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第112回看護師国家試験では令和５年版出題基準が適用されます。その改定ポイントを踏まえ、
どのように国試対策指導をすべきかを解説いたします。

まずは基本情報として、
合格率の推移を見てみます。
全体の合格率は90%前後、
新卒者のみの合格率は 95%
前後で推移しています。毎回
難易度についてさまざまな
声が上がりますが、合格率
としては安定しているといえ
ます。

……ボーダー上昇について分析すると、さらに 2 つの理由がみえてきました。

第111回国試の特徴として、一般・状況設定問題
のボーダーラインが、第110 回より 8 点上昇したこ
とが挙げられます（右図の棒グラフ）。
一方、右図の折れ線グラフは、弊社採点サービス	

「ネコナースの合格予報」をもとにした、必修問題の
合格ラインをクリアした受験生の割合（パス率）です。
合否の判定としては、必修をパスできた受験生の

なかで、一般・状況のボーダーを設定していると思
われます。したがって、必修パス率と一般・状況ボー
ダーには相関があり、第111回は必修パス率が上
がったことでボーダーも上昇したと考えられます。

国試の主な出題形式として4 肢択一・
5 肢択一・5 肢択二がありますが、5 肢
択二の平均正答率は特に低い傾向があり
ます（第111回で 54.7％）。第111回では、
一般問題での 5肢択二形式が第110 回
と比べて 8 問も少なく、これが一般・状
況設定問題のボーダー上昇の一因と考え
られます。

ここでいうプール問題は、「国試の過去問と問題文がほぼ or まったく同じ、かつ選択肢の大部分が同じ」と定義して
います。
こうした問題は過去問と「ほとんど同じ」なので、過去問演習で正解できていればまず間違えることはないといえます。
第111回の一般問題におけるプール問題は第110
回より10 問多く、さらに状況設定でも 6 問（3 連問
× 2 題）ありました。特に状況設定のプール出題は
近年みられなかったもので、大きな特徴といえます。
点数にすると、第110 回より一般・状況設定あわ

せて 22 点分多い計算になりました。これもボーダー
上昇の一因といえます。

新出題基準！第112回看護師国試攻略法

第111回看護師国家試験　ボーダー上昇２つの理由

　特 集

第 111 回 午前 47

脳血管造影を行う患者の看護について適切なのはどれか．
１．前日に頭部の剃毛を行う．
２．検査中は患者に話しかけない．
３．穿刺部末梢側の動脈の拍動を確認する．
４．検査30分前まで食事摂取が可能である．

第 111 回午前 112 ～ 114

Aさん（23歳，女性）は大学を卒業後，会社に就職して1人暮らしを始め
た．入社後に「会社の制服が似合うようになりたい」とダイエットを始め，
次第にるいそうが目立つようになった．「太るのが怖い」と言って食事を拒
否するようになり，体重は1年間で10kg減少した．しかし，本人は「まだ
太っているから，痩せないといけない」と話していた．久しぶりにAさんと
会った母親が，過度のるいそうを心配して，内科受診を勧めた．内科では
るいそう以外に大きな異常を認めず，精神科受診を勧められた．精神科で
は神経性無食欲症と診断され，外来通院を開始した．その後，低血糖に
よるふらつきのため職場で頻回に転倒するようになった．それでも食事を
十分に摂らないため，精神科病棟へ入院した．入院時，身長166cm，体
重36kgであった．入院後，食事のほかに点滴による栄養補給が始まった．

〔112〕
１．治療開始早期に看護師が最も注意すべき観察項目はどれか．
２．脱毛
３．浮腫
４．抑うつ
５．嚥下障害

第 106 回午前 112 ～ 114

Aさん（23歳，女性）は，大学を卒業後，インテ
リア会社に事務職として就職した．入社後に「ユニ
フォームが似合うようになりたい」とダイエットを始
め，次第にやせが目立つようになった．母親がAさ
んに食事を作っても「太るのが怖い」と言って食べ
ず，体重は2週間で5kg減少した．心配した母親と
ともに精神科外来を受診し，摂食障害と診断され，
開放病棟へ入院した．入院時，身長160cm，体重
37kgであった．

〔112〕
入院から1週間の期間に観察すべき項目はどれか．
2つ選べ．
１．浮腫の程度
２．過食の有無
３．活動量の低下
４．嚥下障害の有無
５．振戦せん妄の有無

第 104 回 午後 55

脳血管造影を行う患者の看護について最も適切なのはどれか．
１．前日に側頭部の剃毛を行う．
２．検査30分前まで食事摂取が可能である．
３．検査中は患者に話しかけない．
４．穿刺部の末梢側の動脈の拍動を確認する．

第109回 第110回 第111回
合　計 31問 40問 60問
うち必修 18問 23問 27問
うち一般 13問 17問 27問
うち状況 0問 0問 6問

第109回 第110回 第111回
必修 一般 状況 必修 一般 状況 必修 一般 状況

選
択
肢
型

4 肢択一 48 103 51 49 95 52 49 102 52
5 肢択一 2 12 3 1 19 3 1 19 3
5 肢択二 0 14 6 0 15 5 0 7 5

プール問題の例（状況設定問題）

プール問題の例（一般問題）

プール問題の増加2理
由

理
由

5肢択二形式の減少1理
由

理
由

プラス 6 問
➡ 12 点

プラス10問

マイナス 8 問
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新出題基準で何が変わる？
ここからは、以下2 点の参考資料をもとに、新出題基準のポイントについて解説します。

A「保健師助産師看護師国家試験出題基準　令和5年版　改定概要」
B「保健師助産師看護師国家試験制度改善検討部会 報告書（令和3年3月31日）」
	 （医道審議会保健師助産師看護師分科会）

※保健師助産師看護師国家試験出題基準 令和５年版 改定概要：https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000919498.pdf
※保健師助産師看護師国家試験制度改善検討部会 報告書（令和3年3月31日）：https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000919424.pdf

※「令和5年版 看護師国家試験出題基準」（全文）はp.30に掲載しています。

※付録資料「令和5年版 看護師国家試験出題基準」p.65より抜粋

● 近年の状況の変化に伴い、重要性に応じた項目の精選と充実
●「実際の出題の範囲である中項目」において、内容の明確化
●「中項目に関する内容を分かりやすくするために示したキーワードである小項目」について、過度に限定的に

ならないよう内容の精査
● 看護基礎教育のカリキュラム改正との整合性
● 改正前後のカリキュラムで学んだ受験者が混在するため、双方のカリキュラムで学び得る内容となるよう配慮

大項目単位で最も大きく変わったのが本科目です。以下がその概要です。

●地域における多様な場における対象者や看護の役割の拡大を踏まえた項目の充実
…対象を取り巻く環境や地域での生活を含めた理解
… 地域における多様な場での看護の役割や多職種連携

具体的な項目で見ると、以下のようなものがあります。 ●既出問題→引き続き活用（特に必修問題）	 ●出題形式→現状維持	 ●合格基準→現状維持
●試験時間→現状維持	 ●視覚素材→引き続き活用	 ●出題数等→現状維持

● 令和 5 年実施の保健師助産師看護師国家試験から数年間は改正前のカリキュラムで学んだ受験者と改正後
のカリキュラムで学んだ受験者が混在することから、当該国家試験の受験に際して、両者ともに不利益を
被ることがないよう、特段の配慮が必要である。

令和 5 年版出題基準の小項目数は約1,920 項目。その
うち、平成 30 年版の項目と比較して表現上「新規項目」
といえる項目は 269 項目ありました。しかし、過去問と照
らし合わせるとそのうちの233 項目には過去問で扱われた
実績があり、まったくの新規テーマは極めて少ないことが
わかります。

出題基準に大きな変更はない
　　国試対策をこれまでと大きく変える必要はない

全体的な改定概要（A より抜粋）

その他試験概要について（B より抜粋）

「特段の配慮」について（A より抜粋）

実際の出題からみる新規テーマ

「在宅看護論／地域・在宅看護論」の改定概要（A より抜粋）

改定内容から予想される問題例

Aさん（39歳，男性）は，在宅勤務の会社員の妻（42歳）と2人暮らし．Aさんは4年前に筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉の確定診断を
受けた．2年前より全身の筋力低下が進行し，構音障害と嚥下障害がみられるようになり，胃瘻から栄養剤の注入を行っている．6か月
前より呼吸障害が顕著となり，気管切開による人工呼吸器を装着し，現在バイタルサインは特記すべき変化なく経過している．ADLは
全介助で，週に2～3回訪問看護を利用している．

【問１】
Aさんは日中1～2時間はバックレスト付き車椅子で座位保持，それ以外は特殊寝台にてFowler〈ファーラー〉位で過ごすことが多い．
意思伝達装置で妻や友人達とEメールやSNSで交流を楽しんでいる．
Aさんに導入されている車椅子や特殊寝台，意思伝達装置の制度の根拠となる法律はどれか．
１．介護保険法
２．障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉
３．身体障害者福祉法
４．地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉

