『登録販売者試験 想定問題集』
【正誤表】
2008.8.11
注）以下は、本書の第１刷～６刷すべての正誤表です。ただし、増刷時には誤り箇所を修正しているので、
正しい記載になっている箇所がございます。

p.35 の上から 15 行目
【誤】咽頭 → 【正】喉頭
p.49 の下から 9 行目
【誤】約 5％ → 【正】約 2～2.5％
p.54～56
【誤】剤型 →

【正】剤形

p.74 の上から 4 行目
【誤】アスリン喘息 → 【正】アスピリン喘息
p.96 の上から 8,13 行目,下から 6 行目（他,本文中すべて修正）
【誤】ポピドンヨード → 【正】ポビドンヨード
p.101 の下から 16 行目
【誤】繊維質等 → 【正】線維質等
p.136 の下から 14 行目
【誤】強心薬 →

【正】婦人薬

p.158 の下から 2 行目
【誤】毛薬用薬

→ 【正】毛髪用剤

p.167 の上から 11 行目
【誤】意思 →

【正】意志

p.170 の下から 7 行目
【誤】リン酸ビリドキサール → 【正】リン酸ピリドキサール
p.171 の上から 1 行目
【誤】塩酸ヒドロキソコバラミン → 【正】削除（一般用医薬品にない）

p.218 の上から 19 行目
【誤】あむつ → 【正】おむつ
p.262 の下の図中
【誤】医薬品製造業者等 → 【正】医薬品製造販売業者等
p.296 の問 19 の解説 4
【誤】小児の代謝機能は未完成なので、代謝に時間がかかったり、代謝しきれずに悪影響が出ることが
ある。
【正】小児の代謝・排泄機能は未完成なので、代謝に時間がかかったり、排泄しきれずに悪影響が出る
ことがある。
p.300 の問 26 の解説（下から１行目）
【誤】5,000IU／日未満 → 【正】4,000IU／日以下
p.301 の問 27 の設問 b の解説
【誤】5,000IU 以下 → 【正】4,000IU 以下
p.309 の問 40 の設問 a の解説
【誤】サリドマイド訴訟では、～発生した。

→

【正】サリドマイド訴訟では、～発生したことが問

題になった。
p.315 の問 53 の設問 c の解説
【誤】乳状脂質（リポ蛋白質の一種） →

【正】乳状脂粒（リポ蛋白質の一種）

p.317 の問 58 の設問 d の解説
【誤】～、リジンの８種類。 → 【正】～、リジン、ヒスチジンの９種類。
p.317 の問 60 の設問 a
【誤】黄色色素ビリルビン → 【正】胆汁色素ビリルビン
p.318 の問 60 の設問 d の解説
【誤】下行結腸

→ 【正】Ｓ状結腸

p.334 の問 91 の設問 c の解説
【誤】筋組織の収縮性が低下する減少 →
p.334 の問 93 の設問 1 の解説
【誤】5％ → 【正】2～2.5％

【正】筋組織の収縮性が低下する現象

p.356 の問 129
・選択肢 ２

【誤】急性腎炎 → 【正】急性腎不全

・答

【誤】１ → 【正】２

・解説の上から 2 行目
【誤】～状がないので、間質性腎炎の可能性が疑われる。一般に急性腎炎では、消化器症状が現れる。
【正】～状がないので、急性腎不全の可能性が疑われる。一般に間質性腎炎では、消化器症状が現れる。
p.385 の問 178 の解説 4
【誤】塩酸セチルピリジニウム → 【正】塩化セチルピリジニウム
p.390 の問 187 の設問 b の解説
【誤】～、繊維質などの → 【正】～、線維質などの
p.398 の問 204 の設問 a
【誤】マルツエキスは、麦芽糖を 80％以上

→ 【正】マルツエキスは、麦芽糖を 60％以上

p.408 の問 220 の設問 d
【誤】低密度リポ蛋白（LDL）が 140mg/dL 以上、血中コレステロール値が 220mg/dL 以上の場合を、
高脂血症（脂質異常症）という。
【正】低密度リポ蛋白（LDL）が 140mg/dL 以上を、高脂血症（脂質異常症）という。
p.425 の問 252 の設問１と解説
（設問）
【誤】コンタクトレンズを装着している場合は、ソフト、ハードにかかわらず、添付文書に使用可能と
記載されたものを使用し、点眼の際はレンズをはずし、点眼後１０分程度時間をあけてから再装
着する。
【正】コンタクトレンズを装着している場合は、ソフト、ハードにかかわらず、添付文書にコンタクト
レンズ装着時でも使用可能と記載されたものを使用し、記載のないものはレンズをはずして使用
し、レンズは点眼後１０分程度時間をあけてから再装着する。
（解説）
【誤】コンタクトレンズを装着している場合は、ソフト、ハードに問わず、添付文書に使用可能と記載
されていない場合は、コンタクトレンズをはずしてから点眼する。点眼後は、５～１０分程度あ
けてから再び装着する。
【正】添付文書にコンタクトレンズ装着時でも使用可能と記載されていない点眼薬の場合は、コンタク

トレンズをはずして点眼する。レンズは、点眼後５～１０分程度あけてから装着する。
p.436 の問 270 の設問 2
【誤】細胞の蛋白質合成を阻害する → 【正】細菌の蛋白質合成を阻害する
p.439 の問 275 の設問 a
【誤】細胞壁を構成する → 【正】細胞膜を構成する
p.440 の問 277 の設問 3 とその解説
【誤】腫れや痛みを緩和 → 【正】腫れを緩和
p.461 の問 310 の設問 4
【誤】店舗販売業者が一般用医薬品以外の販売を行った場合、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金
又は併科される。
【正】店舗販売業者が一般用医薬品以外の医薬品の販売を行った場合、三年以下の懲役又は三百万円以
下の罰金又は併科される。
p.469 の問 324 の解説 2
（＊群：アスタリスク群）は削除
p.479 の問 338 の設問 d の解説
【誤】～医薬品を使用する前に判断 → 【正】～医薬品を使用する前と使用した後に判断
p.482 の問 342 の設問 a
【誤】正常及び品質 → 【正】性状及び品質

