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● 本書の使い方 ●

① 本書は、各都道府県が行う登録販売者試験のうち、南関東ブロック（東京、埼玉、千葉、神奈川）で実施され
た過去５年分（令和３年度～平成29年度）を、年度ごとに［問題］と［正解＆解説］にまとめたものです。

② 試験問題は、午前60問、午後60問の計120問出題され、その内容は以下の５項目に分かれています。

１．医薬品に共通する特性と基本的な知識 20問

午前２．人体の働きと医薬品 20問

３．薬事に関する法規と制度 20問

４．主な医薬品とその作用 40問
午後

５．医薬品の適正使用と安全対策 20問

③ 試験問題は、厚生労働省作成の「試験問題の作成に関する手引き（平成30年３月・平成28年３月）」に沿って
出題されています。

試験実施年度 出題範囲

令和３年度～平成30年度 平成30年３月の「手引き」

平成29年度 平成28年３月の「手引き」

④ 平成29年度問題文に［改］とあるものは、編集部で試験問題を一部変更していることを表しています。厚生
労働省作成の「試験問題作成に関する手引き」が試験後に改訂された箇所が該当します。

⑤ ［正解＆解説］には公表されている正解と、出題範囲である「試験問題の作成に関する手引き」を参考に弊
社が作成した解説を掲載しています。一問ごと、各選択肢ごとに解説しているため、わからなかった問題や間
違ってしまった問題は、解説を参考に繰り返し解いていくことで苦手部分を集中的に学習し、また、関連する
事項も合わせて対策をとることができます。問題の左端に付いている  は、正しく答えることができたかど
うかのチェックマークとして、活用してください。
　※正しい選択肢に関しては、選択肢そのものが答えになる場合、解説を省略しています。

⑥ 本書発行後「試験問題の作成に関する手引き」の内容に変更があった場合には、公論出版ホームページ
　（https://www.kouronpub.com）にて、本書の内容に関わるものについて掲載しますので、ご確認ください。

⑦ 本書の内容についてのお問い合わせは、フリーダイヤルのヘルプデスク（裏表紙参照）
か、ホームページ上（アドレス https://www.kouronpub.com）の「お問い合わせ」を
ご活用ください。担当がお調べし、折り返しご連絡をさしあげます。また、万が一本
書の内容に訂正等が生じた場合も、ホームページでご案内します。
　右の二次元コード、または"公論出版"で検索してご利用ください。

令和３年３月
登録販売者試験　担当編集部
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● 受験ガイド ●

１．登録販売者とは
　医薬品の販売業務は、薬剤師又は登録販売者でなければ行うことができません。登録販売者は、一般用医薬品
のうち、第二類医薬品と第三類医薬品を販売できる資格です。

２．登録販売者試験の受験資格
　学歴、実務経験を問わないため、誰でも受験することができます。

３．登録販売者試験について
　●試験地
　　① 毎年、通常１回、各都道府県ごとに実施されます。令和３年度は、以下の８ブロックで行われました。
　　　また、年度によりブロックが変更になる場合があります。

［北海道・東北］（青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島）
［北関東・甲信越］（茨城・栃木・群馬）（山梨・長野・新潟）
［南関東］（東京・埼玉・千葉・神奈川）
［北陸・東海］（富山・石川・岐阜・静岡・愛知）
［奈良］
［関西広域連合・福井］（滋賀・京都・大阪・兵庫・和歌山・徳島）
［中国・四国］（島根・鳥取・岡山・広島・山口）（香川・愛媛・高知）
［九州・沖縄・三重］（福岡・大分・宮崎・鹿児島・熊本・佐賀・長崎）

　　 ②試験の日時・場所・申込方法等は、４月以降、各都道府県のホームページ等に掲載されます。
　　 ③ どの都道府県でも受験可能です。また、１つの都道府県で合格すると、勤務地となるどこの都道府県で

も販売従事登録を受け、登録販売者として働くことが可能です。
　　　※ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、願書提出時点で当該都道府県に在住、通勤又は通学して

いる人の受験に制限される場合があります。ご注意ください。

　●試験出題内容
　 　厚生労働省作成の「試験問題の作成に関する手引き」から、各ブロックごとに試験問題が出題されます。
　 　 マークシート方式の筆記試験で、全120問（午前２時間で60問、午後２時間で60問）で、その内訳は次のと
おりです。

試験科目 手引き 配点 試験時間

医薬品に共通する特性と基本的な知識（20問） １章 20点
午前（10：00～12：00）

２時間人体の働きと医薬品（20問） ２章 20点

薬事に関する法規と制度（20問） ４章 20点

主な医薬品とその作用（40問) ３章 40点 午後（13：30～15：30）
２時間医薬品の適正使用と安全対策（20問） ５章 20点

合計（120問） 120点満点

　●合格基準
　 　南関東ブロックにおける配点は、１問１点とし、以下２つの基準の両方を満たすと、合格となります。

１．総出題数（120問）に対する正答率が７割以上（84点以上）であること。

２．試験項目ごとの出題数に対する正答率が３割５分以上であること。
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令和３年度（2021年）　午前