【問2】
Aさんと妻は大学時代のサークル活動で知り合い，結婚生活15
年目である．妻はAさんを献身的に介護しているが，更年期特
有の症状により体調がすぐれない様子がみられる．訪問看護師
に，「夫を心から愛していますので，毎日の介護は苦ではありま
せん．ただ，この状態がいつまで続くのか，先が見えない不安
に襲われることがあります．一生懸命生きている夫に対して，そ
のようなことを考える自分が嫌になります．最近，自分自身の首
や肩の凝りがひどく，頭痛もあり，気分が滅入ってしまいます．」
と，溜息交じりに話す．訪問看護師は，妻の訴えからレスパイト
ケアの必要性を感じた．
現時点で，訪問看護師が妻に紹介するサービスとして最も適切
なのはどれか．
１．ショートステイ
２．療養施設への入所
３．地域生活支援事業
４．ホームヘルプサービス

【問3】
妻は友人達からの支えもあり，心身の健康状態を取り戻し，
ALS家族会に参加するなどAさんの介護に対して前向きな姿勢
がみられるようになった．妻は，「ひとりで頑張りすぎないで，
公的なサービスを上手に使わせてもらい，たまには息抜きしなが
ら夫に寄り添っていこうと思います．これからもよろしくお願いし
ます．」と，訪問看護師に話している．
Aさん夫妻と訪問看護師のパートナーシップに基づくケアはどれ
か．
１．訪問看護師の主導で行う．
２．いつでもAさん夫妻の思いを最優先させる．
３．両者が対等な立場で同じ目標を共有し取り組む．
４．専門職による在宅療養チームが協働して支援する．

●新規追加された小項目「パートナーシップ」を問う問題です。
●地域における対象者・家族と医療者の連携については今後一層出題される可能性があります。
●提案すべき公的サービスやその根拠法の理解もさらに求められるでしょう。

本問題の解説は、メディックメディア看護教員向けサイトで公開予定です。
詳細は下記で検索、またはQRコードからご覧ください。

メディックメディア　看護教員

１．�地域・在宅看護の対象 Ｂ．在宅療養者のいる家族の理解と
健康課題

家族の定義
家族の機能
キーパーソン
家族発達論
家族システム論
生活様式

２．�地域・在宅看護における基盤
となる概念

Ｄ．地域・在宅看護の目的と特徴 パートナーシップ
多職種・多機関の連携によるアプローチ
意思決定支援
自立支援
ケアマネジメント

大項目 中項目 小項目
項目
抜粋

本予想問題
のポイント
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第111回看護師国試では、厚労省発表の一般・状況設定問題のボーダーは167点	/250	点 (66.8%)でした。
弊社採点サービス「ネコナースの合格予報」の解答データより得られた問題ごとの正答率に基づき、正答率が高
い順に並べて上から正解していくと仮定したとき、「167 点とるには、正答率何％以上の問題を正解すればよいか」
を算出しました。
結果は、77.0%となりました。正答率 77.0% 以上の問題をすべて正解すれば、167点に到達することができ
ます。
第106 回以降の国試について、同様の方法で算出した結果をご紹介します。

過去問を中心とした学習では、解説がとても重要です。解説の情報量や
文脈がテーマの理解につながるので、解説が手厚い問題集をお勧めします。
『クエスチョン・バンク』シリーズは不正解選択肢、さらに基本事項・補
足事項まで含めていねいに解説しています（p.19 参照）。

特に間違えた問題であれば、そのテーマのなかに理解しきれていない用語があるはずです。その用語を、教科書・
参考書などを使って調べ、さらに自分のなかに落とし込むために自身のことばで書き出します。
上記には『レビューブック』が効果的です。過去10 年分の国試の内容がわかりやすく掲載されており、看護学生
の 9 割以上が使用しています。得た知識を1冊に集約することで、「これを見れば大丈夫」というものになります。

上記より、正答率 70％以上の問題を正解すれば合格ラインに到達できると言えます。

必修問題でも算出した結果、第111回では正答率 86.7％以上の問題をクリアできれば合格ラインに達する
ことがわかりました。そもそも必修問題は「看護師にとって特に重要な基本的事項を問うもの」とされています。
ほとんどの問題の正答率は 80％を超えているため、原則すべての問題を正解すべきといえるでしょう。

ここまで正解すべき問題の範囲についてお伝えしましたが、重要なのはその問題を解くだけではなく「その周辺
知識まで理解する」ことです。
過去問の解説をとおして問われたテーマ自体を理解できていれば、異なる視点で問われても対応できます。「問
題集●周」のように、数にとらわれてやみくもに問題を解いてしまう（≒問題を解くことが目的化してしまう）こと
のないよう、問題集を解くのは究極1周でもいいのでじっくり解説を読み込んで理解に至ることができるよう、
ぜひご指導ください。
ここからは、そのための「周辺知識まで理解する勉強法」についてご提案します。

正答率70％以上の問題を正解すれば合格する

周辺知識まで理解する勉強法

２．解説を読み込む

１．問題を解く 
２．解説を読み込む
３．わからない用語を調べる
４．自分なりに言語化して書き出す

「周辺知識まで理解する勉強法」の流れ

３．わからない用語を調べる／４．自分なりに言語化して書き出す

問題集

模 試

1 冊に集約
回　数 第106 回 第107 回 第108 回 第109 回 第110 回 第111 回

正答率 71.2％ 72.3％ 73.2％ 71.6％ 73.2％ 77.0％
授 業

合格者を増やす指導法

● 既出問題の活用は、難易度の安定化の観点からも有用であり、引き続き活用する。 
看護師国家試験における必修問題は、看護師にとって特に重要な基本的事項を問うものであることから、 
限られた範囲の中で繰り返し問うことが妥当であると考えられる。そのため、重要な基本的事項を繰り返し出
題するなど、必修問題においてはより積極的に既出問題を活用していく。

➡新規性のある予想問題より、過去問を中心に学習し、その周辺知識を身につける

過去問としておさえておくべき問題（べき問：p.14 参照）として、弊社は以下を推奨しています。

が解ける程度の知識
一般・状況設定問題 正答率 70％以上の問題

必修問題 全問

「既出問題の活用」について（p.6の B より抜粋）

集約したものが、自分だけの

マイ・レビューブック

質的目標
（べき問）

鉄　則
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国試後の学生から伺った事例として、第109 回午後 80 番のスパイログラムに関する問題を挙げます。本問は
正答率 82.2％と「べき問」であるにもかかわらず、「機能的残気量」「最大吸気量」など文字のみでは把握しにく
い概念が多く登場し、その学生には難易度の高い問題だったそうです。
そこで YouTube 上の動画を活用したところ、それぞれの概念の関係性がアニメーションでわかりやすく示され
ており、文章だけでつかみきれなかった解説が一度で理解できたといいます。

出典： 換気機能検査パート１ 
（ネコかん【ネコヲの解剖生理学】） 
https://www.youtube.com/watch?v=kkDBxbAgAo8

「Instagram（インスタグラム）」「Twitter（ツイッター）」といった SNSを活用したインプットについてもご紹介
します。
SNS 上では、多くの学生が覚えられない・頭に入ってきにくい内容に関するまとめやゴロなどが投稿されてい

ます。ハッシュタグ（#）検索も多く活用されており、「# 抗コリン薬」などのように調べたい用語と合わせて検索
すれば関連する投稿を一気にみることができます。
自分や周囲の友人という身近なところで解決できない、もしかしたら途方に暮れていたかもしれないことを、

SNS を活用することで効果的・効率的にインプットできる可能性があります。

インターネット検索での調べごとを一律 NGにしている学校もあるかもしれません。インターネット上には、エ
ビデンスレベルの高い情報も低い情報もあり、まさに玉石混交です。ただ出典などからエビデンスレベルが高い
情報を選別できれば、それが学生の学習をサポートすることもあります。
たとえば鼠径ヘルニアを理解しようとした学生。教科書や参考書では記載が薄かったため、出典を意識したう
えでインターネット検索から資料にあたり、イメージをふくらませたうえでその内容を『レビューブック』に書き込む、
というインプット方法をとったそうです。

出典： 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 
http://www.hosp.ncgm.go.jp/hernia/010/index.html

（協力：メディカルノート社 https://medicalnote.jp/contents/170628-001-IG）

「＃抗コリン薬」

ただ、情報として正確性に欠けるものや不安を煽るような危ういものもあるため、SNS・インターネット検索か
ら得られた情報は、出典を確認する、基本的には疑う姿勢を取る、のようによい距離感で付き合えるようご指導
いただければと思います。

