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スタンダード薬学シリーズⅡ 
“第 3巻	化学系薬学	 Ⅲ．自然が生み出す薬物”	 第 1刷 

 

正	誤（2018年 5月現在） 
 

 

 

SBO 該当箇所	
誤 

（修正箇所を赤で示す） 
正	

（修正箇所を赤で示す）	

SBO 2 p.14 下から 11行目 から分枝したものは側根という．これら以外の

部位に… 
から分枝したものは側根という．これら定根＊

以外の部位に… 

（定根の語句注釈を欄外に追加） 
＊主根およびそこから派生した側根． 

SBO 1,5,6 p.37 欄外 

	  	  

SBO 1,5,6 p.42 下から 4行目 14キョウニン … ARMENICAE SEMEN，… 14キョウニン …ARMENIACAE SEMEN，… 

SBO 1,5,6 p.43 上から 13行目 15トウニン … PERSICAE CORTEX，… 15トウニン … PERSICAE SEMEN，… 

SBO 1,5,6 p.44 下から 5行目 主要成分	 グリチルリチン酸（日局 2.5％以上）	 主要成分	 グリチルリチン酸（日局 2.0％以上）	

SBO 1,5,6 p.51 上から 10行目 主要成分	 …シトロネラール，d -リモネン …	 主要成分	 …シトロネラール，(＋)-リモネン…	

SBO 1,5,6 p.55 下から 8行目 …香りは精油成分の t -アネトールに由来する．
… 

…香りは精油成分の trans -アネトールに由来
する．… 

SBO 1,5,6 p.55 下から 3行目 …の果実にも t -アネトールは含まれるが，… …の果実にも trans -アネトールは含まれるが，
… 

SBO 1,5,6 p.55 欄外図，下から 2
番目 

t -アネトール trans -アネトール 

SBO 1,5,6 p.56 上から 4行目 …の t -アネトールで，… …の trans -アネトールで，… 

SBO 1,5,6 p.61 上から 7行目 41ボウフウ …ASPOSHNIKOVIAE RADIX，
… 

41ボウフウ …SAPOSHNIKOVIAE RADIX，
… 

SBO 1,5,6 p.62 上から 10行目 確認試験	 …（クロシン類）が，二クロム酸カ

リウム比較液の…	

確認試験	 …（クロシン類）が，カルバゾクロ

ムスルホン酸ナトリウム比較液の… 

SBO 1,5,6 p.65 下から 4行目 …四物湯，八味ジオウ丸，牛車腎気丸，… …四物湯，八味地黄丸，牛車腎気丸，… 

SBO 1,5,6 p.67上から 11行目 …加熱により Rf値 0.25付近の濃い青のスポッ
ト… 

…加熱により Rf値 0.25付近の濃い青色のスポ
ット… 



2 
 

SBO 1,5,6 p.67 下から 17行目 [生干桔梗の読み仮名]しょうぼしぎきょう [生干桔梗の読み仮名]しょうぼしききょう 

SBO 1,5,6 p.67 下から 16行目 [晒桔梗の読み仮名]さらしぎきょう [晒桔梗の読み仮名]さらしききょう 

SBO 1,5,6 p.67 下から 2行目 51インチンコウ …茵陣蒿 51インチンコウ …茵陳蒿，茵蔯蒿 

SBO 1,5,6 p.81 演習 5・1欄外 
p.82 演習 5・3欄外 
p.83 演習 5・9欄外 

解答⇨p.317 解答⇨p.316 

SBO 7 
SBO 13 

p.90 演習 7・1欄外 
p.131 演習 13・1欄外 
p.131 応用・発展 13・
1欄外 

解答⇨p.318 解答⇨p.317 

アドバン

スト C 
SBO 14 

p.141 応用・発展 C・1
欄外 
p.147演習 14・1欄外 

解答⇨p.319 解答⇨p.318 

SBO 15 p.168 演習 15・1欄外 解答⇨p.320 解答⇨p.319 

アドバン

スト D 
p.176 欄外の図 

  

アドバン

スト D 
p.181 演習 D・1欄外 解答⇨p.320 解答⇨p.319 

SBO 16 p.190 欄外 paclitael paclitaxel 

SBO 16 p.196 演習 16・1欄外 解答⇨p.320 解答⇨p.319 

SBO17 p.200 図 17・3 

  

SBO17 p.200 図 17・4のタイ
トル 

図 17・4	 セニトロンの生合成 図 17・4	 セロトニンの生合成 

SBO17 p.202 リバスチグミン 

  

SBO 17 p.206 演習 17・1欄外 解答⇨p.320 解答⇨p.319 

アドバン

スト E 
p.207 図 E・1 
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アドバン

スト E 
p.207 図 E・1 〈誤〉 

 

〈正〉 

 

アドバン

スト E 
p.208 図 E・2 

  

SBO 18 p.217 ドキソルビシン 

  

SBO 21(2) p.273 下から 3行目 由来 真菌 Penicillium citriumが生産する… 由来 真菌 Penicillium citrinumが生産する… 

SBO 22 p.283 ポドフィロトキ
シン 

	  	  

SBO 22 p.287欄外 解答⇨p.322 解答⇨p.321 

アドバン

スト G 
p.298 上から 10行目 ため，各地域で… ため（図 G・2），各地域で… 

アドバン

スト G 
p.300 欄外 解答⇨p.323 解答⇨p.322 

 


