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ユーキャンの登録販売者 これだけ！一問一答＆要点まとめ 第6版 

「試験問題の作成に関する手引き（令和4年3月）」公表に伴う変更のお知らせ 

 

 この度は、弊社書籍をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。 

 本書の記載内容について、「試験問題の作成に関する手引き（令和4年3月）」の公表に伴い、以下

のような変更がございますので、お知らせいたします。 

 

■「第 6 版 第 1〜7 刷」をお持ちの方 

  該当頁／箇所 変更前 変更後 

P12／Q4／2 行目 購入者が 購入者等が 

P13／A4／3 行目 

P13／A5／1 行目 

P14／Q8／1 行目 医薬品の効果とリスクは，薬物暴

露時間と曝露量との和で表現され

る用量-反応関係に 

医薬品の効果とリスクは，用量と

作用強度の関係（用量-反応関係）

に 

P14／Q9／2 行目 薬物用量を増加させるに伴い 薬物用量の増加に伴い 

P14／Q13／1 行目 健康補助食品などは健康推進・増

進を 

いわゆる「健康食品」などは健康

増進・維持を 

P14、15／QA14／全文 本文すべてを削除 

P15／A 8／2 行目 その効果とリスクは，薬物曝露時

間と曝露量との積で表現される用

量 - 反応関係に 

その効果とリスクは，用量と作用

強度の関係（用量-反応関係）に 

P15／A 9／1 行目 治療量上限を超えると，効果より 治療量上限を超えると，やがて効

果より 

P15／A 13／1 行目 健康補助食品（いわゆるサプリメ

ント）の中にはカプセル，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 

いわゆる「健康食品」の中にはカ

プセル，錠剤等の医薬品に類似し

た形状で発売されているものも多

く，誤った使用方法や個々の体質

により 

P16／Q16／1 行目 医薬品は複数の 医薬品の有効成分である薬物は複

数の 

P17／A 16／3 行目 好ましくないもの（有害事象）に

ついて 

下線部を削除 

P18／Q23／1 行目 影響のように直ちに明確 

P18／Q27／2 行目 不審な購入者には 

P19／A 23／1 行目 自覚できるものだけでなく直ちに

明確な 

P19／A 24／2 行目 有害事象 副作用 

P19／A 25／3 行目 

P20、21／QA29／1 行目 医薬品が吸収，代謝，分布または 医薬品が吸収，分布，代謝または 

P20／Q33／1 行目 乳児とは０歳から３歳まで 乳児とは生後 4 週以上から３歳ま

で 

P20、21／QA35／1 行目 医薬品の使用上の注意においては 「医療用医薬品の添付文書等の記

載要領の留意事項」においては 
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該当頁／箇所 変更前 変更後 

P21／A 32／3 行目 食品と医薬品とを 医薬品と食品とを 

P21／A 33／全文 以下の記述に差し替え 

新生児とは生後４週未満，乳児とは生後４週以上，１歳未満，幼児とは１

歳以上，７歳未満，小児とは７歳以上，15 歳未満をいう。ただし，一般的

に 15 歳未満を小児とすることもある。 

P25／A 46／2 行目 体調の不調や 体調不良や 

P26／Q55／１～3 行目 購入者が自分自身や～適正に使用

しようとするよう， 

購入者等が自分自身や～適正に使用

するよう， 

P27／A55／2 行目 説明した内容が生活者にどう～ 説明した内容が購入者等にどう～ 

P26／Q56／2 行目 購入者側の 購入者側等の 

P27／A 56／3 行目 

P27／A 57／2 行目 

P26／Q57／1 行目 購入者 購入者等 

P27／A 57／1 行目 

P28／Q62／1 行目 

P29／A 58／1 行目 

P28／Q58／1 行目 妊婦が想定 妊婦等が想定 

P28／Q61／2 行目 ほかの医薬品や食品を摂取してい

ないか 

ほかの医薬品の使用や食品の摂取を

していないか 

P28、29／QA63／1 行目 症状がある場合 症状等がある場合 

P30、31／QA73／1 行目 わが国 

 

 

 

 