● 解説が充実した『クエスチョン・バンク』を読み込む
●『レビューブック』で調査　情報を集約
● 動画教材や SNS なども学習法のひとつとして検討する

インターネット検索によるインプット

YouTube によるインプット

SNSによるインプット

特に低学力層の学生では、教科書や参考書など文章をベースとした教材の場合、自ら進めていくことが難し
いケースもあります。その対策として、画像・音声・動画やその他なじみのあるツールによって学習のハードル
を下げることが挙げられます。
ここでは、さまざまなツールを活用したインプット事例についてご紹介します。

今年度発行の『看護師・看護学生のための
レビューブック2023』『クエスチョン・バン
ク看護師国家試験問題解説 2023』『クエス
チョン・バンクSelect 必修 2023 看護師国家
試験問題集』には、学習のサポートとなる
動画コンテンツを特典として追加しています。
テーマごとに解剖生理→病態生理→治療・
看護をつなげて理解する方法を、具体的な誌
面をベースに説明しています。

※特典動画は、誌面上部に掲載のQRコードを読み込むことで視聴することができます。このQRコードの読み込みには専用のモバイルアプリ（mediLink
アプリ）が必要となり、動画の公開は8月頃を予定しております。なお、本サービスに関しては以下のURLを併せてご参照くださいませ。 
https://www.medicmedia-kango.com/2022/03/32038/

※上記QRコードは、スマートフォンのカメラ機能やQRコードリーダーアプリでは読み込むことができないのでご注意ください。

学生自身で学習のステップを進めることが難しい場合

書籍特典の動画解説によるインプット

学生ごとに、やれる・やる気になる手段を模索
➡ 十分注意しながらも、方法は限定しすぎない

機能的残気
量

??

最大吸気量

?



1312 INFORMA for Teacher 2022 INFORMA for Teacher 2022

本校は統合カリキュラムによる 4 年制教育課程の養成校で、1学年 30 名程度の小規模校となります。入学時
の偏差値に上下で 20 ほども差があり、学力にばらつきがあるため、特に低学力層の学生をどのように引き上げる
かが毎年の課題となっています。そのなかで、私自身は通常の授業と実習のほか、国試特命教員として、国試合
格のためのサポートを主な業務として行なっています。

統合カリキュラムであるため、看護領域の実習は 5月に終了し、その後は公衆衛生看護実習へと引き継がれます。
すべての実習が終了するのは 9 ～10月頃です。模試は、選定した 2社の240 問模試を3 回ずつ＋必修模試の、
年に合計7回受験します。また12 月以降の直前期には、1日 3 時間×4日／週という国試対策のための授業時
間を確保しています。

私は国試対策はもとより、学生に対しものごとを伝えていくうえで、コミュニケーションを最も重視しています。
小規模校だからできるのかもしれませんが、まずは顔と名前を入学後なるべくすぐに全員把握します。また、授業
の合間や廊下ですれ違ったときなどに「今日天気いいわね」など、ちょっとした話題でコンタクトを取るよう心がけ
ています。すると、体重の増減や髪型など見える変化はもちろん、顔色・目の輝きの違いなどから、メンタル面も
含めた学生の変化に気づくことができるようになります。

この「あなたのことを気にしている」という働きかけは、相手を
認めることにつながります。特に低学力（≒勉強に自信がない）で
あるほど、実は周囲に認められてきていないことが多いのではない
でしょうか。教員が学生に関心をもてば学生はちゃんとそれに気づ
いてくれますし、その関係性のもとでこそ指導もより円滑になって
いくものだと考えています。

2022 年 4 月 23 日、弊社主催の国試対策
WEB セミナーにて、低学力層の学力引き上げと
いうテーマで、長年看護師国試対策に携わって
きたＦ先生に、学生への具体的な働きかけにつ
いて伺いました。

低学力層の学生の引き上げは主に小グループ学習で行っています。この小グループは、模試→個別面談を経て決
めていきます。

模試後の個別面談でまず行うのは、受験した模試の成績の評価です。時期や学生の性格にもよりますが、率直
に「このままだと落ちるわよ」などと伝えることも多いです。次に、その評価をもとに具体的な勉強のスケジュー
ルを立てます。1日にどのくらい勉強に充てられるかを一緒に考えるのですが、低学力の学生ほど不透明な時間が
多いんですよね。当然学習習慣もないので、スタートは「30 分机の前に座る」。そしてそれを3週間続けるといっ
た具合に習慣づけていきます。誤解をおそれずに言えば人は易きに流される傾向にあるため、私は学生のやる気
は信じませんが、学習習慣は信じることができます。

また、たとえ一度はやる気になって勉強に励んでいた学生でも、少なからずどこかで気持ちが緩んでしまうこと
があります。面談の機会があれば、その原因を考えたり適切な声かけで方向性の修正をすることができます。

小グループは、模試の成績と面談の内容を踏まえて組んでいきます。本校では
成績下位 8 名ほどを分けて、例年、4 名のグループを2つ作ります。グループの
人数は 4 名までとしています。これ以上だと、学生同士のグループダイナミクス
が働きにくいと考えているからです。
学習内容は模試の振り返りや問題演習などで、週に1日程度は集まって学習を
するように伝えています。小グループ学習の効果を最も発揮するのは、学生同士
が教え合ったときです。あいまいだった理解を人に伝えるために一つひとつ整理
して言葉にしていく流れは、自分のなかに落とし込んでいくために非常に効果的
です。

本校ではこれまでの取り組みを踏まえ、同じ成
績帯の学生同士でグルーピングすることが多いで
すが、それ以外にもいくつかグルーピングの方法
があるかと思います。
唯一の正解はなく、学校ごとの環境や学年のカ

ラーによって最も適するグルーピングを選択する
ことが重要です。

私は国試対策は基本的に教員全員で行うものと考えており、現在所属する学校でも多くの先生方に協力いただ
いています。たとえば卒業試験で各領域の科目をそれぞれの先生に制作いただき、その流れで12 月以降の国試
対策の時間、領域ごとのパートは可能な限り担当の先生方にお任せしています。

また、模試の成績表が届くと、私のほうで基本レベルの問題のうち、とくに落としてはならない問題を間違えた
学生をピックアップし、模試の成績表を回覧して先生方に共有しています。問題ないと思っていた学生がそういっ
た問題を間違ってしまうこともあり、一緒に国試対策をしていくうえで重要な情報になります。

ただ、元からこのような体制だったわけではありません。約10 年をかけ、お一人ずつ協力を得ながら現在のよ
うな体制となりました。一気に体制を変えるのは難しく、長期にわたる働きかけが必要になることもありますが、
できることから着実に続けていけば実を結ぶはずです。

先生方、ぜひ一緒にがんばりましょう！

小グループ学習による引き上げ

目指すは全教員での国試対策

▼小グループの編成方法

ベテラン看護教員に聞く　低学力者を引き上げるかかわり方

F先生
看護師・保健師・養護教諭免許を保有。自治体で保健師として約10年
間勤めたのち、看護医療系の専門予備校で10年以上看護師国試の受験
生を指導。その後現在に至るまで看護師養成校で国試対策を任されて
おり、看護師国試対策としては通算20年以上のキャリアをもつ。

F 先生の所属校について

最終学年の流れ

コミュニケーションのポイントは「認めること」

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12 月 1月 2月
上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中

国試
対策

対策授業：対面
（3時間 /日）

対策授業
オンライン

期初
テス
ト

模試A①
↓
面談

模試B①
↓
面談

必修模試
模試A②
↓
面談

模試B②
↓
面談

模試A③
↓
面談

模試B③
↓
面談

教え合うことで
　　　　　理解が深まる

編成の軸 組み合わせ

学　力
① 学力が近い者同士

② 成績上位者と下位者の混合

仲の良さ ③ 仲がよい学生同士
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弊社では看護師国試に合格するための参考書・問題集に加え、さまざまな
学習サポートツールをご用意しております。これらを併せてご活用いただく
ことで、前述した「国試対策でおさえておくべき問題（べき問）」をすべて
網羅することができ、先生方・学生様により効果的・効率的な国試対策を実
施していただくことができます。

過去問の答えを覚えるのではなく
問われた項目の知識を

理解することが大切です

弊社コンテンツで「べき問」をカバー ：看護師・看護学生のための 
レビューブック

：クエスチョン・バンク 
看護師国家試験問題解説

：クエスチョン・バンク Select 必修
看護師国家試験問題集

：mediLink 看護（10分テスト）
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回
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直近10年分（11回分）
国試
1回分

正
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率
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％
以
上

70
％
未
満
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修

おさえておくべき問題　1,431問

おさえて おくべき問題　880問
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Select 必修2023
	 ●必修問題（第93～111回） 全問
 ●上記に加え厳選された予想問題