〔医薬品に共通する特性と基本的な知識〕
【１】医薬品の本質に関する次の記述の正誤について、正
しい組合せはどれか。

　ａ ．医薬品は、知見の積み重ねによって、有効性、安全

性等に関する情報が集積されており、随時新たな情報

が付加されるものである。

　ｂ ．医薬品について、医薬品医療機器等法では、健康被

害の発生の可能性がある場合のみ、異物等の混入、変

質等があってはならない旨を定めている。

　ｃ ．医薬品は、効能効果、用法用量、副作用等の必要な

情報が適切に伝達されることを通じて、購入者が適切

に使用することにより、初めてその役割を十分に発揮

するものである。

　ｄ ．医薬品は、多くの場合、人体に取り込まれて作用し、

効果を発現させるものである。

　　　　ａ　　　ｂ　　　ｃ　　　ｄ

　１．正　　　誤　　　誤　　　誤

　　２．誤　　　正　　　誤　　　正

　　３．誤　　　誤　　　正　　　誤

　　４．正　　　正　　　正　　　誤

　　５．正　　　誤　　　正　　　正

【２】医薬品のリスク評価に関する次の記述の正誤につい
て、正しい組合せはどれか。

　ａ ．少量の医薬品の投与では、発がん作用、胎児毒性や

組織・臓器の機能不全を生じる場合はないとされてい

る。

　ｂ ．ヒトを対象とした臨床試験における効果と安全性の

評価基準には、国際的に Good Clinical Practice（GCP）

が制定されている。

　ｃ ．「無作用量」とは、薬物の効果が発現し、有害反応

が発現しない最大の投与量のことである。

　ｄ ．医薬品に対しては、製造販売後の調査及び試験の実

施基準として Good Vigilance Practice（GVP）が制

定されている。

　　　　ａ　　　ｂ　　　ｃ　　　ｄ

　１．正　　　誤　　　正　　　誤

　　２．誤　　　誤　　　正　　　誤

　　３．誤　　　正　　　誤　　　正

　　４．誤　　　正　　　誤　　　誤

　　５．正　　　誤　　　誤　　　正

【３】健康食品に関する次の記述の正誤について、正しい
組合せはどれか。

　ａ ．健康増進や維持の助けとなる食品は一般的に「健康

食品」と呼ばれ、広く使用されている。

　ｂ ．健康補助食品（いわゆるサプリメント）には、カプ

セル、錠剤等の医薬品と類似した形状で発売されてい

るものも多く、誤った使用法により健康被害を生じた

例も報告されている。

　ｃ ．「機能性表示食品」は、疾病に罹
り

患していない者の

健康の維持及び増進に役立つ旨又は適する旨（疾病リ

スクの低減に係るものを除く。）を表示するものである。

　ｄ ．いわゆる健康食品は、安全性や効果を担保する科学

的データの面で医薬品とは異なるものであり、医薬品

を扱う者にとって、消費者に指導・説明を行う対象で

はない。

　　　　ａ　　　ｂ　　　ｃ　　　ｄ

　１．正　　　正　　　誤　　　誤

　　２．正　　　誤　　　誤　　　正

　　３．誤　　　誤　　　正　　　誤

　　４．誤　　　正　　　誤　　　正

　　５．正　　　正　　　正　　　誤

【４】医薬品の副作用に関する次の記述の正誤について、
正しい組合せはどれか。

　ａ ．通常、医薬品は複数の薬理作用を併せ持つため、医

薬品を使用した場合には、期待される有益な反応（主

作用）以外の反応が現れることがある。

　ｂ ．眠気や口渇等の比較的よく見られる症状は、副作用

とはいわない。

　ｃ ．一般用医薬品の販売等に従事する専門家は、購入者

等から副作用の発生の経過を十分に聴いて、副作用の

状況次第では、購入者等に対して、速やかに適切な医

療機関を受診するよう勧奨する必要がある。

　ｄ ．副作用には、直ちに明確な自覚症状として現れない

ものもある。

　　　　ａ　　　ｂ　　　ｃ　　　ｄ

　１．正　　　誤　　　正　　　正

　　２．誤　　　誤　　　誤　　　正

　　３．正　　　正　　　誤　　　正

　　４．誤　　　正　　　正　　　誤

　　５．正　　　誤　　　誤　　　誤
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【５】アレルギー（過敏反応）に関する次の記述の正誤に
ついて、正しい組合せはどれか。