日本 

P32／Q77／1 行目 

P33／A 77／3 行目 

P105／A 301／1 行目 

P32、33／QA78／1 行目 スモン患者に対して スモン患者に対する施策や救済制度

として 

P36／①副作用の種類と

症状／副作用 

一般的には有害な場合があるので

有害作用ともいう。 

左記を削除 

P46、47／QA116／2 行目 老廃物を排泄器官へ運ぶ 老廃物を肺や腎臓へ運ぶ 

P51／A 130／2 行目 アドレナリンとノルアドレナリン

が 

アドレナリン（エピネフリン）とノ

ルアドレナリン（ノルエピネフリ

ン）が 

P55／A 138／全文 以下の記述に差し替え 

網膜には光を受容する細胞（視細胞）が密集していて，視細胞が受容し

た光の情報は網膜内の神経細胞を介して神経線維に伝えられる。網膜の

神経線維は眼球の後方で束になり，視神経となる。 

P55／A 142／2 行目 角膜や結膜を防御する 角膜や結膜を感染から防御する 

P57／A 145／2 行目 長時間同じにおいをかいでいる 同じにおいを継続してかいでいる 
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該当頁／箇所 変更前 変更後 

P63／A 162／2 行目 膜の外側には靱帯があり，骨を連

結し 

膜（滑膜）は軟骨の働きを助け，

靱帯は骨を連結し 

P64／Q171／2 行目 神経伝達物質はアドレナリンとノ

ルアドレナリン 

下線部を削除 

P65／A 170／2 行目 交感神経と副交感神経の２つの神

経線維が支配している（自律神経

の二重支配） 

交感神経系と副交感神経系の２つ

の神経系が支配している（自律神

経系の二重支配） 

P67／中段の見出し・本文 ・自律神経の働き 

効果をおよぼす各臓器・器官（効

果器）に対して交感神経と副交感

神経の 2 つの神経線維が支配する

ことを自律神経の二重支配とい

う。 

・自律神経系の働き 

効果をおよぼす各臓器・器官（効

果器）に対して交感神経系と副交

感神経系の 2 つの神経線維が支配

することを自律神経系の二重支配

という。 

P73／A 193／4 行目 水などで食道に流し込む 水などで飲み込む 

P73／A 195／全文 以下の記述に差し替え 

軟膏剤は，油性の基剤で皮膚への刺激が弱く，適用部位を水から遮断し

たい場合等に用い，患部が乾燥していても浸潤していても使用できる。 

P76／Q210／1 行目 消化性潰瘍は，医薬品の副作用に

より胃や十二指腸の粘膜が傷害さ

れた状態であり，嘔吐，腹痛 

消化性潰瘍になると，嘔吐，腹痛 

P77／A 208／1 行目 髄液に細菌・真菌が検出 髄液に細菌が検出 

P77／A210／1 行目 

 

