題 96 解説 1 ……、0.1 mg、0.01 mg 又は 0.001 mg ま

で量ることをいう。…… 

……、0.1 mg、10 μg、1 μg 又は 0.1 

μg まで量ることをいう。…… 

 

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 

P391 問題 307 解説 1 ……ものをいう。 ……ものをいう。（要指導医薬品を除く。） 

P391 問題 307 

CHECK 「販売方法」 

店舗のみ（郵便等販売を含む） 店舗のみ（特定販売を含む） 

P401 問題 313 

CHECK 「情報提供」 

薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤

したときは、患者等に対し、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 

薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用

のため、販売又は授与の目的で調剤した

ときは、患者又は現にその看護に当たっ

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 

 

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 74 問題 ……疾患であって、薬事法に生物由来

製品に関する…… 

……疾患であって、医薬品医療機器等

法に生物由来製品に関する…… 

P145 問題 149 解説 1 ……、医薬品の適正使用を促し……把

握するために行う。 

……、診療において、医薬品の適正使

用を促し……把握するために行うもので

あって、医薬品リスク管理として行うもの

をいう。 

P391 問題307 CHECK 

販売方法 

店舗のみ（郵便等販売を含む） 店舗のみ（特定販売を含む） 

P397 問題 311 問題 ……頼まれたので、薬事法における指定

薬物の…… 

……頼まれたので、医薬品医療機器等

法における指定薬物の…… 

P404 問題 315 問題 ……、当該症状は、医薬品の副作用で

あると…… 

……、当該症状は、許可医薬品の副作

用であると…… 

P404 問題315 選択肢3 ……疾病等が医薬品の副作用による…… ……疾病等が許可医薬品の副作用…… 

P404 問題315 選択肢4 医薬品の副作用による…… 許可医薬品の副作用による…… 

P404 問題315 選択肢5 医薬品の副作用によって…… 許可医薬品の副作用によって…… 

P404 問題 315 解答 1 ……。なお、医薬品による副作用とは、

健康被害が…… 

……。なお、ここでの副作用とは、健康被

害が…… 

P404 問題 315 解答 3 医薬品の副作用等の…… 許可医薬品等の副作用の…… 
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P416 問題 321 解説 5 ……。これを医薬品 ・ 医療機器安全性

情報報告制度という。 

……。これを医薬品 ・ 医療機器安全性

情報報告制度という。なお、報告の受理

は、厚生労働大臣から独立行政法人医

薬品医療機器総合機構へ委任されてい

る。 

P434 問題 336 解説 1 医療用医薬品、一般用医薬品、化粧品、

医薬部外品の副作用について報告する

ものである。 

医薬品・医療機器等安全性情報報告制

度は、医薬品、医療機器、再生医療等製

品、化粧品、医薬部外品の副作用につ

いて報告するものである。 

P434 問題 336 解説 5 ……情報を提供する。 ……情報を提供する。 ※ただし、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）に変わ

ったため、現在では『誤』ではなく『正』と

なる可能性がある。 

 

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 

P367 問題 294 解説 1 

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、日本薬局方の第十七改正（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 

P70 問題 98 選択肢 1 移動速度 電気泳動速度 

P71 問題 98 解説 1 ……移動速度…… ……電気泳動速度…… 

 