　ａ ．医薬品を使用してアレルギーを起こしたことがある

人は、その原因となった医薬品の使用を避ける必要が

ある。

　ｂ ．外用薬によって、アレルギーが引き起こされること

はない。

　ｃ ．医薬品の有効成分だけでなく、基本的に薬理作用が

ない添加物も、アレルギーを引き起こす原因物質（ア

レルゲン）となり得る。

　ｄ ．医薬品の中には、鶏卵や牛乳等を原材料として作ら

れているものがあるため、それらに対するアレルギー

がある人では使用を避けなければならない場合がある。

　　　　ａ　　　ｂ　　　ｃ　　　ｄ

　１．正　　　正　　　正　　　誤

　　２．正　　　誤　　　正　　　正

　　３．正　　　誤　　　誤　　　誤

　　４．誤　　　正　　　誤　　　正

　　５．誤　　　誤　　　正　　　誤

【６】医薬品の使用等に関する次の記述のうち、正しいも
のの組合せはどれか。

　ａ ．小児への使用を避けるべき医薬品でも、大人用のも

のを半分にして、小児に服用させれば、有害事象につ

ながらず、安全に使用できる。

　ｂ ．購入者等の誤解や認識不足による不適正な使用を防

ぐため、医薬品の販売等に従事する専門家は、購入者

等に対して、正しい情報を適切に伝えていくことが重

要となる。

　ｃ ．症状が一時的に緩和するならば、疾病の根本的な治

療や生活習慣の改善等は行わず、漫然と一般用医薬品

を使用し続けてもよいとされる。

　ｄ ．人体に直接使用されない医薬品についても、使用す

る人の誤解や認識不足によって使い方や判断を誤り、

有害事象につながることがある。

　１．ａ、ｂ　　２．ａ、ｃ　　３．ｂ、ｃ

　　４．ｂ、ｄ　　５．ｃ、ｄ

【７】医薬品の使用等に関する次の記述のうち、正しいも
のの組合せはどれか。

　ａ ．一般用医薬品にも習慣性・依存性がある成分を含ん

でいるものがあるが、一般用医薬品による薬物依存は

一度形成されても、容易に離脱することができる。

　ｂ ．医薬品は、その目的とする効果に対して副作用が生

じる危険性が最小限となるよう、使用する量や使い方

が定められている。

　ｃ ．医薬品は、定められた用量を意図的に超えて服用し

たり、みだりに他の医薬品や酒類等と一緒に摂取する

といった乱用がなされると、過量摂取による急性中毒

等を生じる危険性が高くなり、乱用の繰り返しによっ

て慢性的な臓器障害等を生じるおそれもある。

　ｄ ．医薬品の販売等に従事する専門家は、必要以上の大

量購入や頻回購入を試みる購入者であっても、購入者

の希望どおりに販売する必要がある。

　１．ａ、ｂ　　２．ａ、ｃ　　３．ｂ、ｃ

　　４．ｂ、ｄ　　５．ｃ、ｄ

【８】他の医薬品や食品との相互作用に関する次の記述の
うち、正しいものの組合せはどれか。

　ａ ．食品中に医薬品の成分と同じ物質が存在する場合が

あり、それらを含む医薬品と食品を一緒に服用すると

過剰摂取となるものもある。

　ｂ ．酒類（アルコール）をよく摂取する者では、肝臓の

代謝機能が高まっていることが多く、アセトアミノ

フェンなどでは、通常よりも代謝されやすくなり、体

内から医薬品が速く消失して十分な薬効が得られなく

なることがある。

　ｃ ．食品と医薬品の相互作用は、しばしば「飲み合わせ」

と表現され、内服薬以外であれば、食品によって、医

薬品の作用や代謝が影響を受ける可能性はない。

　ｄ ．相互作用は、医薬品が吸収、分布又は排泄
せつ

される過

程で起こることはなく、医薬品が薬理作用をもたらす

部位において起こるものである。

　１．ａ、ｂ　　２．ａ、ｃ　　３．ａ、ｄ

　　４．ｂ、ｃ　　５．ｃ、ｄ

【９】小児等への医薬品の使用に関する次の記述のうち、
正しいものの組合せはどれか。

　ａ ．家庭内の医薬品の保管場所については、いつでも取

り出せるよう、小児が容易に手に取れる場所や、小児

の目につく場所とすることが適切である。

　ｂ ．医薬品の使用上の注意において、おおよその目安と

して、乳児は１歳未満、幼児は５歳未満、小児は15歳

未満との年齢区分が用いられている。

　ｃ ．乳児向けの用法用量が設定されている一般用医薬品

であっても、乳児は基本的に医師の診療を受けること

を優先し、一般用医薬品による対処は最小限（夜間等、

医師の診療を受けることが困難な場合）にとどめるの

が望ましい。

　ｄ ．医薬品が喉につかえると、大事に至らなくても咳
せ

き

込んで吐き出し苦しむことになり、その体験から乳幼

児に医薬品の服用に対する拒否意識を生じさせること

がある。
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令和３年度（2021年）　午前　正解＆解説

〔医薬品に共通する特性と基本的な知識〕
【１】５（ａ．正：ｂ．誤：ｃ．正：ｄ．正）
〔解説〕ｂ�．医薬品は、健康被害の発生の可能性の有無にかか

わらず、異物等の混入、変質等があってはならない
旨を医薬品医療機器等法で定めている。

【２】４（ａ．誤：ｂ．正：ｃ．誤：ｄ．誤）
〔解説〕ａ�．少量の医薬品の投与でも発がん作用、胎児毒性や

組織・臓器の機能不全を生じる場合もある。
　　　　ｃ�．「無作用量」とは、薬物用量を増加させるに伴い、

効果の発現が検出されない投与量。
　　　　ｄ�．「Good Vigilance Practice（GVP）」⇒「Good 

Post-marketing Study Practice（GPSP）」。
GVPは、製造販売後安全管理基準である。

【３】５（ａ．正：ｂ．正：ｃ．正：ｄ．誤）
〔解説〕ｄ�．健康食品は法的にも、また安全性や効果を担保す

る科学的データの面でも医薬品とは異なるものであ
ることを認識し、医薬品を扱う者は消費者に指導・
説明を行わなくてはならない。

【４】１（ａ．正：ｂ．誤：ｃ．正：ｄ．正）
〔解説〕ｂ�．眠気や口渇等は比較的よく見られる副作用である。
【５】２（ａ．正：ｂ．誤：ｃ．正：ｄ．正）
〔解説〕ｂ�．アレルギーは、内服薬だけでなく外用薬によって

も引き起こされることがある。
【６】４（ａ．誤：ｂ．正：ｃ．誤：ｄ．正）
〔解説〕ａ�．小児への使用を避けるべき医薬品を安易に「大人

用のものを半分にして」小児に服用させるなど、安
易に医薬品を使用するような場合には有害事象につ
ながる危険性が高い。

　　　　ｃ�．一般用医薬品を使用して症状を一時的に緩和する
だけの対処を続けていると、有害事象を招く危険性
が増すばかりでなく、適切な治療の機会を失うこと
にもつながる。

【７】３（ａ．誤：ｂ．正：ｃ．正：ｄ．誤）
〔解説〕ａ�．一般用医薬品にも習慣性・依存性がある成分を含

んでいるものがあり、一度、薬物依存が形成される
と、そこから離脱することは容易ではない。

　　　　ｄ�．必要以上の大量購入や頻回購入などを試みる不審
な購入者には慎重に対処する必要があり、積極的に
事情を尋ね、状況によっては販売を差し控えるなど
の対応が望ましい。

