
2019年4月5日

「症例から考える代表的な8疾患 －解答・解説付－」訂正のお知らせ

正誤表
頁 正

ご購入いただきました『症例から考える代表的な8疾患 －解答・解説付－」』（2017 年 5 月発行　第1刷、第2刷、第3刷）におきまして，以下の誤りがございました。ここに訂正
させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

誤

年齢58歳、体重65kg、SCr1.4を代入すると、クレアチニンクリアランスは約52.9と
なる。

解答・解説編
50頁

問2
3行目

年齢57歳、体重70kg、SCr1.4を代入すると、クレアチニンクリアランスは約57.6と
なる。

2018年10月3日

（１）問題編

該当頁 誤 正

3 L－アスパラキナーゼ L－アスパラギナーゼ

3 アサシチジン アザシチジン

18 2）リュープリンSRキット　11.25 2）リュープリンSR注射用キット　11.25mg

19 リュープリンSRキット　11.25 リュープリンSR注射用キット　11.25mg

22 1)ジオトリフ錠　4mg 1)ジオトリフ錠　40mg

26 CDDP/PEM/BV療法 CDDP/PEM/BEV療法

27 CDDP/PEM/BV療法 CDDP/PEM/BEV療法

27 CDDP/PEM/BV療法を…抗悪性腫瘍薬（CDDP,PEM,BV） CDDP/PEM/BEV療法を…抗悪性腫瘍薬（CDDP,PEM,BEV）

27 DuBios式（BSA=W0.425×H0.725×0.007184） DuBios式（BSA=W0.425×H0.725×0.007184）

35 PML-RARa PML-RARα

53 選択されて 選択された

誤

正

87 表にまとよ。 表にまとめよ。

88 １）フェブリク錠25mg １）フェブリク錠20mg

問7　図74

問2　1行目

処方欄

問2

問3　1行目

問6　1行目

問19　図中

問6　2行目

表２列目13段目

処方欄

問6　1行目

処方欄

下から2行目

　ご購入いただきました「症例から考える代表的な8疾患 －解答・解説付－」（2017年5月発行　第1刷）におきまして、
以下の誤りがございました。お詫びして訂正いたします。

「症例から考える代表的な8疾患 －解答・解説付－」　訂正のお知らせ

【正誤表】

訂正箇所

表２列目10段目



88 3）ウラリットU配合散 3）ウラリット-U配合散

90 １）ハイカリック2号輸液 １）ハイカリック液-2号輸液

91 HCO3
- HCO3-

117 HMG-CoA還元酵素製剤 HMG-CoA還元酵素阻害剤

117 アミノトリプチン アミトリプチリン

121 マンにトール マンニトール

138 ベロスピロン ペロスピロン

138 プロナンセリン ブロナンセリン

143 ペランパネルTPM ペランパネル，TPM

160 喘息性気管支喘息 気管支喘息

189 ラビアクタ ラピアクタ

203 ソホスビル ソホスブビル

203 パリタピレビル パリタプレビル

210 1日2錠 1回2錠

（２）解答・解説編

該当頁 誤 正

11 130 100

26 BV：750mg BEV：750mg

誤

正

72 ハイカリック2号 ハイカリック液-2号輸液

84 クロールブロマジン クロルブロマジン

85 膵β細胞KATPチャネル 膵β細胞KATPチャネル

88 ペプリジン ペプリジル

35 問7　図

上から26行目

問4　図中

下から2行目

問13　5列目4段目

問7　3行目

問8　最終行

解説　下から6行目
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上の表4列目最下段
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問3　2行目
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問6　4列目1段目
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　ご購入いただきました「症例から考える代表的な8疾患 －解答・解説付－」（2017年5月発行　第1刷）におきまして、
以下の誤りがございました。お詫びして訂正いたします。
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88 ペプリジン ペプリジル

96 HMG-CoA還元酵素製剤 HMG-CoA還元酵素阻害剤

97 アミノトリプチン アミノトリプチリン

107 ⑦クロパザム ⑦クロバザム

133 プレディニン ブレディニン

141

ビスホスホネート製剤：エチドロン酸（ダイ
ドロネル），アレンドロン酸（フォサマック，
ボナロン），リセドロン酸（アクトネル，ベ
ネット），ミノドロン酸（ボノテオ，リカルボ
ン），イプリフラボン（オステン）
選択的エストロゲン受容体モジュレー
ター（SERM）：ラロキシフェン（エビスタ），
バゼドキシフェン（ビビアント）

ビスホスホネート製剤：エチドロン酸（ダイ
ドロネル），アレンドロン酸（フォサマック，
ボナロン），リセドロン酸（アクトネル，ベ
ネット），ミノドロン酸（ボノテオ，リカルボ
ン）
その他代謝性薬品：イプリフラボン（オス
テン）
選択的エストロゲン受容体モジュレー
ター（SERM）：ラロキシフェン，エビスタ，

145 ザミナビル ザナミビル

145 ラビアクタ ラピアクタ

145 ベラミビル ペラミビル

151 ホスカネット（ホスカビル） ホスカルネット（ホスカビル）

154 ソホスビル ソホスブビル

154 パリタピレビル パリタプレビル

155 10μg/mL以下 10μg/mL～20 μg/mL

158 アンテホテリシンB アムテホテリシンB
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問6　表4列目1段目

問6　表4列目2段目
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