● べき問（p.14参照）に基づき、国試合格に必要な問題がラインアップされています。
QBN2023	 ：　　　部分
Select必修2023	：　　　部分

QBN2023
	 ●最新第111回国試を含む過去6年分 全問
 ●上記に加え厳選された過去問題 ➡合計2,085問

➡合計1,044問

国家試験分析からみる

『クエスチョン・バンク』シリーズ
　丁寧な解説で受験生に選ばれ続けている『クエスチョン・バンク』シリーズが
最新の国家試験分析に基づき、さらにパワーアップしております。
　効率良い学習をサポートするためのコンテンツがより一層充実した、
最新版の『クエスチョン・バンク』シリーズの内容についてご案内いたします。

クエスチョン・バンク
看護師国家試験問題解説

2023

過去6年分 全問
必修問題 全問

クエスチョン・バンク
Select必修 2023
看護師国家試験問題集

▶掲 載 ラインアップ

合格者がもっとも選んだ問題集
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おさえておくべき問題　1,431問

おさえて おくべき問題　880問

◦第23版　◦B5判
◦1,550ページ
◦定価5,940円（5,400円＋税10％）
◦2022年4月発行
◦ISBN978-4-89632-867-7

◦第18版　◦B5判
◦640ページ
◦定価2,970円（2,700円＋税10％）
◦2022年4月発行
◦ISBN978-4-89632-868-4



神経筋接合部に刺激が伝わり，運動神経終末からアセチルコリンが放出されると，
筋細胞内のカルシウムイオン濃度が上昇する．それによりアクチンとミオシンの滑り
込みが起こり，筋肉が収縮する．（RB-K7～9）（RB-K7, 8）
×１　筋収縮は，アクチンとミオシンが滑り合うことで起こる．アクチンもミオシン

もそれ自体が短縮することはない．
×２　ATP分解酵素はアクチンではなく，ミオシン頭部に存在している．これによ
りATPが分解され，筋収縮に必要なエネルギーが生み出される．

×３　筋紡錘は筋肉の張力（どの程度張っているか）を感知する感覚装置であり，運
動神経ではなく感覚神経に支配されている．

○４　カルシウムイオンは筋小胞体中に貯蔵されており，筋収縮時に細胞質内へ放出
される．これによるカルシウムイオンの濃度上昇が筋収縮の引き金となっている．
その後速やかに筋小胞体に取り込まれ，次の収縮に備えて貯蔵される．

【正答率】61.3％　【選択率】1：10.7％　2：14.5％　3：13.4％　4：61.3％ 正 解　４

▼ アクチンとミオシンによる筋収縮の仕組み（滑り説）

  骨格筋の収縮　（RB-K8）（RB-K8）（病みえ神373, 整32, 33）　

1回目 2回目 3回目

105A26 筋収縮で正しいのはどれか．
１．筋収縮はミオシンの短縮である．
２．アクチンにATP分解酵素が存在する．
３．α運動ニューロンは筋紡錘を興奮させる．
４．筋小胞体からカルシウムイオンが放出される． 5

39問

Ca2+ Ca2+
筋小胞体

アクチンフィラメント

クロスブリッジ
ミオシンフィラメント

Z膜

ATP

A 帯
筋 節

弛緩時 収縮時

ADP＋

Ca2+

 P

➡本書に載っていない類題をアプリで確認しよう！
QRコードをCheck ！

骨格筋の収縮の類題演習

クエスチョン・バンクの使い方がよくわからない人は巻頭p.1 ～の『QBの使い方』をチェックしよう！

QUESTIONBANK for nurse 2023 K-7

K

K 運動器疾患

QBN2023_26_K_qr.indd   7 2022/02/02   17:17

必修問題で頻出であるため，その内容をしっかり確認しておこう．
×１　診療所は『医療法』によって規定され，19床以下ないし無床の医療施設を指す．

開設主体は個人，法人，公的医療機関，国などさまざまである（1条の5第2項）．
（RB-社112）（RB-社114）

○２　保健所は『地域保健法』によって規定された，疾病予防・健康増進・環境衛生
などの公衆衛生活動の中心機関である．都道府県，特別区，指定都市，中核市，『地
域保健法施行令』で定める市に必置であり，それらが設置主体となる（5条1項）．
（RB-社52）（RB-社52）

×３　地域包括支援センターは『介護保険法』によって規定され，高齢者を保健・医
療・福祉・介護などの面において総合的に支援する，地域支援事業の拠点として
の役割を担う．市町村および厚生労働省令で定める者で市町村から包括的支援事
業の委託を受けた者が設置主体となる（115条の46第1 ～ 3項）．（RB-社51）（RB-社51）

×４　訪問看護ステーションは，医療保険制度と介護保険制度において定められてい
る訪問看護制度をもとに，医師の指示を受け,看護を必要とする人の居宅に看護
師や保健師などを派遣する機関である．よって，『健康保険法』と『介護保険法』
に基づいている（『健康保険法』88条1項，『介護保険法』41条1項など）．（RB-在13）（RB-在13）

【正答率】78.7%　【選択率】1：0.4％　2：78.7％　3：18.8％　4：2.0％ 正　解　２

▼ 保健所と市町村保健センター

1回目 2回目 3回目

必必

110A10110A10 地域保健法に基づき設置されているのはどれか．
１．診療所
２．保健所
３．地域包括支援センター
４．訪問看護ステーション 68

140問

保健所 市町村保健センター

役 割
疾病予防，健康増進，環境衛生等， 
公衆衛生活動の中心的機関

地域住民に身近な対人サービスを
総合的に行う拠点

根拠法令 地域保健法

設 置
都道府県，指定都市，中核市，特別区，
『地域保健法施行令』で定める市で必置

市町村
（任意設置）

設置数 1） 470か所 2,457か所

所 長
原則医師

（例外的に非医師も認められる）
医師である必要はない．

配置される
専門職員

医師，歯科医師，薬剤師，獣医師，保
健師，助産師，看護師，管理栄養士等
のうち，地方自治体の長が必要と認め
る職員を置く（同令5条）．

職員の配置について法律等の規定
はないが，保健師，助産師，看護師，
管理栄養士等が置かれる．

監視・指導
的業務

食品衛生・環境衛生・医療機関・
薬事等の監視・指導

監督的機能はない．

※指定都市，特別区の保健所は，市町村保健センターの業務を併せて行うところもある．
1）厚生労働省健康局健康課地域保健室調べ．令和3（2021）年4月1日現在．

➡本書に載っていない類題をアプリで確認しよう！
QRコードをCheck ！

地域保健法の類題演習

健康支援と社会保障制度

QUESTIONBANK	for	nurse	2023	 社社55

社

QBN2023_48_社会-1_qr.indd   55QBN2023_48_社会-1_qr.indd   55 2022/02/02   18:002022/02/02   18:00
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▶学 習を 促 進 する 紙 面 構 成 ▶「 1 問 勉 強して＋＋3点 取る」 解 説

国試分析に基づき解説を作成しているため
選択肢解説・基本事項を読み込んで理解することで
同じ項目の別問題にも対応できるようになります。

QRコードを読み込むことで、講義動画を視聴できます。
この動画はテーマごとに正常動態→異常→治療・看護の
知識の展開を解説しているため、学生様の理解をより深
めることができます。（※動画は2022年8月公開の予定です）

豊富な図表・イラストでイメー
ジしにくい内容の理解を促進
します。

豊富なイラスト 正答率

正答率および各肢の選択率を
掲載。落としてはならない問
題がひと目でわかり、学生様
の意識づけにつながります。

正解肢だけでなく誤答肢につい
ても根拠から理解できる丁寧な
解説を掲載しています。
（右頁もご参照ください）

充実の解説

参照ページ

見出し横には『病気がみえる』
『看護がみえる』、各選択肢の
末尾には『レビューブック』な
どの参照ページを記載しており
効率的な学習につながります。

第 111 回 午後 33 番
医療法に基づく記述で正しいのは
どれか．
1.　病床の区分は療養病床と一般
病床の2種類である．

2.　地域医療支援病院は厚生労働
大臣の承認が必要である．

3.　無床診療所の開設には厚生労
働大臣への届出が必要である．

4.　有床診療所は19人以下の患者
を入院させる施設を有するもの
である．

正解：4

第 111 回 午後 86 番
地域包括支援センターの目
的を定める法律はどれか.
1.　介護保険法
2.　健康増進法
3.　社会福祉法
4.　地域保健法
5.　老人福祉法

正解：1

第 107 回午前 30 番
法律とその内容の組合せで正しいのはどれか.
1.　児童福祉法-受胎調節の実地指導
2.　地域保健法-市町村保健センターの設置
3.　健康増進法-医療安全支援センターの設置
4.　学校保健安全法-特定給食施設における栄養管理

正解：2

＋＋11点

＋＋11点

＋＋11点
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 の 4 つの特長  

メディックメディアでは、教員の皆さまに向けて「国試対策の進め方」「書籍・サービスの活
用方法」などのセミナーを定期的に実施しています。
今回は2月下旬に開催しました「看護模試セミナー」に関するレポートを一部公開します！