【８】１（ａ．正：ｂ．正：ｃ．誤：ｄ．誤）
〔解説〕ｃ�．内服薬以外の外用薬や注射薬であっても、食品に

よって医薬品の作用や代謝に影響を受ける可能性が
ある。

　　　　ｄ�．相互作用には、医薬品が吸収、代謝（体内で化学
的に変化すること）、分布又は排泄

せつ

される過程で起
こるものと、医薬品が薬理作用をもたらす部位にお
いて起こるものがある。

【９】５（ａ．誤：ｂ．誤：ｃ．正：ｄ．正）
〔解説〕ａ�．家庭内の医薬品の保管場所については、小児の誤

飲・誤用事故を未然に防止するため、小児が容易に
手に取れる場所や、目につく場所には医薬品を置か
ないようにする。

　　　　ｂ�．医薬品の使用上の注意において、おおよその目安
として、乳児は１歳未満、幼児は７歳未満、小児は
15歳未満との年齢区分が用いられている。

【10】３（ａ．誤：ｂ．正：ｃ．正：ｄ．誤）
〔解説〕ａ�．生理機能の衰えの度合いは個人差が大きく、年齢

のみから副作用のリスク増大の程度を判断するのは
難しい。

　　　　ｄ�．「75歳以上」⇒「65歳以上」。
【11】３（ａ．誤：ｂ．正：ｃ．正：ｄ．正）
〔解説〕ａ�．胎盤には、胎児の血液と母体の血液とが混ざらな

い仕組み（血液－胎盤関門）がある。
【12】４（ａ．誤：ｂ．正：ｃ．正）
〔解説〕ａ�．妊娠に伴う不眠は、ホルモンのバランスや体型の

変化等が原因であり睡眠改善薬の適用対象ではない
ため、妊婦又は妊娠していると思われる人には睡眠
改善薬の使用は避ける。

【13】１（ａ．正：ｂ．正：ｃ．誤：ｄ．誤）
〔解説〕ｃ�．プラセボ効果は不確実であるため、それを目的と

して一般用医薬品を継続使用するべきではない。
　　　　ｄ�．プラセボ効果は、主観的な変化だけでなく、客観

的に測定可能な変化として現れることもある。
【14】１（ａ．誤：ｂ．正：ｃ．正：ｄ．正）
〔解説〕ａ�．医薬品は、適切な保管・陳列がなされたとしても、

経時変化による品質の劣化は避けられない。
【15】４（ａ．誤：ｂ．正：ｃ．誤）
〔解説〕ａ�．症状が重いときに一般用医薬品を使用することは、

一般用医薬品の役割にかんがみて、適切な対処とは
いえない。

　　　　ｃ�．一般用医薬品で対処可能な範囲は、医薬品を使用
する人によって変わってくるものである。

【16】２（ａ．正：ｂ．正：ｃ．正：ｄ．誤）
〔解説〕ｄ�．専門用語を分かりやすい平易な表現で説明し、か

つ、説明した内容が購入者等にどう理解され、行動
に反映されているか等を把握しながら行う。

【17】１（ａ．正：ｂ．正：ｃ．正）
【18】２（ａ．正：ｂ．正：ｃ．誤：ｄ．正）
〔解説〕ｃ�．サリドマイドの光学異性体のうち、血管新生を妨

げる作用はS体のみが有し、鎮静作用はR体のみが
有する。サリドマイドが摂取されると、R体とS体
は体内で相互に転換するため、R体のサリドマイド
を分離して製剤化しても催奇形性は避けられない。

【19】５（ａ．誤：ｂ．誤：ｃ．正：ｄ．正）
〔解説〕ａ�．「免疫グロブリン製剤」⇒「血液凝固因子製剤」。
　　　　ｂ�．医薬品副作用被害救済制度は、サリドマイド訴訟、

スモン訴訟を契機として創設された。
【20】３（ａ．正：ｂ．誤：ｃ．誤）
〔解説〕ｂ�．「ウシ乾燥硬膜」⇒「ヒト乾燥硬膜」。
　　　　ｃ�．CJDは、細菌でもウイルスでもないタンパク質

の一種であるプリオンが脳の組織に感染することに
よって発症する。

R4_登録販売南関東ブック.indb   31R4_登録販売南関東ブック.indb   31 2022/03/03   16:09:432022/03/03   16:09:43