消化性潰瘍は，医薬品の副作用に

より胃や十二指腸の粘膜が傷害さ

れた状態であり，胃のもたれ， 

消化性潰瘍になると，胃のもた

れ， 

P78／Q217／1 行目 鬱血性心不全 うっ血性心不全 

P79／A 217／2 行目 

P85／表／▶体の局所に現

れる副作用／5 段目／左

列 

P99／A 286／4 行目 

P85／表／▶ 精神神経系

に現れる副作用／2 段目

／右列 

細菌・真菌が検出されない 下線部を削除 

P85／表／▶体の局所に現

れる副作用／1 段目／右

列 

下の記述に差し替え 

胃や十二指腸の粘膜組織が傷害されて，粘膜組織の一部が粘膜筋板を超

えて欠損する状態 

P88、89／QA247 本文すべてを削除 

P91／A 250／2 行目 配合されていたり，甘味料として 配合されていることが少なくな

く，グリチルリチン酸二カリウム

は甘味料として 

P102／かぜ薬の主な配

合成分／表／主な成分／

7 段目／1～２行目 

セミアルカリプロティナーゼ， 

ブロメライン，  

下線部を削除 

P103／解熱鎮痛薬の主

な配合成分／表／主な成

分／1 段目／2 行目の下 

下の記述を追加 

サリチル酸ナトリウム 

P107／A 310／2 行目 鬱病や うつ病や 

P110、111／QA321／1 行

目 

プロメタジンテオクル酸塩 プロメタジン塩酸塩                      

P111／A 325／1 行目 ３歳未満では自律神経系が未発達

で乗物酔いが 

下線部を削除 
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該当頁／箇所 変更前 変更後 

P114／Q339／2 行目 デキストロメトルファン臭化水素

酸塩 

デキストロメトルファン臭化水素

酸塩水和物 

P115／A 338／1 行目 コデインリン酸塩 コデインリン酸塩水和物 

P115／A 339／3 行目 

P117／A 349／1 行目 ヤマザクラの樹皮を ヤマザクラまたはカスミザクラの

樹皮を 

P120、121／QA364 本文すべてを削除 

P121／A 365／3 行目 クロルヘキシジングルコン酸塩と

ヨウ素系殺菌消毒成分配合の 

ヨウ素系殺菌消毒成分やクロルヘ

キシジングルコン酸塩またはクロ

ルヘキシジン塩酸塩配合の 

P124／鎮暈薬の主な配

合成分／表／主な成分／

2 段目／2 行目 

プロメタジンテオクル酸塩 プロメタジン塩酸塩 

P124／鎮暈薬の主な配

合成分／表／主な成分／

3 段目／2 行目 

ロートコンの軟エキス ロートエキス（ロートコンの抽出

物） 

P125／鎮咳去痰薬の主

な配合成分／表／主な成

分／1 段目／1〜3 行目 

コデインリン酸塩，ジヒドロコデ

インリン酸塩，ノスカピン，デキ

ストロメトルファン臭化水素酸塩 

コデインリン酸塩水和物，ジヒド

ロコデインリン酸塩，ノスカピ

ン，ノスカピン塩酸塩水和物，デ

キストロメトルファン臭化水素酸

塩水和物 

P125／鎮咳去痰の主な

配合成分／表／主な成分

／2 段目／3 行目 

トリメトキノール塩酸塩 トリメトキノール塩酸塩水和物 

P125／得点アップの鍵

カンゾウとマオウ／カン

ゾウ／1 行目 

下線部の記述を削除 

マメ科のカンゾウ等の根を用いた生薬 

P125／得点アップの鍵

カンゾウとマオウ／マオ

ウ／1 行目 

下線部の記述を削除 

マオウ科のシナマオウ等の地下茎を用いた生薬 

P128／Q384／1 行目 ヒグマの胆汁 クマ科の Ursus arctos Linné 又

はその他近縁動物の胆汁 

P130、131／QA395／1

行目 

制酸剤 制酸薬 

P135／A 406／1 行目 （ベルベリン，アクリノール＊1，

木クレオソートなど） 

（ベルベリン塩化物，アクリノー

ル＊1 など） 

P135／A 408／1 行目 殺菌作用と局所麻酔作用を併せも

つのは木クレオソートである。 

左記を削除 

P137／A 412／1 行目 ダイオウ，カサントラノールにつ

いては 

下線部を削除 

P139／A 419／1 行目 腹部膨満感のある人における 腹部膨満感のあるものの 

P147／A 453／4 行目 肝障害を悪化 肝機能障害を悪化 

P149／表／主な成分／5

段目／2 行目 

木クレオソート 

 

左記を削除  

 

P149／表／作用・主な成

分／6 段目の下 

分類・止瀉成分に下の項目を追加 

生薬成分 木クレオソート 
 

P149／表／主な成分／8

段目／1 行目 

センノシド，カサントラノール，

ビサコジル 

下線部を削除 

P151／A 459／1 行目 シナヒキガエルの毒腺の分泌物 アジアヒキガエルの耳腺の分泌物 
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該当頁／箇所 変更前 変更後 

P151／A 460／3 行目 マンシュウジカなどの雄の幼角生

薬 

雄鹿の角化していない幼角生薬 

P151／A 462／1 行目 尿量増加（利尿）作用 利尿作用 

P152、153／QA469／1

行目 

 

大豆油不鹸
ふ け ん

化物 

 

大豆油不けん化物 

P170／高コレステロー

ル改善薬の主な配合成分

／表／主な成分／1 段目 

P157／A 480／2 行目 圧縮して板状としたもので，末梢

の血行を促し鬱血を除く 

圧搾して板状としたもので，末梢

の血行を促しうっ血を除く 

P158、159／QA488／1

行目 

血管が鬱血し 血管がうっ血し 

P160／Q499／2 行目 グリチルレチン酸やリゾチーム塩

酸塩が配合 

下線部を削除 

P162、163／QA513／1〜

2 行目 

漢方製剤 漢方処方製剤 

P163／A 506／2 行目 尿量増加を期待して 利尿作用を期待して 

P165／A 518／2 行目 感情の不安定，興奮，抑鬱など 感情の不安定，抑うつなど 

P171／表／主な成分／5

段目 

グリチルリチン酸，リゾチーム塩

酸塩 

下線部を削除 

P171／得点アップの鍵

内服用の痔の薬の成分／

2 行目 

抗炎症成分，止血成分 

P173／A 543／1 行目 グリチルリチン酸やブロメライ

ン， 

P174／Q552／2 行目 口内炎には 

  

