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物理化学・物理薬剤学・製剤学 
タイトル 講義範囲 

物理 1 反応速度と反応速度定数（０次、１次、２次反応） 

物理２ 懸濁剤の分解反応（擬０次反応） 

物理３ 複合反応の種類（不可逆、可逆、併発、連続反応） 

物理４ 医薬品の安定性（アレニウス式、アレニウスプロット） 

物理５ 医薬品の安定性（特殊酸・塩基触媒反応、イオン強度、誘電率）、溶解速度 

物理６ 溶解速度（ノイエス・ホイットニー式、Hixson-Crowell式） 

物理７ 熱力学（ΔG、ΔH、ΔS、化学ポテンシャル、系） 

物理８ 粒子と粉体（粒子径の測定方法）、密度計算、空隙率計算 

物理９ 粒子と粉体（充てん性、流動性、吸湿性）、 

界面化学（界面張力、界面活性剤、界面活性剤の性質） 

物理 10 界面化学（ぬれ）、相平衡（固相液相平衡、液相液相平衡） 

物理 11 相平衡（液相気相平衡、状態図）、分散系（コロイド） 

物理 12 分散系（乳剤、懸濁剤）、レオロジー（レオグラムの見方） 

物理 13 レオロジー（構造粘性、チキソトロピー、粘度測定法）、 

製剤化の修飾（安定性、溶解性、包接化合物、複合体安定度定数） 

物理 14 ドラッグデリバリーシステム（膜制御型、マトリックス型） 

物理 15 放出制御型非経口投与製剤、標的指向型製剤、プロドラッグ 

 

 

生化学 
タイトル 講義範囲 

生化１ 糖質の構造と性質（単糖、オリゴ糖、多糖） 

生化２ 脂質の構造と性質（脂肪酸、中性脂肪、ステロール、グリセロリン脂質） 

生化３ アミノ酸、タンパク質の構造と性質 

生化４ 栄養素の消化・吸収（糖質、脂質、アミノ酸の吸収・トランスポーター） 

生化５ 糖質の代謝（解糖系、TCAサイクル、電子伝達系、酸化的リン酸化）、脂肪酸合成 

生化６ 脂質の代謝（β酸化）、アミノ酸の代謝、エネルギー代謝まとめ 

生化７ 免疫（自然免疫、獲得免疫）、免疫応答の流れ、 

生化８ 免疫（免疫担当細胞）、サイトカイン 

生化９ 栄養素の消化、吸収、トランスポーターの復習問題と解説 

生化 10 無機物（ミネラル） 

生化 11 ビタミン 

 

食品衛生 
タイトル 講義範囲 

食品１ 食中毒概論、ウイルス性食中毒、細菌性食中毒 

食品２ 細菌性食中毒問題解説、マイコトキシン、自然毒、重金属（カドミウム～鉛まで） 

食品３ 重金属（水銀、ヒ素）、化審法、農薬概論 

食品４ 有機塩素系、ダイオキシン類、有害性有機溶媒、有機リン系、カルバメート系 

食品の変質（褐変現象） 

食品５ 食品の変質（腐敗、変敗（食品添加物：酸化防止剤））、食品の保存 

食品６ 食品添加物、食品の機能、HACCP 
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保健衛生 
タイトル 講義範囲 

保健１ 食品添加物、食品の機能問題解説 

保健統計（人口静態統計、人口動態統計の概略、平均余命、人口ピラミッド） 

保健２ 出生と死亡、再生産率、粗死亡率、年齢調整脂肪率、PMI、特殊年齢別死亡率、 

傷病統計、疾病の予防 

保健３ 疫学（記述疫学、分析疫学） 

保健４ 感染症 

 

毒性学 
タイトル 講義範囲 

毒性１ 発がん性物質、毒性試験（ADI計算） 

毒性２ 化学物質の毒性（一般毒性試験、特殊毒性試験、Ames試験） 

毒性３ 薬毒物の特徴と検出法 

 

有機 
タイトル 講義範囲 

有機１ 周期表の性質～共有結合と混成軌道の成り立ち 

有機２ 混成軌道（続き）～イオン結合 

有機３ 配位結合、分子間力と物性 

有機４ 芳香族性、命名法（炭化水素の命名法） 

有機５ 命名法 

有機６ 命名法～幾何異性体 

有機７ RS表示法 

有機８ 立体の性質（エナンチオマー、ジアステレオマー、メソ体）、立体配座 

有機９ 立体配座、置換反応（求核置換） 

有機 10 求電子置換反応、置換反応まとめ 

有機 11 脱離反応 

有機 12 求電子付加反応 

有機 13 求核付加反応 

有機 14 酸塩基の強弱 

 