以下のグラフは「メディックメディア第111回対策模試」受験生の合格ライン到達率を表しています。
こちらから「6月に合格ラインに到達している学生は30％にとどまっているが、秋頃より	
その割合は上昇し、直前期には9割の受験生が合格ラインに到達している」ことがわかります。

とはいえ当然ながら「模試の受けっぱなし」では成績は上がりません。模試の計画を立てる際、
ぜひ「どの時期にどのような状態（≒得点）を目指すのか」「受験後のTo Do」につい
ても整理していただくと、模試をより有効に活用いただけます。

左記は模試受験後のフロー例です。模試の
受験後「学年全体への対策」「個別での対策」
を実施した結果、学力が伸び、次の模試の結
果につながる、といった流れを表しています。
模試の選定の際は、学校の国試対策の方針
に沿った模試かどうかもポイントになります。
貴校の国試対策に合わせ、いつどのような模
試を受験し何を学生にさせるかを検討のうえ、
選定いただければと思います。

ここまでみてきたような学生の
成績推移や模試の受験フローをふ
まえ、先生方にご紹介したい弊社
模試の特長は右記の4点です。

これらのうちの特長3「学力把握と対策を提示した成績表」について詳細をみていきましょう。

学生向け個人成績表のほか、弱点や傾向を的確につかめる学校成績表をご用意しております。
状況把握や指導計画の立案にお役立ていただけます。

国家試験対策模試の活用と
メディックメディア模試の特長について

　　◀学生向け個人成績表 

　　◀学校成績表（要学習支援者リスト）

20

40

60

80

100

一般状況170以上 (割合 )

必修40以上 (割合 )

必修40＆一般状況170以上 (割合=合格率 )
2月1月12月11月10月9月8月7月6月

合格まで何点
足りないのか 
わかる

支援が必要な
学生がわかる

足りない点数
をどうやって
埋めるか
わかる

科目ごとの
要学習支援者
がわかる

学年全体の弱点に
ついてフィードバック

学年全体の状況把握

次の模試の受験

個別対策全体対策

学年全体の弱点補講

成績表をもとに解説

具体的な復習の提示

学生個別に声かけやフォロー

模試の受験

国試レベルを追求した作問11
学生にとって勉強がしやすい解説書22
学力把握と対策を提示した成績表33
復習進捗も把握できる Web 復習教材44

国試合格までの
具体的な不足点数を

「必修」「一般・状況設定」に
分けて明示

全国偏差値 40 以下の学生を
ピックアップ

●解答状況
●頻出テーマ
●全国正答率
をふまえて優先的に対策
すべきテーマを明示

学校平均点と全国平均点の
差が 20% 以上ある分野を

★で明示

本セミナーの資料・動画視聴をご希望の先生は
同封のアンケートにてご連絡ください。

学生の学力向上の流れ 学力把握と対策を提示した成績表

模試受験後のフロー例

2022 セミナーレポート

要学習支援者のピックアップ



毒薬の表示や保管方法は『医薬品，医療機器等の品質，
有効性及び安全性の確保等に関する法律（医薬品医療機
器等法）』で定められている．
○１　
×２
×３
×４
 正　解　１
▼ 毒薬・劇薬の保管方法と表示（RB-社123） （QB-社122） （QB必修 -社

53）

●『毒物及び劇物取締法』によって指定される毒物・劇
物は，毒性・劇性を有するが，医薬品ではない．毒物
は赤地に白字で「毒物」の文字，劇物は白地に赤字で
「劇物」の文字を表示するよう定められている．

ぜな（）35社-修必BQ（ ？ ）48えみ公（）章11-成②

35　医薬品医療機器等法（旧・薬事法）
毒薬の表示で正しいのはどれか．
１．黒地に白枠，白字で品名および ｢毒｣ の文字を明記する．
２．白地に枠なし，赤字で品名および ｢毒｣ の文字を明記する．
３．赤地に枠なし，白字で品名および ｢毒｣ の文字を明記する．
４．白地に黒枠，黒字で品名および ｢毒｣ の文字を明記する．

毒薬は黒地に白枠，白字で品名および「毒」の文
字，劇薬は白地に赤枠，赤字で品名および「劇」
の文字を表示するよう定められている（『医薬品医療機
器等法』44条）．（RB-社123）（RB-社120）

保管方法 表 示 ラベル

毒 薬
他の薬剤と区別して鍵をかけて
保管する．

黒地に白枠，白字で品
名および ｢毒｣ の文字

劇 薬
他の薬剤と区別してひとまとめ
に保管する．必ずしも鍵をかけ
なくてもよい．

白地に赤枠，赤字で品
名および ｢劇｣ の文字

毒

劇

113

必修模試　Part 2　解説

試
模
修
必

　（Part2
）
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参照ページ

『レビューブック』など弊社他書籍の参照ページ。索
引を引く必要がなく、効率よく復習することができます。

各回に 150 点前後の図版

同じテーマで切り口の違う問題が国試で出題されたときの
ために、理解を促進するイラストを多く掲載しています。

ポイントをおさえた解説

根拠がわかるようにていねいな解説を掲載しています。

弊社セミナーのアンケートにて看護教育に携わる先生方に伺った結果、多くの先生が、間違
えた問題を復習するだけではなく、周辺知識までおさえてほしいと思っていることがわかり
ました。模試の解説書を用いた復習方法を、実例も含めてお伝えします。

ここでは、日々の勉強の中に模試の復習をうまく取り入れていた国試受験生Nさん（受験時
大学4年生）の実際の復習例をご紹介します。

●周辺知識をおさえることの重要性とは？
➡選択肢解説、基本事項を読み込んで理解することで、同じテーマの別問題にも対応できます。
特に必修問題では同じテーマが繰り返し出題されやすいため、周辺知識までおさえておくと
得点につながります。

●繰り返し出題されているテーマの一例
第106回午前17番
医薬品表示を別に示す．
劇薬の表示で正しいのは
どれか．

第109回午前14番
医薬品，医療機器等の品質，有効性
及び安全性の確保等に関する法律〈医
薬品医療機器等法〉による毒薬の表
示を次に示す．正しいのはどれか．

＼弊社模試セミナーに参加いただいた先生方に伺いました／　
Q．学生に、模試の復習をどのように取り組んでほしいですか。理想の状態を教えてください。
➡圧倒的に多かった声は…

　「解説書を読み込み、関連事項までおさえてほしい」　 でした。

「模試直後には、解説書に沿って、丸付けなどの振り返りをしていました。
しかしそれだけではなく、自分の間違えるポイントを系統的に知りたいと考え、

『クエスチョン・バンク（QB）』を解きながら、同時に模試の復習もしてい
ました。弱点を把握しやすいのでオススメです♪」

模試解説書を使用した効果的な復習方法

ガス交換

血圧調節

胸水貯留

無気肺

COPD

『QB』で間違えた問題や自信がなかっ
た問題を、自分の言葉で理解できる
ように、ノートに書き写していました。
その後、『QB』解説や『RB』をもとに、
自分なりの解説を作りました。

こうして完成した苦手ノートは、
模試を受ける前や、国試の直前
期に、「自分だけの問題集」と
して、繰り返し読み込みました。

『RB』に
苦手をまとめる
学生さんも！

『QB』を解き、間違えたところを
「苦手ノート」にまとめる

作成した苦手ノートをスキマ時間に見直す

メディックメディア模試の解説書は
周辺知識までおさえられる工夫を

盛り込んで作成しています。

国試受験生Nさんの実際の復習例

基本事項を 
おさえることで、

さまざまな切り口
の国試に対応

可能です。

セットでの
お申し込みが
お得です！ ※いずれか4回を一括お申し込みいただいた場合。いずれか3回を一括お申し込み

いただいた場合は各回300円引きとなります。

240問模試 必修模試・低学年模試

受験後の復習まで、しっかりサポート！

国試と同じ難易度で「合格までの距離がわかる」

『レビューブック』『病気がみえる』と連携！

復習の POINT 1：周辺知識までおさえる

復習の POINT 2：間違いをつみあげていく

2,000円 1,600円（税込） 1,500円 1,100円（税込）

メディックメディア模試 看護

お申し込みは
こちらから！
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成績を一元管理できる
学生の取組状況と成績がひと目でわかります。これによ
り教員様の業務を効率化でき、学生支援に時間を割ける
ようになり、教育の質の向上を実現します。