45

令
和
２
年
度
（
２
０
２
０
年
）

【31】医薬品の有効成分の吸収等に関する次の記述のう
ち、正しいものの組合せはどれか。

　ａ ．眼の粘膜に適用する点眼薬の有効成分は、鼻涙管を

通って鼻粘膜から吸収されることがあるため、眼以外

の部位に到達して副作用を起こすことがある。

　ｂ ．坐
ざ

剤の有効成分は、直腸内壁の粘膜から吸収され、

容易に循環血液中に入り、初めに肝臓で代謝を受けて

から全身に分布する。

　ｃ ．錠剤、カプセル剤等の固形剤は、消化管内で崩壊し

て、有効成分が溶け出さなければならず、小腸で有効

成分が溶出するものが大部分である。

　ｄ ．有効成分が皮膚から浸透して体内の組織で作用する

医薬品の場合は、浸透する量は皮膚の状態、傷の有無

やその程度などによって影響を受ける。

　１．ａ、ｂ　　　２．ａ、ｃ　　　３．ａ、ｄ

　　４．ｂ、ｃ　　　５．ｃ、ｄ

【32】医薬品の代謝、排泄
せつ

及び体内での働きに関する次

の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

　ａ ．肝機能が低下した人では、医薬品を代謝する能力が

低いため、一般的には正常な人に比べて全身循環に到

達する有効成分の量がより多くなり、効き目が過剰に

現れたり、副作用を生じやすくなったりする。

　ｂ ．医薬品の有効成分は未変化体のままで、あるいは代

謝物として、体外へ排出されるが、肺から呼気中へ排

出されることはない。

　ｃ ．医薬品が効果を発揮するためには、有効成分がその

作用の対象である器官や組織の細胞外液中あるいは細

胞内液中に、一定以上の濃度で分布する必要がある。

　ｄ ．多くの医薬品の有効成分は血液中で血漿
しょう

タンパク質

と複合体を形成しており、血漿
しょう

タンパク質との結合は、

緩やかかつ不可逆的である。

　　　　ａ　　　ｂ　　　ｃ　　　ｄ

　１ ．正　　　誤　　　正　　　誤

　　２ ．誤　　　正　　　正　　　正

　　３ ．誤　　　正　　　誤　　　誤

　　４ ．正　　　誤　　　正　　　正

　　５ ．誤　　　誤　　　誤　　　正

【33】医薬品の剤形に関する次の記述のうち、正しいも
のの組合せはどれか。

　ａ ．口腔
くう

内崩壊錠は、薬効を期待する部位が口の中や喉

である場合が多く、飲み込まずに口の中で舐なめて

徐々に溶かして使用する。

　ｂ ．チュアブル錠は、表面がコーティングされているも

のもあるので、噛
か

み砕かずに水などで食道に流し込む

必要がある。

　ｃ ．外用局所に適用するスプレー剤は、有効成分を霧状

にする等して局所に吹き付ける剤形であり、手指等で

は塗りにくい部位や、広範囲に適用する場合に適して

いる。

　ｄ ．外用局所に適用する剤形のうち、一般的に適用部位

を水から遮断したい場合には、クリーム剤ではなく軟

膏
こう

剤を用いることが多い。

　１．ａ、ｂ　　　２．ａ、ｃ　　　３．ａ、ｄ

　　４．ｂ、ｃ　　　５．ｃ、ｄ

【34】中毒性表皮壊死融解症（TEN）に関する次の記述
について、（　）の中に入れるべき字句の正しい組合せ

はどれか。

　 　中毒性表皮壊死融解症は、38℃以上の高熱を伴って

（ａ）皮膚に発赤が生じ、全身の10％以上に火傷様の水

疱
ほう

、皮膚の剥
はく

離、びらん等が認められ、かつ、口唇の発

赤・びらん、眼の充血等を伴う病態で、最初に報告した

医師の名前にちなんで（ｂ）とも呼ばれる。また、発症

機序の詳細は不明で、発症の予測は困難であり、原因と

なった医薬品の使用開始後（ｃ）発症することが多い。

ａ ｂ ｃ

　１．広範囲の ライエル症候群 １年以上経って

　　２．局所的に ライエル症候群 １年以上経って

　　３．広範囲の スティーブンス・
ジョンソン症候群

２週間以内に

　　４．広範囲の ライエル症候群 ２週間以内に

　　５．局所的に スティーブンス・
ジョンソン症候群

２週間以内に

【35】医薬品の副作用として現れる肝機能障害及び偽ア
ルドステロン症に関する次の記述の正誤について、正

しい組合せはどれか。

　ａ ．黄疸
だん

では、皮膚や白眼が黄色くなるほか、尿の色が

濃くなることもある。

　ｂ ．医薬品の副作用として現れる肝機能障害は、有効成

分に対する抗原抗体反応が原因で起きるアレルギー性

のものに限定される。

　ｃ ．偽アルドステロン症は、副腎皮質からのアルドステ

ロン分泌が増加することにより生じる。

　ｄ ．偽アルドステロン症の主な症状に、手足の脱力、血

圧上昇、筋肉痛、こむら返り、手足のしびれ、むくみ

（浮腫）等がある。

　　　　ａ　　　ｂ　　　ｃ　　　ｄ

　１ ．正　　　誤　　　誤　　　正

　　２ ．誤　　　誤　　　正　　　誤

　　３ ．正　　　誤　　　正　　　正

　　４ ．正　　　正　　　正　　　誤

　　５ ．誤　　　正　　　誤　　　誤
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【39】医薬品の副作用として現れる皮膚の症状等に関す
る次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

　ａ ．光線過敏症の症状は、医薬品が触れた皮膚の部分だ

けでなく、全身へ広がって重篤化する場合がある。

　ｂ ．アレルギー性皮膚炎は、発症部位が医薬品の接触部

位に限定される。

　ｃ ．接触皮膚炎は、原因となった医薬品との接触がなく

なれば、通常は１週間程度で症状は治まり、再びその

医薬品と接触しても再発はしない。

　ｄ ．光線過敏症が現れた場合は、原因と考えられる医薬

品の使用を中止し、患部は洗浄せずそのままの状態で、

白い生地や薄手の服で遮光し、速やかに医師の治療を

受ける必要がある。

　　　　ａ　　　ｂ　　　ｃ　　　ｄ

　１ ．正　　　誤　　　誤　　　誤

　　２ ．正　　　誤　　　誤　　　正

　　３ ．正　　　正　　　正　　　誤

　　４ ．誤　　　正　　　誤　　　誤

　　５ ．誤　　　正　　　正　　　正

【40】薬疹
しん

に関する次の記述のうち、正しいものの組合

せはどれか。

　ａ ．皮膚以外に、眼の充血や口唇・口腔
くう

粘膜に異常が見

られることもある。

　ｂ ．限られた少数の医薬品でのみ起きる可能性があり、

同じ医薬品でも生じる発疹
しん

の型は人によって様々であ

る。

　ｃ ．医薬品を使用した後に現れた発疹
しん

・発赤等に伴う痒
かゆ

みの症状に対して、一般の生活者が自己判断で対症療

法を行うことは、原因の特定を困難にするおそれがあ

るため、避けるべきである。

　ｄ ．医薬品を使用してから１～２週間までの間に起き、

長期間使用してから生じることはない。

　１．ａ、ｂ　　　２．ａ、ｃ　　　３．ａ、ｄ

　　４．ｂ、ｄ　　　５．ｃ、ｄ

〔薬事に関する法規と制度〕
【41】次の記述は、医薬品医療機器等法第１条の条文で
ある。（　）の中に入れるべき字句の正しい組合せはど

れか。

　 　この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器

及び再生医療等製品（以下「医薬品等」という。）の品

質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による

保健衛生上の危害の発生及び（ａ）のために必要な規制

を行うとともに、（ｂ）の規制に関する措置を講ずるほか、

医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生

医療等製品の（ｃ）のために必要な措置を講ずることに

より、保健衛生の向上を図ることを目的とする。

ａ ｂ ｃ

　１．まん延の予防 指定薬物 適正使用の推進

　　２．拡大の防止 指定薬物 適正使用の推進

　　３．拡大の防止 麻薬及び
向精神薬

適正使用の推進

　　４．まん延の予防 麻薬及び
向精神薬

研究開発の促進

　　５．拡大の防止 指定薬物 研究開発の促進

【42】医薬品医療機器等法第36条の８に規定する販売従
事登録に関する次の記述の正誤について、正しい組合

せはどれか。なお、本設問において、販売従事登録を

受けようとする者は、薬局のみで医薬品の販売又は授

与に従事するものとする。ただし、厚生労働省令で定

める書類の省略に関する規定は考慮しなくてよい。

　ａ ．販売従事登録を受けようとする者は、販売従事登録

申請書を医薬品の販売又は授与に従事する薬局の所在

地の都道府県知事に提出しなければならない。

　ｂ ．販売従事登録を受けようと申請する者が薬局開設者

でないときは、雇用契約書の写しその他薬局開設者の

申請者に対する使用関係を証する書類を販売従事登録

申請書に添付しなければならない。

　ｃ ．登録販売者は住所に変更を生じたときには、30日以

内に、その旨を登録を受けた都道府県知事に届け出な

ければならない。

　　　　ａ　　　ｂ　　　ｃ

　１ ．正　　　正　　　正

　　２ ．誤　　　誤　　　正

　　３ ．正　　　誤　　　正

　　４ ．誤　　　正　　　誤

　　５ ．正　　　正　　　誤
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平成30年度（2018年）　午後
〔主な医薬品とその作用〕
【61】かぜ薬（総合感冒薬）の配合成分とその配合目的
の組合せの正誤について、正しい組合せはどれか。