口内炎，湿疹
し っ し ん

・皮膚炎，皮膚の痒
か ゆ

みには 

P174／Q553／2 行目 
急性湿疹

しっしん

に 
下線部のルビを削除 

P174／Q554／1 行目 
痒
かゆ

みが強く 

P176、177／QA561／全

文 

本文すべてを削除 

P181／A 577／1 行目 点眼後は数秒間眼瞼を閉じ 点眼後はしばらく眼瞼を閉じ 

P181／A 578／2 行目 睫毛などに触れて 睫毛に触れて 

P182／Q587／1 行目 リゾチーム塩酸塩やグリチルリチ

ン酸二カリウムなどは 

グリチルリチン酸二カリウムやベ

ルベリン硫酸塩は 

P183／A 585／1 行目 アセチルコリン分解酵素（コリン

エステラーゼ） 

コリンエステラーゼ 

P183／A 587／1 行目 リゾチーム塩酸塩やグリチルリチ

ン酸二カリウムなどは，比較的緩

和な抗炎症作用を示すが，まれに

リゾチーム塩酸塩は全身性の重大

な副作用を生じることがある。 

グリチルリチン酸二カリウムは，

比較的緩和な抗炎症作用を示す。

ベルベリンによる抗炎症作用を期

待して、ベルベリン硫酸塩が配合

されている場合もある。 

P184／Q590／1 行目 ヒアルロン酸ナトリウム 精製ヒアルロン酸ナトリウム 

P185／A 590／1〜3 行目 結膜や角膜の乾きの改善目的にコ

ンドロイチン硫酸ナトリウム＊1 が

配合される。ヒアルロン酸ナトリ

ウムは粘稠化剤（添加物）として

添加される。 

角膜の乾きの改善目的にコンドロ

イチン硫酸ナトリウム＊1 や精製ヒ

アルロン酸ナトリウムが用いられ

る。 
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該当頁／箇所 変更前 変更後 

P186／Q603／1 行目 アクリノールやオキシドール（過

酸化水素水）は 

下線部を削除 

P187／A 603／1 行目 アクリノールやオキシドールは 

P188、189／QA610／全

文 

本文すべてを削除 

P189／A 605／3 行目 石鹸分は洗い落とす 石けん分は洗い落とす 

P189／A 608／4 行目 石鹸分との混合で 石けん分との混合で 

P189／A 611／3 行目 粘膜面や 粘膜や 

P192／Q622／2 行目 購入したりする者には 購入したりする者などには 

P192、193／QA623／1

行目 

ステロイドホルモンと共通する化

学構造 

ステロイド骨格 

P195／A 633／2 行目 洗浄力の強い石鹸 洗浄力の強い石けん 

P196、197／QA640／1

行目 

軟膏・クリーム 下線部を削除 

P199／A 649／2 行目 木クレオソート，  

P197／A 638／2 行目 硫酸フラジオマイシン*1 など フラジオマイシン硫酸塩など 

P200／Q655／1 行目 グリチルレチン酸などは グリチルレチン酸は 

P201／A 655／3 行目 内服薬にはリゾチーム塩酸塩があ

る。 

グリチルリチン酸二カリウムは内

服薬としても用いられる。 

P204／表／主な成分／1

段目／最終行の後 

下の記述を追加 

，アゼラスチン，エメダスチン，ケトチフェンフマル酸塩，エピナスチ

ン塩酸塩，フェキソフェナジン塩酸塩，ロラタジン 

 

P204／表／主な成分／2

段目／3 行目 

ブロメライン，  下線部を削除 

P208／Q680／2 行目 夜盲症（とり目） 夜盲症（とり目，暗所での見えに

くさ） 

P215／A 704／3 行目 副作用を招きやすく 副作用を生じやすく 

P215／A 708／2 行目 適するものではなく， 適するわけではない。 

P216／Q710／2 行目 関節痛， 関節の腫れや痛み， 

P217／A 710／3 行目 

P218、219／QA720／1

行目 

セリ科のボウフウの根 セリ科の Saposhnikovia 

divaricata Schischkin の根 

P218、219／QA723／1

行目 

食品（ハーブ） 食品（ハーブ等） 

P220、221／QA727／1

行目 

クレゾール石鹸は クレゾール石ケン液は 

P221／A 731／2 行目 ジクロルイソシアヌル酸ナトリウ

ム 

ジクロロイソシアヌル酸ナトリウ

ム 

P230、231／QA767 本文すべてを削除 

P231／A 766／2 行目 （擬陰性） （偽陰性） 
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該当頁／箇所 変更前 変更後 