早期から国試対策ができる
「読む」→「解く」の学習サイクルを定着させることで低学
年から国試に合格できる力を身につけることができます。

入学から合格まで学生の成績を一元管理し
学生にあわせたご指導を支援する看護学校専用デジタルサービスです

いつでもどこでもできる
通学時間や実習の合間など、スキマ時間で取り組むこと
ができます。

▶学 習 支 援コン テンツ
『なぜ？どうして？』と「10分テスト」については p.27で詳しく紹介しています！

オリジナルテストを簡単に作成できます まちがえた問題だけを解き直すことができます

国試検索・テスト作成 PICK UP 問題

▶学 習 進 捗 の 確 認 ▶活 用 サ ポート

▶学 習 効 果 測 定

▶カスタマーサクセス（ 個 別 サ ポート）

結果と進捗をまとめて確認できます

国試や mediLink 看護・メディックメディア模試の
データから、学校様ごとの特徴・課題を分析

合格可能性の低い学生をご提示し、
弊社スタッフと教員様で

指導法・学習法・適した教材・メンタルケア
などについてご相談

利用実績 NO.1の看護師・保健師国家試験
WEB 解答速報サービス  ➡ p.28 

国試と同じ難易度で「合格までの距離がわかる」
看護模試の新定番  ➡ p.20 

学生との日々のコミュニケーションを
サポートできます

学生成績

他コンテンツとも連動しており、成績を一元管理することができます

メディックメディアによるサポートも充実！

 1人でも合格者を増やすお手伝いをします！

メッセージ

教員・学生のための看護師国家試験合格支援プログラム

オススメ機能を詳しく紹介！

11特

長

特

長

22特
長

特
長

33特

長

特

長
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国試問題から自由に問題を検索してテストを作成・編集できます。テストはオンライン
で学生に出題できるほか、Word形式で出力することができます。

オリジナルテストを簡単に作成できる

レビューブックと連携！

19 年分の
国試を収録！

国試の正答率で絞り込める！

国試検索・テスト作成

過去の国試で出題された問題を
元に、オリジナル問題を作成い
ただけます。数値や選択肢など
を変更できるため、過去問の解
答を暗記してしまっている学生
にも最適です。

①検索

②問題編集
③蓄積

学内で作成された問題は蓄積
され、一括管理することがで
きます。

長年多くの看護師・看護学生から愛され続ける参考書『なぜ？どうして？』を
全巻読むことができます。

国試合格に必要な知識を会話形式で根拠からインプット

なぜ？どうして？

学習に苦手意識のある
学生でも取り組みやすい
会話形式

イメージしにくい部分
の理解を助ける
豊富なイラスト

国試で出題された内容を
国試番号と下線で明示

下線の引かれた「左主気管支は右主気管支より分岐の
角度が大きい（水平に近い）し，細長い」という内容で
・103回追試	午前28番
・100回	午後27番
の問題を解くことができることを示しています。

最新版『なぜ？どうして？』
全巻が読み放題！

苦手科目の学習に使っていました。
全巻揃っているので好きなところ
から読み始められましたし、図書
館で借りる手間もなく読むハード
ルがグッと下がってよかったです。

学生

10分程度で解ける国試問題のテストセット。『なぜ？どうして？』の項目に対応した
244セット、全1,500問からなります。学生全体の進捗と理解度がひと目でわかります。

「知識をおさえて過去問を解く」を繰り返す

10分テスト

学生全体の進捗と
理解度がひと目で
わかる！

１日４セットずつ取り
組めば、約３か月で
国試対策が完成！

教員
テストの結果だけでなく、所要時間までわかるので、「考えて解
いているか」が把握でき、個別指導に活かすことができました。

ご利用イメージ

学生 「10分テスト」
に取り組む

『なぜ？どうして？』
を読む

出題範囲を
設定する

結果を確認
する

解 く

読 む

出 題

成績・
進捗管理

教員

教員 学生
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ネコナースの合格予報 for School

看護師・保健師国家試験のWEB解答速報・採点サービスです。学生が入力した解答デー
タを自動で反映し、国試終了後すぐに学生の得点や判定を確認することができます。

※国家試験当日は、学生の選択率から正答を
予測し、成績や判定を提供します。国試翌
日以降に弊社の解答速報を発表し、その解
答に基づいて成績や判定を再集計いたします。

※開発中の画面のため、実際のサービス利用時とは異なる場合があります。

利用実績 NO.1 の国試 WEB 解答速報サービス

学校成績がサッとわかる

国試終了後に学生が
入力したデータを即時
に反映！

学生別に点数が集計
されるので、後日学校
に集まって採点する
必要がありません！

▶国 試 当 日

▶合 格 発 表 後

全国の学生の選択状況や試験問題が確認できるの
で、正答や不適切問題の予測に役立ちます。

▼109回看護師国試午後18番の選択率が
	 割れていた

厚生労働省発表の正答に基づいて得
点や順位を再集計。さらに学生の分
野別得点など、より詳細な分析デー
タを提供します。

問題ごとに全国正答率と学校正答
率を比較することができます。並び
替えや条件を絞り込んで表示するこ
ともできます。

厚生労働省発表の正答に基づいて
再集計された得点・順位・偏差値を
確認できます。

教員様ご自身が設定した正答に基づいて学生の成績を集計
する「オリジナル採点」機能を使用できます。「採点対象か
ら除外する」や「複数の選択肢を正解として採点する」など、	
教員様の判断に応じた、より精度の高い得点予測をするこ
とが可能です。

全国の学生の選択率や試験問題が確認できる

詳細な分野別成績表を確認できる 問題別に全国正答率と比較できる

不適切問題となった例

個人別に得点状況を確認できる

正答を変更して再集計できる

▼合格発表時に「採点対象から除外」と発表された

45,649 人
／ 65,025 人

利用実績

No.1 7,594 人
／ 7,948 人

第108回保健師国試利用実績第111回看護師国試利用実績

利用実績

No.1

9月12日（月）お申し込み受付開始予定!

必修、一般・状
況設定問題の平
均点を全国平均
と比較できます。

一般・状況設定
問題の得点分布
表で、学校とし
てどの位置にい
るかをサッと確
認できます。

https://kango.medilink-study.com/gokakuyoho/forschool

0 3 - 3 7 4 6 - 0 2 8 6 合格予報 for School

PC

TEL
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付録資料　令和 5年版 看護師国家試験出題基準

● 凡例（平成30年版出題基準との比較）

：新規テーマ ：移動、一部表現等の改変

※表現上の新規・改変を示しているため、実際には過去出題のある項目も存在します。

※新規テーマのうち特に注目すべきものについては、小社ホームページ「がんばれ看護学生」で順次解説を	
掲載予定です。

● 保健師助産師看護師国家試験出題基準とは
国家試験の出題範囲。「保健師、助産師及び看護師が保健医療の現場に第一歩を踏み出す際に、少なく
とも具有すべき基本的な知識及び技能」とされた内容を、具体的な項目によって示したもの。国家試験
の妥当な内容や範囲と適切な水準を確保する目的で作成されている。基本的には4年に一度見直され、
今回の令和5年版出題基準は第112回看護師国家試験より適用される。

出典：保健師助産師看護師国家試験出題基準 令和5年版 改定概要　　https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000919498.pdf

●「保健師助産師看護師国家試験出題基準 令和5年版 改定概要」からみる
改変のポイント

必修問題
	 健康および看護における社会的・倫理的側面について基本的な知識を問う。

１．健康の定義と理解 Ａ．健康の定義 世界保健機関＜WHO＞の定義
ウェルネスの概念

Ｂ．健康に関する指標 総人口
年齢別人口
労働人口
将来推計人口
世帯数
婚姻、家族形態
出生と死亡の動向
死因の概要
平均余命、平均寿命、健康寿命

Ｃ．受療状況 有訴者の状況
有病率、罹患率、受療率
外来受診の状況
入院期間

２．健康に影響する要因 Ａ．生活行動・習慣 食事と栄養
排泄
活動と運動、レクリエーション
休息と睡眠
清潔と衣生活
ライフスタイル
ストレス
喫煙、嗜好品

Ｂ．生活環境 水質、大気、土壌
食品衛生
住環境

Ｃ．社会環境 職業と健康障害
労働環境
ワーク・ライフ・バランス

３．�看護で活用する社会
保障

Ａ．医療保険制度の基本 医療保険の種類
国民医療費
高齢者医療制度
給付の内容

Ｂ．介護保険制度の基本 保険者
被保険者
給付の内容
要介護・要支援の認定
地域支援事業

４．看護における倫理 Ａ．基本的人権の擁護 個人の尊厳
患者の権利
自己決定権と患者の意思
インフォームド・コンセント
ノーマライゼーション
情報管理（個人情報の保護）

Ｂ．倫理原則 自律尊重
善行
公正、正義
誠実、忠誠
無危害

Ｃ．看護師等の役割 説明責任＜アカウンタビリティ＞
倫理的配慮
権利擁護＜アドボカシー＞

５．�看護に関わる基本的
法律

Ａ．保健師助産師看護師法 保健師・助産師・看護師の定義
保健師・助産師・看護師の業務
保健師・助産師・看護師の義務（守秘義務、業務従事者届出の義務、臨床研修等
を受ける努力義務）
養成制度

Ｂ．看護師等の人材確保の促進に関
する法律

目的、基本方針
ナースセンター

目標Ⅰ．

大項目 中項目 小項目

人口・疾病構造や社会背景などを踏まえつつ、近年の保健・医療・福祉の実情など看護を
取り巻く状況の変化に伴い、より重要となる教育内容に関する項目の精選と充実を図った。