 配合成分 配合目的

　ａ ．メキタジン…………くしゃみや鼻汁を抑える

　ｂ ．ジフェンヒドラミン塩酸塩

　　　　……………………発熱を鎮め、痛みを和らげる

　ｃ ．デキストロメトルファン臭化水素酸塩

　　　　……………………咳
せき

を抑える

　ｄ ．グアイフェネシン…痰
たん

の切れを良くする

　　　　ａ　　　ｂ　　　ｃ　　　ｄ

　１ ．正　　　誤　　　正　　　正

　　２ ．誤　　　正　　　正　　　誤

　　３ ．正　　　誤　　　正　　　誤

　　４ ．誤　　　正　　　誤　　　誤

　　５ ．誤　　　誤　　　誤　　　正

【62】次の記述にあてはまる漢方処方製剤として、最も
適切なものはどれか。

　 　体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様の痰
たん

を伴う咳
せき

や鼻水が出るものの気管支炎、気管支喘
ぜん

息、鼻炎、アレ

ルギー性鼻炎、むくみ、感冒、花粉症に適すとされるが、

体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）、胃

腸の弱い人、発汗傾向の著しい人では、悪心、胃部不快

感等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。まれに

重篤な副作用として、肝機能障害、間質性肺炎、偽アル

ドステロン症を生じることが知られている。

　１．半
はん

夏
げ

厚
こう

朴
ぼく

湯
とう

　　２．柴
さい

胡
こ

桂
けい

枝
し

湯
とう

　　３．葛
かっ

根
こん

湯
とう

　　４．小
しょう

青
せい

竜
りゅう

湯
とう

　　５．香
こう

蘇
そ

散
さん

【63】解熱鎮痛薬及びその配合成分に関する次の記述の
正誤について、正しい組合せはどれか。

　ａ ．解熱鎮痛薬は、頭痛に対し、症状が軽いうちに服用

すると効果的であるが、症状が現れないうちに予防的

に使用することは適切ではない。

　ｂ ．アセトアミノフェンは、主として中枢作用によって

解熱・鎮痛をもたらすほか、末梢における抗炎症作用

が期待できる。

　ｃ ．ボウイは、ツヅラフジ科のオオツヅラフジの蔓
つる

性の

茎及び根茎を、通例、横切したものを基原とする生薬

で、鎮痛、尿量増加（利尿）等の作用を期待して用い

られる。

　　　　ａ　　　ｂ　　　ｃ

　１ ．正　　　正　　　誤

　　２ ．正　　　誤　　　正

　　３ ．正　　　誤　　　誤

　　４ ．誤　　　正　　　誤

　　５ ．誤　　　誤　　　正

【64】次の解熱鎮痛薬の配合成分のうち、ピリン系解熱
鎮痛成分として正しいものはどれか。

　１ ．アスピリン（アセチルサリチル酸）

　　２ ．サザピリン

　　３ ．エテンザミド

　　４ ．サリチルアミド

　　５ ．イソプロピルアンチピリン

【65】解熱鎮痛薬の配合成分に関する次の記述について、
（　）に入れるべき字句の正しい組合せはどれか。

　 　イブプロフェンは（ａ）の産生を（ｂ）することで消

化管粘膜の防御機能を低下させるため、消化管に広範に

炎症を生じる疾患である胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸

炎又はクローン氏病の既往歴がある人では、それらの疾

患の再発を招くおそれがある。また、出産予定日12週以

内の妊婦については、（ｃ）とされている。

 ａ ｂ ｃ

　１ ．プロスタグランジン　　促進　　服用してもよい

　　２ ．プロスタグランジン　　抑制　　服用しないこと

　　３ ．プロスタグランジン　　促進　　服用しないこと

　　４ ．インスリン　　　　　　促進　　服用してもよい

　　５ ．インスリン　　　　　　抑制　　服用しないこと
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【55】１（ａ．正：ｂ．正：ｃ．正：ｄ．誤）
〔解説〕ｄ�．「現在勤務している薬剤師又は登録販売者の氏名

及び写真」⇒「現在勤務している薬剤師又は第15
条第２項の登録販売者以外の登録販売者※１若しく
は同項の登録販売者※２の別、その氏名及び担当業
務」。写真を表示する必要はない。

　　　　　　※�１：実務従事期間が２年以上の者
　　　　　　※２：実務従事期間が２年未満の者
【56】３（ａ．誤：ｂ．正：ｃ．正：ｄ．誤）
〔解説〕ｂ�、ｃの他、濫用等のおそれのあるものとして厚生労

働大臣が指定する医薬品は以下の通り。
　　　　◎�エフェドリン
　　　　◎ジヒドロコデイン（鎮咳去痰薬に限る）　
　　　　◎�メチルエフェドリン（鎮咳去痰薬のうち、内用液剤

に限る）
【57】１（ａ．正：ｂ．正：ｃ．正）
【58】４（ａ．誤：ｂ．正：ｃ．正）
〔解説〕ａ�．キャラクターグッズ等の景品類を提供して販売す

ることは、不当景品類及び不当表示防止法の限度内
であれば認められている。

【59】４（ａ．誤：ｂ．正：ｃ．誤）
〔解説〕ａ．「店舗管理者に対して」⇒「店舗販売業者に対して」。
　　　　ｃ�．「帳簿書類を収去させることができる」⇒「帳簿

書類を検査させることができる」。
【60】２（ａ．正：ｂ．誤：ｃ．正）
〔解説〕ｂ�．（独）国民生活センターは、生活者へのアドバイ

スのほか、必要に応じて行政庁への通報や問題提起
を行っている。

平成30年度（2018年）　午後　正解＆解説

〔主な医薬品とその作用〕
【61】１（ａ．正：ｂ．誤：ｃ．正：ｄ．正）
〔解説〕ｂ�．ジフェンヒドラミン塩酸塩は、くしゃみや鼻汁を

抑える成分（抗ヒスタミン成分）。
【62】４
〔解説〕１�．半

はん

夏
げ

厚
こう

朴
ぼく

湯
とう

は、体力中等度をめやすとして幅広く
応用できる。気分がふさいで、咽頭･食道部に異物
感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う
不安神経症、神経性胃炎、つわり、咳、しわがれ声、
のどのつかえ感に適する。

　　　　２�．柴
さい

胡
こ

桂
けい

枝
し

湯
とう

は、体力中等度又はやや虚弱で、多く
は腹痛を伴い、ときに微熱･寒気・頭痛・吐きけな
どあるものの胃腸炎、かぜの中期から後期の症状に
適する。

　　　　３�．葛
かっ

根
こん

湯
とう

は、体力中等度以上のものの感冒の初期
（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、
肩こり、筋肉痛、手や肩の痛みに適する。