P233／表／手足・皮膚消

毒成分のほか，器具の殺

菌・消毒にも用いられる

成分／名称／1 段目 

クレゾール石鹸液 クレゾール石ケン液 

P235／A 773／全文 全文を下の記述に差し替え 

薬局開設者，店舗販売業者又は配置販売業者は，その薬局，店舗又は区

域において業務に従事する登録販売者に対し，厚生労働省大臣に届出を

行った者（研修実施機関）が行う研修を毎年度受講させなければならな

い。 

P236／Q 779／4 行目 （医薬部外品及び化粧品を除く。） （医薬部外品，化粧品及び再生医

療等製品を除く。） 

P237／A 781／全文 全文を下の記述に差し替え 

薬局及び医薬品の販売業においても，不正表示医薬品（法第５０から５

４条違反）は販売し，授与し，又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し，

若しくは陳列してはならず（第５５条第１項），摸造に係る医薬品及び次

に掲げる不良医薬品は，販売し，授与し，又は販売若しくは授与の目的

で製造し，輸入し，貯蔵し，若しくは陳列してはならない（法第５５条

の２及び，第５６条）。 

P239／A 788／全文 全文を下の記述に差し替え 

毒薬又は劇薬は，要指導医薬品に該当することはあるが， 現在のとこ

ろ，毒薬又は劇薬で，一般用医薬品のものはない。 

P239／A 792／3 行目 二百万円以下の罰金 200 万円以下の罰金 

P242／Q804／1 行目 医薬品の効能効果その他使用およ

び取扱い上必要な注意はその添付

文書，容器等または外箱等 

要指導医薬品，一般用医薬品の効

能効果その他使用および取扱い上

必要な注意は添付する文書または

容器等もしくは外箱等 

P243／A 804／1 行目 薬機法第 52 条で 薬機法第 52 条第 2 項で 

P252、253／QA842／1

行目 

特別用途食品は 特別用途食品（特定保健用食品を

含む）は 

P252、253／QA843／1

行目 

特別用途食品は 特別用途食品（特定保健用食品を

除く）は 

P253／A 844／2 行目 安全性に関する 安全性等に関する 

P255／A 849／3 行目 消費者庁長官へ届けられたもの 消費者庁長官へ届け出られたもの 

P255／A 850／1 行目 健康食品とよばれるものは，法令

で定義されたものではなく，一般

に用いられているものである。 

健康食品という単語は，法令で定

義された用語ではないが，一般に

用いられている単語である。 

P259／A 864／2 行目 業務を行う場所 業務並びに薬剤及び医薬品の適正

な使用に必要な情報の提供及び薬

学的知見に基づく指導の業務を行

う場所 

P262／Q878／1 行目 購入者の居宅に 購入者の居宅等に 

P263／A 878／1 行目 購入者居宅に 購入者居宅等に 

P266／Q894／3 行目 購入者に伝える 購入者等に伝える 

P270／Q907／2 行目 開設者や管理者の氏名 開設者等や管理者の氏名 

P270／Q908／1 行目 掲示すべき要指導医薬品 掲示すべき薬局製造販売医薬品，

要指導医薬品 

P271／A908／3 行目 指定第二類医薬品など 指定第二類医薬品，薬局製造販売

医薬品など 
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該当頁／箇所 変更前 変更後 

P273／A917／2 行目 都道府県知事および 都道府県知事（その薬局又は店舗

の所在地が保健所を設置する市は

特別区の区域にある場合において

は，市長又は区長。）および 

P280／Q948／3 行目 疑いのある物品を 下線部を削除 

 

P281／A 947／1 行目 都道府県知事等は 

P281／A 948／1 行目 都道府県知事等は 

P281／A 948／3 行目 物品を試験のため 

P285／医薬品の定義／

表／ポイント／1 段目／1

行目 

第 16 改正日本薬局方には化学薬

品，生薬など 1896 品目が 

第 18 改正日本薬局方には化学薬

品，生薬など 2033 品目が 

P285／健康食品の制度

と分類／図／左から 2 列

目／3 行目 

（条件つき特定 （条件付き特定 

P289／A 961／2 行目 統一された標識的マークが付され

ており， 

例示された標識的マークが付され

ていることが多く， 

P290／Q965／2 行目 使用すると有害事象を 使用すると副作用を 

P298／表／項目／5 段目

／図／見出し 

各項目の統一マーク 各項目の条例マーク 

P305／A 1015／3 行目 領収書などのほか 受診証明書などのほか 

P311／A 1038／1 行目 コデインリン酸塩・ コデインリン酸塩水和物・ 

P314／Q1055／1〜2 行

目 

クローン氏病が再発するおそれが

あるため，「相談すること」にクロ

ーン氏病にかかった 

下線部を削除 

P315／A 1055／2 行目 クローン氏病が再発 

P316／医薬品副作用被

害救済制度の仕組み／図

／⑤ 

⑤判定の通知 ⑤判定結果の通知 