時勢の変化に伴う見直し（新型コロナウイルス感染症、地域医療への移行	など）

中項目が実際の「出題の範囲」であることから、具体的に示す内容や求める知識・能力が
明確となるような表現の工夫を行った。また、出題基準は各学校養成所の教育で扱われる
全ての内容を網羅するものではなく、これらの教育のあり方を拘束するものでもないこと、
加えて、小項目は「中項目に関する内容を分かりやすくするために示したキーワード」で
あることから、個々の記載事項に番号を振らない形式へと変更するとともに、過度に限定
的にならないよう内容の精査を行った。

小項目の立ち位置を、「具体的な出題内容」から「出題のキーワード例」に変更

看護基礎教育におけるカリキュラムの改正経緯を踏まえ、各職種に求められる実践能力と
卒業時の到達目標との整合性について留意しながら見直しを行った。一方で、令和5年版の
出題基準は、改正前のカリキュラムで学んだ受験者と改正後のカリキュラムで学んだ受験
者が混在する時期に使用されることから、双方のカリキュラムで学び得る内容となるよう
配慮した。

新カリキュラムをふまえるが、変更が受験生の不利益とならないよう配慮する
≒国試への大きな影響は避ける可能性が高い
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	 看護の対象および看護活動の場と看護の機能について基本的な知識を問う。

６．人間の特性 Ａ．人間と欲求 基本的欲求
社会的欲求

Ｂ．対象の特性 QOL
健康や疾病に対する意識
疾病・障害・死の受容

７．�人間のライフサイク
ル各期の特徴と生活

Ａ．胎児期 形態的発達と異常
Ｂ．新生児・乳児期 発達の原則

身体の発育
運動能力の発達
栄養
親子関係

Ｃ．幼児期 身体の発育
運動能力の発達
言語の発達
社会性の発達
基本的生活習慣の確立

Ｄ．学童期 運動能力の発達、体力の特徴
社会性の発達
学習に基づく行動

Ｅ．思春期 第二次性徴
アイデンティティの確立
親からの自立
異性への関心

Ｆ．成人期 社会的責任と役割
生殖機能の成熟と衰退
基礎代謝の変化

Ｇ．老年期 身体的機能の変化
認知能力の変化
心理社会的変化

８．�看護の対象としての
患者と家族

Ａ．家族の機能 家族関係
家族構成員
疾病が患者・家族に与える心理・社会的影響

Ｂ．家族形態の変化 家族の多様性
構成員の変化

９．�主な看護活動の場と
看護の機能

Ａ．看護活動の場と機能・役割 病院、診療所
助産所
訪問看護ステーション
介護保険施設
地域包括支援センター
市町村、保健所
学校
企業
チーム医療
退院調整

目標Ⅱ．

大項目 中項目 小項目

Ｂ．人間の死 死の三徴候
死亡判定
脳死

11．徴候と疾患 Ａ．主要な症状と徴候 意識障害
嚥下障害
言語障害
ショック
高体温、低体温
脱水
黄疸
頭痛
咳嗽、喀痰
吐血、喀血
チアノーゼ
呼吸困難
胸痛
不整脈
腹痛、腹部膨満
悪心、嘔吐
下痢
便秘
下血
乏尿、無尿、頻尿、多尿
浮腫
貧血
睡眠障害
感覚過敏・鈍麻
運動麻痺
けいれん

Ｂ．主要な疾患による健康障害 生活習慣病
がん
感染症
精神疾患
小児の疾患
高齢者の疾患

Ｃ．基本的な臨床検査値の評価 血液学検査
血液生化学検査
免疫血清学検査
尿検査

12．�薬物の作用とその
管理

Ａ．主な薬物の効果と副作用（有害
事象）

抗感染症薬
抗がん薬
強心薬、抗不整脈薬
狭心症治療薬
抗血栓薬
降圧薬、昇圧薬
利尿薬
消化性潰瘍治療薬
下剤、止痢薬
抗アレルギー薬
免疫療法薬
副腎皮質ステロイド薬
糖尿病治療薬
中枢神経作用薬
麻薬
消炎鎮痛薬

Ｂ．薬物の管理 禁忌
保存・管理方法
薬理効果に影響する要因

	 看護に必要な人体の構造と機能および健康障害と回復について基本的な知識を問う。

10．人体の構造と機能 Ａ．人体の基本的な構造と正常な機
能

内部環境の恒常性
神経系
運動系
感覚器系
循環器系
血液、体液
免疫系
呼吸器系
消化器系
栄養と代謝系
泌尿器系
体温調節
内分泌系
性と生殖器系
妊娠・分娩・産褥の経過
遺伝

目標Ⅲ．

大項目 中項目 小項目
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	 看護技術に関する基本的な知識を問う。

13．�看護における基本
技術

Ａ．コミュニケーション 言語的コミュニケーション
非言語的コミュニケーション
面接技法

Ｂ．看護過程 情報収集、アセスメント
計画立案
実施
評価

Ｃ．フィジカルアセスメント バイタルサインの観察
意識レベルの評価
呼吸状態の観察
腸蠕動音聴取
運動機能の観察

14．日常生活援助技術 Ａ．食事 食事の環境整備、食事介助
誤嚥の予防

Ｂ．排泄 排泄の援助（床上、トイレ、ポータブルトイレ、おむつ）
導尿
浣腸
摘便
失禁のケア

Ｃ．活動と休息 体位、体位変換
移動、移送
ボディメカニクス
廃用症候群の予防
睡眠

Ｄ．清潔 入浴、シャワー浴
清拭
口腔ケア
洗髪
手浴、足浴
陰部洗浄
整容
寝衣交換

15．�患者の安全・安楽
を守る看護技術

Ａ．療養環境 病室環境
共有スペース
居住スペース

Ｂ．医療安全対策 転倒・転落の防止
誤薬の防止
患者誤認の防止
誤嚥・窒息の防止
コミュニケーションエラーの防止

Ｃ．感染防止対策 標準予防策＜スタンダードプリコーション＞
感染経路別予防策
手指衛生
必要な防護用具（手袋、マスク、ガウン、ゴーグル）の選択・着脱
無菌操作
滅菌と消毒
針刺し・切創の防止
感染性廃棄物の取り扱い

目標Ⅳ．

大項目 中項目 小項目

16．�診療に伴う看護�
技術

Ａ．栄養法 経管・経腸栄養法
経静脈栄養法

Ｂ．薬物療法 与薬方法
薬効・副作用（有害事象）の観察

Ｃ．輸液・輸血管理 刺入部位の観察
点滴静脈内注射
輸血

Ｄ．採血 刺入部位
採血方法
採血後の観察内容、採血に関連する有害事象

E．呼吸管理 酸素療法の原則
酸素ボンベ
酸素流量計
鼻腔カニューラ
酸素マスク
ネブライザー
口腔内・鼻腔内吸引
気管内吸引
体位ドレナージ

F．救命救急処置 気道の確保
人工呼吸
胸骨圧迫
直流除細動器
自動体外式除細動器＜AED＞
止血法
トリアージ

G．皮膚・創傷の管理 創傷管理
褥瘡の予防・処置
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６．循環器系 Ａ．心臓の構造と機能 心臓の構造
刺激伝導系
心周期
心機能の調節

Ｂ．血管系の構造と機能 動脈、静脈、毛細血管
血圧と血圧調節
門脈系
肺循環と体循環
冠循環
脳循環
胎児・胎盤の血液循環
末梢循環の調節

Ｃ．リンパ系の構造と機能 リンパ液、リンパ管、リンパ節
胸管

７．血液 Ａ．血液の成分と機能 血液の成分（血球、血漿、血清）
赤血球の働き
血液の物理化学的特性
造血と造血因子

Ｂ．止血機構 血液凝固
線維素溶解

Ｃ．血液型 ABO式、Rh式
８．体液 Ａ．体液の構成 体液の区分

体液の組成
Ｂ．体液の調節 電解質バランス

酸塩基平衡
浸透圧調節

９．生体の防御機構 Ａ．非特異的生体防御機構 皮膚の構造と防御機構
粘膜の構造と防御機構
食細胞とサイトカイン

Ｂ．特異的生体防御反応（免疫系） 免疫系の細胞
胸腺、脾臓、リンパ組織
抗原と抗体
補体
液性免疫
細胞性免疫
アレルギー反応
組織適合性抗原＜HLA＞

10．呼吸器系 Ａ．気道の構造と機能 鼻腔、咽頭、喉頭、気管、気管支
発声

Ｂ．肺の構造 肺
胸膜

Ｃ．縦隔 縦隔の区分
縦隔に含まれる器官

Ｄ．呼吸 呼吸筋
換気
ガス交換
呼吸運動
呼吸調節

11．消化器系 Ａ．咀嚼・嚥下 歯・口腔・唾液腺の構造と機能
咽頭・喉頭の構造と機能
食道の構造と機能
咀嚼
嚥下

Ｂ．消化と吸収 胃の構造と機能
小腸の構造と機能
大腸の構造と機能
排便反射
肝臓・胆道の構造と機能
膵臓の構造と機能
三大栄養素の消化と吸収
消化管運動と反射
消化管ホルモン