　　　　５�．香
こう

蘇
そ

散
さん

は、体力虚弱で、神経過敏で気分がすぐれ
ず胃腸が弱いもののかぜの初期、血の道症に適する。

【63】２（ａ．正：ｂ．誤：ｃ．正）
〔解説〕ｂ�．アセトアミノフェンは、主として中枢作用によっ

て解熱･鎮痛をもたらすため、末梢における抗炎症
作用は期待できない。

【64】５
〔解説〕１～４．いずれもサリチル酸系解熱鎮痛成分である。
【65】２
〔解説〕�　イブプロフェンは、（a：プロスタグランジン）の産

生を（b：抑制）することで消化管粘膜の防御機能を低
下させるため、消化管に広範に炎症を生じる疾患であ
る胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎又はクローン氏病
の既往歴がある人では、それらの疾患の再発を招くお
それがある。また、出産予定日12週以内の妊婦につい
ては、（c：服用しないこと）とされている。

【66】２（ａ．正：ｂ．誤：ｃ．正）
〔解説〕ｂ�．記述の内容に該当する成分はサンソウニン。チョ

ウトウコウは、アカネ科のカギカズラ、ウンカリア・
シネンシス又はウンカリア・マクロフィラの通例と
げを基原とする生薬で、神経の興奮・緊張緩和を期
待して配合される。

【67】４（ａ．誤：ｂ．正：ｃ．誤：ｄ．正）
〔解説〕ａ�．記述の内容に該当する成分は、ブロモバレリル尿

素、アリルイソプロピルアセチル尿素などの鎮静成
分。ジプロフィリンは、脳に軽い興奮を起こさせて
平衡感覚の混乱によるめまいを軽減させることを
目的として配合される中枢神経系を興奮させる成分
（キサンチン系成分）である。

　　　　ｃ�．メクリジン塩酸塩は、他の抗ヒスタミン成分と比
べて作用が現れるのが遅く、持続時間が長い。

【68】５（ａ．正：ｂ．正：ｃ．誤）
〔解説〕ｃ�．記述の内容に該当する成分は、セチルピリジニウ

ム塩化物等の殺菌消毒成分。クレゾールスルホン酸
カリウムは、気道粘膜からの粘液の分泌を促進する
作用を示すもので、去痰

たん

成分（痰
たん

の切れを良くする
成分）である。

【69】３（ａ．誤：ｂ．正：ｃ．誤）
〔解説〕ａ�．記述の内容に該当する成分は、ジプロフィリン等

のキサンチン系成分。ノスカピン塩酸塩は、延髄の
咳嗽

そう

中枢に作用して咳
せき

を抑える。
　　　　ｃ�．記述の内容に該当する成分は、五

ご

虎
こ

湯
とう

。麦
ばく

門
もん

冬
どう

湯
とう

は、体力中等度以下で、痰
たん

が切れにくく、ときに強
く咳

せき

こみ、又は咽頭に乾燥感があるものの、から咳
ぜき

、
気管支炎、気管支喘息、咽頭炎、しわがれ声に適す
る。ただし水様痰

たん

の多い人には不向きである。
【70】５（ａ．誤：ｂ．誤：ｃ．正）
〔解説〕ａ�．記述の内容に該当する成分は、クロルヘキシジン

塩酸塩。
　　　　ｂ�．記述の内容に該当する成分は、アズレンスルホン

酸ナトリウム（水溶性アズレン）。
【71】４（ａ．誤：ｂ．正：ｃ．誤：ｄ．正）
〔解説〕ａ�．制酸薬は、胃液の分泌亢進による胃酸過多や、そ

れに伴う胸やけ、腹部の不快感、吐きけ等の症状を
緩和することを目的とする。

　　　　ｃ�．細菌性の下痢や食中毒のときに収斂
れん

成分を主体と
する止瀉

しゃ

薬を使用して腸の運動を鎮めると、かえっ
て症状を悪化させるおそれがある。
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平成29年度（2017年）　午前