機器分析 
タイトル 講義範囲 

分析１ 電磁波 

分析２ 紫外可視吸光光度法、蛍光光度法 

分析３ 蛍光光度法～原子吸光光度法 

分析４ 赤外吸収スペクトル（原理・構造解析）質量分析 

分析５ 核磁気共鳴スペクトル測定法 

分析６ 官能基の定性反応① 

分析７ 官能基の定性反応② 

分析８ 分離精製① 

分析９ 分離精製② 
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薬理・病態 
タイトル 講義範囲 

薬理１ 自律神経の機能形態～情報伝達様式の特徴 

薬理２ 拮抗二重支配～副交感神経興奮薬 

薬理３ 副交感神経遮断薬（抗コリン薬）～アドレナリンの合成経路 

薬理４ 交感神経系生理作用～交感神経興奮薬 

薬理５ オータコイド（ヒスタミン、セロトニン、RAA、キニン、エイコサノイド） 

薬理６ エイコサノイド続き～その他の生体内活性物質 

薬理７ ホルモンと関連薬剤（ホルモン概要、分類、視床下部ホルモン、下垂体前葉、 

後葉ホルモン、尿崩症） 

薬理８ ステロイドホルモン（合成経路、分類、副腎皮質ホルモン、男性ホルモン） 

及び関連薬剤 

薬理９ ステロイドホルモン（女性ホルモン） 

薬理 10 甲状腺ホルモン、甲状腺疾患、カルシウム調節ホルモン 

薬理 11 骨粗しょう症、すい臓ホルモン 

薬理 12 糖尿病、糖尿病治療薬 

薬理 13 糖尿病答え合わせ、循環器機能形態 

薬理 14 虚血性心疾患 

薬理 15 高血圧と降圧薬 

薬理 16 降圧薬問題、不整脈、不整脈問題、心不全イントロ 

薬理 17 心不全 

薬理 18 感覚器系疾患 

薬理 19 利尿薬 

薬理 20 中枢機能形態、全身麻酔薬 

薬理 21 睡眠薬、不安神経症、抗不安薬、統合失調症（イントロ） 

薬理 22 統合失調症治療薬、気分障害、炭酸リチウム 

薬理 23 抗うつ薬、てんかん（病態） 

薬理 24 てんかん（病態・治療薬） 

薬理 25 パーキンソン病・アルツハイマー認知症 

薬理 26 モルヒネ 

薬理 27 消化器機能形態、逆流性食道炎、消化性潰瘍（病態） 

薬理 28 消化性潰瘍（治療薬）消化器系に作用する薬物（下剤、止瀉薬、吐き気止） 

薬理 29 血液組成～貧血 

薬理 30 貧血治療薬～血小板凝集抑制薬 

薬理 31 血液凝固系に作用する 

薬理 32 出血性疾患 

薬理 33 抗病原生物薬（β-ラクタム、グリコペプチド） 

薬理 34 抗病原生物薬、合成抗菌薬 

薬理 35 抗真菌薬、抗ウイルス薬 
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薬物動態 
タイトル 講義範囲 

動態１ バイオアベイラビリティ 

動態２ 静脈内投与、分布容積、小腸の構造、生体必須物質の吸収、バイオアベイラビリテ

ィの復習 

動態３ 経口投与、とんぼ返り現象、消失のパラメータ（クリアランス、消失速度の考え方） 

線形１コンパートメントモデルの基礎的な計算演習 

動態４ 問題解説（問題プリントｐ34～ｐ39）、生理学的モデル、肝抽出率 

動態５ 肝固有クリアランス、Well-stirred model、 

動態６ AUCの使い方、薬物動態計算演習、問題解説 

動態７ 点滴投与、投与計画、連続投与 

動態８ 連続投与、蓄積率、MRT、MAT 

動態９ 吸収（バイオアベイラビリティ、膜透過機構） 

動態 10 吸収（胃内容排出速度、pKaと吸収率、分配係数と吸収率、消化管以外からの吸収）、

分布（分布容積、分布に関する因子） 

動態 11 分布（タンパク結合定数、タンパク結合に影響を与える因子、血液脳関門、 

血液脳脊髄液関門、胎盤関門）、代謝（薬物代謝機構概論） 

動態 12 代謝（CYPの分子種、代謝に影響を与える因子、遺伝子多型、誘導剤、阻害剤、CYP

の特徴、酸化機構） 

動態 13 代謝（第Ⅰ相反応、第Ⅱ相反応） 

動態 14 排泄（腎排泄機構、尿細管分泌、尿細管再吸収、腎クリアランス計算、尿中排泄速

度計算） 

動態 15 排泄（排泄パターン、胆汁排泄、腸肝循環）、非線形コンパートメントモデル 

動態 16 非線形問題、Michaelis-Menten式、Lineweaver-Burkプロット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