〔医薬品に共通する特性と基本的な知識〕
【１】医薬品の本質に関する次の記述の正誤について、正
しい組合せはどれか。

　ａ ．医薬品は、多くの場合、人体に取り込まれて作用し、

効果を発現させるものである。

　ｂ ．人体に対して使用されない医薬品は、人の健康に影

響を与えることはない。

　ｃ ．医薬品は、必ずしも期待される有益な効果（薬効）

のみをもたらすとは限らず、好ましくない反応（副作

用）を生じる場合もある。

　　　　ａ　　　ｂ　　　ｃ

　１ ．正　　　正　　　正

　　２．誤　　　正　　　誤

　　３．正　　　誤　　　正

　　４．誤　　　誤　　　正

　　５．正　　　正　　　誤

【２】医薬品の本質に関する次の記述のうち、正しいもの
の組合せはどれか。

　ａ ．一般用医薬品は、一般の生活者が自ら選択し、使用

するものであり、添付文書を見れば、効能効果や副作

用等について誤解や認識不足を生じることはない。

　ｂ ．医薬品は、効能効果、用法用量、副作用等の必要な

情報が適切に伝達されることを通じて、購入者が適切

に使用することにより、初めてその役割を十分に発揮

するものである。

　ｃ ．医薬品は、市販後にも、医学・薬学等の新たな知見、

使用成績等に基づき、その有効性、安全性等の確認が

行われる仕組みになっている。

　ｄ ．一般用医薬品は、医療用医薬品と比較して、保健衛

生上のリスクは相対的に高い。

　１ ．ａ、ｂ　　２．ａ、ｃ　　３．ａ、ｄ

　　４．ｂ、ｃ　　５．ｂ、ｄ

【３】医薬品のリスク評価に関する次の記述のうち、正し
いものの組合せはどれか。

　ａ ．医薬品の効果とリスクは、薬物暴露時間と暴露量と

の積で表現される用量－反応関係に基づいて評価され

る。

　ｂ ．少量の投与でも長期投与されれば、慢性的な毒性が

発現する場合もある。

　ｃ ．ヒトを対象とした臨床試験における効果と安全性

の評価基準には、国際的にGood Laboratory Practice

（GLP）が制定されている。

　ｄ ．動物実験で求められる50％致死量（LD50）は、薬

物の有効性の指標として用いられる。

　１ ．ａ、ｂ　　２．ａ、ｃ　　３．ｂ、ｃ

　　４．ｂ、ｄ　　５．ｃ、ｄ

【４】医薬品の副作用に関する次の記述について、（　）
の中に入れるべき字句の正しい組合せはどれか。

　 　世界保健機関（WHO）の定義によれば、医薬品の副

作用とは、「疾病の（ａ）、診断、治療のため、又は身体

の機能を正常化するために、人に（ｂ）で発現する医薬

品の有害かつ（ｃ）反応」とされている。

 ａ ｂ ｃ

　１ ．検査　　最大用いられる量　　予測できる

　　２．予防　　最大用いられる量　　意図しない

　　３．検査　　通常用いられる量　　意図しない

　　４．検査　　通常用いられる量　　予測できる

　　５．予防　　通常用いられる量　　意図しない

【５】医薬品の副作用に関する次の記述の正誤について、
正しい組合せはどれか。

　ａ ．医薬品の副作用は、薬理作用によるものと、アレル

ギー（過敏反応）によるものに大別される。

　ｂ ．複数の疾病を有する人の場合、ある疾病のために使

用された医薬品の作用が、その疾病に対して薬効をも

たらす一方、別の疾病に対しては症状を悪化させたり、

治療が妨げられたりすることもある。

　ｃ ．一般用医薬品は、通常、その使用を中断することに

よる不利益よりも、重大な副作用を回避することが優

先される。

　ｄ ．副作用は、容易に異変を自覚できるものをいい、直

ちに明確な自覚症状として現れないものは、副作用と

はいわない。

 ａ ｂ ｃ ｄ

　１ ．正　　正　　正　　正

　　２．正　　誤　　誤　　正

　　３．正　　正　　正　　誤

　　４．誤　　正　　誤　　正

　　５．誤　　誤　　正　　誤
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【108】次の医薬品成分とそれを含有することにより内服
用の一般用医薬品の添付文書等において、「相談するこ

と」の項目中に、「次の診断を受けた人」と記載するこ

ととされているものの組合せの正誤について、正しい

組合せはどれか。

 医薬品成分 記載することと
  されているもの

　ａ．合成ヒドロタルサイト………… 腎臓病

　ｂ．ジフェニドール塩酸塩………… 緑内障

　ｃ．セミアルカリプロティナーゼ… 貧血

　ｄ．ジプロフィリン………………… 胃・十二指腸潰瘍

 ａ ｂ ｃ ｄ

　１ ．正　　誤　　誤　　正

　　２．誤　　正　　正　　正

　　３．正　　正　　誤　　誤

　　４．誤　　誤　　正　　誤

　　５．正　　正　　正　　正

【109】一般用医薬品の製品表示に関する次の記述のうち、
正しいものの組合せはどれか。

　ａ ．エアゾール製品には、医薬品医療機器等法の規定に

よる法定表示事項のほか、高圧ガス保安法に基づく「高

温に注意」等の注意事項が表示されている。

　ｂ ．添付文書が外箱に封入されていない医薬品に限り、

その容器や包装に、「保管及び取扱い上の注意」の項

のうち、医薬品の保管に関する事項が記載されている。

　ｃ ．使用期限の表示において、配置販売される医薬品で

は、「配置期限」として記載されている。

　ｄ ．使用期限の表示については、適切な保存条件の下で

製造後１年を超えて性状及び品質が安定であることが

確認されている医薬品において法的な表示義務はない。

　１ ．ａ、ｂ　　２．ａ、ｃ　　３．ａ、ｄ

　　４．ｂ、ｃ　　５．ｃ、ｄ

【110】医薬品等の緊急安全性情報に関する次の記述の正
誤について、正しい組合せはどれか。

　ａ ．厚生労働省からの命令、指示、製造販売業者の自主

決定等に基づいて作成される。

　ｂ ．独立行政法人医薬品医療機器総合機構の医薬品医療

機器情報配信サービスによる配信、製造販売業者から

医療機関や薬局等への直接の配布、ダイレクトメール、

ファクシミリ、電子メール等により情報伝達されるも

のである。

　ｃ ．A４サイズの青色地の印刷物であり、ブルーレター

とも呼ばれる。

　ｄ ．医療用医薬品についての情報伝達である場合が多い

が、一般用医薬品にも関係する緊急安全性情報が発出

されたこともある。

 ａ ｂ ｃ ｄ

　１ ．正　　誤　　正　　誤

　　２．誤　　正　　誤　　誤

　　３．正　　正　　誤　　正

　　４．誤　　誤　　正　　正

　　５．正　　正　　正　　正

【111】総合機構のホームページに関する次の記述の正誤
について、正しい組合せはどれか。［改］

　ａ ．厚生労働省より発行される「医薬品・医療機器等安

全性情報」が掲載されている。

　ｂ．医薬品の生産量及び生産額情報が掲載されている。

　ｃ ．製造販売業者等や医療機関等から報告された、医薬

品による副作用が疑われる症例情報が掲載されている。

　ｄ ．新たに許可を取得した医薬品製造販売業者の情報が

掲載されている。

 ａ ｂ ｃ ｄ

　１ ．正　　誤　　正　　正

　　２．誤　　正　　誤　　誤

　　３．正　　正　　誤　　正

　　４．誤　　正　　正　　誤

　　５．正　　誤　　正　　誤

【112】医薬品の副作用情報等の収集及び評価に関する次
の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。［改］

　ａ ．医薬品医療機器等法第68条の２第２項の規定によ

り、登録販売者を含む医薬関係者は、製造販売業者等

が行う情報収集に協力するよう努めなければならない。

　ｂ ．収集された副作用等の情報は、その医薬品の製造販

売業者等において評価・検討され、必要な安全対策が

図られる。

　ｃ ．各制度により集められた副作用情報については、厚

生労働省において専門委員の意見を聴きながら調査検

討が行われる。

　ｄ ．総合機構は、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、

使用上の注意の改訂の指示等を通じた注意喚起のため

の情報提供や、効能・効果の一部変更、製造・販売の

中止、製品回収等の安全対策上必要な行政措置を講じ

ている。

　１ ．ａ、ｂ　　２．ａ、ｄ　　３．ｂ、ｃ

　　４．ｂ、ｄ　　５．ｃ、ｄ
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