12．代謝系 Ａ．栄養とエネルギー代謝 栄養所要量
基礎代謝

Ｂ．物質代謝 同化作用と異化作用
酵素
栄養素の代謝
ビリルビンの代謝
核酸の代謝

人体の構造と機能
	 正常な人体の構造と機能について基本的な理解を問う。

	 フィジカルアセスメントおよび日常生活の営みを支える看護に必要な人体の構造と機能について基本的な理解を問う。

	 疾病の成り立ちとの関連において、人体の構造と機能について基本的な理解を問う。

１．細胞と組織 Ａ．細胞の構造 細胞膜と細胞質
核
細胞小器官と細胞骨格

Ｂ．遺伝子と遺伝情報 ゲノムと遺伝子
タンパク合成

Ｃ．細胞分裂 染色体の複製と有糸分裂
減数分裂

Ｄ．組織 上皮組織
支持組織
筋組織
神経組織

Ｅ．細胞内情報伝達 イオンチャネル型受容体
代謝調節型受容体
細胞内受容体、核内受容体

２．�生体リズムと内部環
境の恒常性

Ａ．生体リズム 概日リズム＜サーカディアンリズム＞
体内時計

Ｂ．内部環境の恒常性維持機構 細胞外液
体温

３．神経系 Ａ．神経細胞と神経組織 神経細胞＜ニューロン＞と情報伝達
神経膠細胞

Ｂ．中枢神経系の構造と機能 大脳
視床、視床下部
中脳、橋、延髄
小脳
脊髄
反射
髄膜と脳室
脳脊髄液の循環
感覚と運動の伝導路
覚醒と睡眠

Ｃ．末梢神経系の構造と機能 脳神経
脊髄神経
体性神経
自律神経

４．運動器系 Ａ．骨と骨格 骨の構造と機能
軟骨の構造
全身の骨

Ｂ．関節の構造と機能 関節の構造と動き
全身の関節

Ｃ．骨格筋の構造と機能 骨格筋の構造
筋収縮の機構
全身の骨格筋

５．感覚器系 Ａ．体性感覚 刺激と感覚受容
表在感覚
深部感覚

Ｂ．視覚 眼球と眼球付属器の構造
視力と視野
明暗覚、色覚
視覚の伝導路
眼球運動
眼の反射と調節機能

Ｃ．聴覚 外耳・中耳・内耳の構造
音の伝播
聴力

Ｄ．平衡感覚 平衡器官の構造
平衡覚とその伝導路

Ｅ．味覚 味蕾の構造と機能
味覚の伝導路

Ｆ．嗅覚 嗅上皮
嗅覚の伝導路

Ｇ．内臓感覚 内臓感覚の受容器と機能

目標Ⅰ．

目標Ⅱ．

目標Ⅲ．

大項目 中項目 小項目
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疾病の成り立ちと回復の促進
	 健康から疾病を経て回復に至る過程について基本的な理解を問う。

１．健康の維持増進 Ａ．疾病の予防・早期発見 健康診断、健康診査、がん検診
予防接種
健康教育

２．�疾病の成立と疾病か
らの回復

Ａ．疾病の要因 内因（宿主要因）、外因（環境要因）
生活習慣
ストレス

Ｂ．回復過程 神経内分泌の反応
免疫系の反応
代謝系の反応
回復に影響する身体・心理・社会的要因

目標Ⅰ．

大項目 中項目 小項目

	 疾病の要因と生体反応について基本的な理解を問う。

３．�基本的な病因とその
成り立ち

Ａ．細胞の障害 萎縮、変性、肥大
壊死＜ネクローシス＞とアポトーシス
創傷と治癒

Ｂ．生体の障害 呼吸障害
循環障害、臓器不全
炎症、損傷
免疫異常、アレルギー
内分泌・代謝異常
廃用症候群
老年症候群
遺伝子異常、先天異常
腫瘍
中毒、放射性障害

Ｃ．人と病原体の関わり 感染源と感染経路
ウイルス
細菌
真菌
薬剤耐性＜AMR＞（多剤耐性菌）

目標Ⅱ．

大項目 中項目 小項目

	 疾病に対する診断・治療について基本的な理解を問う。

４．疾病に対する医療 Ａ．診断の基本と方法 医療面接（問診）、身体診察（視診、触診、聴診、打診）
検体検査
生体機能検査
画像検査
内視鏡検査
心理・精神機能検査

Ｂ．薬物の特性 与薬方法
薬物動態（吸収、分布、代謝、排泄）
薬理作用と副作用（有害事象）

Ｃ．治療方法 手術療法（麻酔を含む）
化学療法
放射線治療
輸血
リハビリテーション、運動療法
食事療法
臓器移植、再生医療
人工臓器・透析
精神療法

Ｄ．医療による健康被害 薬害
ウイルス性肝炎
院内感染

目標Ⅲ．

大項目 中項目 小項目

13．泌尿器系 Ａ．尿の生成 腎臓の構造
糸球体濾過
尿細管における再吸収と分泌

Ｂ．体液量の調節 抗利尿ホルモンの作用
レニン－アンジオテンシン－アルドステロン系

Ｃ．排尿 尿管と膀胱の構造と機能
尿道の構造と機能
排尿反射

14．体温調節 Ａ．体温 核心温度と外殻温度
Ｂ．体温の調節 熱放散と熱産生

体温調節中枢
15．内分泌系 Ａ．ホルモンの種類 ホルモンの化学的性質

ホルモンの受容体
Ｂ．ホルモン分泌の調節 フィードバック機構
Ｃ．内分泌器官の構造とホルモンの

機能
視床下部
下垂体
松果体
甲状腺
副甲状腺＜上皮小体＞
膵島
副腎皮質
副腎髄質
腎臓
性腺

16．生殖器系 Ａ．女性の生殖器系の構造と機能 卵巣
卵管、子宮、腟
外陰部・会陰の構造
性周期
妊娠、分娩、産褥
妊娠・分娩に伴う変化
乳房

Ｂ．男性の生殖器系の構造と機能 精巣と精路
精子の形成
精巣上体、精管、精囊、前立腺、陰茎

Ｃ．受精と発生 受精
着床
初期発生と器官形成
胎児の発生

17．成長 Ａ．成長による変化 成長による組織・臓器の形態的変化
成長による臓器の機能的変化
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９．造血機能 Ａ．血液・造血器の疾患の病態と診
断・治療

貧血（鉄欠乏性貧血、巨赤芽球性貧血、溶血性貧血、骨髄異形成症候群、二次性
貧血）
白血球減少症
出血性疾患（血栓性血小板減少性紫斑病＜TTP＞、免疫性血小板減少性紫斑病
＜ITP＞、播種性血管内凝固＜DIC＞）
腫瘍（白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫）

10．全身の感染性疾患 Ａ．感染性疾患の病態と診断・治療 ウイルスによる感染症（インフルエンザ、流行性耳下腺炎＜ムンプス＞、麻疹、
風疹、エボラ出血熱、コロナウイルス感染症、ヒト免疫不全ウイルス＜HIV＞感
染症）
細菌による感染症（結核、コレラ、破傷風、梅毒）
敗血症

11．免疫機能 Ａ．自己免疫疾患の病態と診断・治
療

全身性エリテマトーデス＜SLE＞
関節リウマチ
Sjögren＜シェーグレン＞症候群
全身性強皮症
皮膚筋炎、多発性筋炎
Behçet＜ベーチェット＞病

Ｂ．アレルギー性疾患の病態と診断・
治療

花粉症（アレルギー性鼻炎）
蕁麻疹
接触皮膚炎
アナフィラキシーショック

12．神経機能 Ａ．中枢神経系の疾患の病態と診断・
治療

脳血管障害（脳内出血、くも膜下出血、脳梗塞、もやもや病）
頭蓋内圧亢進症
変性疾患（Parkinson＜パーキンソン＞病、筋萎縮性側索硬化症＜ALS＞）
脱髄疾患（多発性硬化症）
認知症（Alzheimer＜アルツハイマー＞病、血管性認知症、Lewy＜レビー＞小
体型認知症、前頭側頭型認知症）
感染性疾患（脳炎、髄膜炎）
頭部外傷
脊髄損傷
機能性疾患（てんかん）
腫瘍（脳腫瘍）

Ｂ．末梢神経系の疾患の病態と診断・
治療

Guillain-Barré＜ギラン・バレー＞症候群
顔面神経麻痺（Bell＜ベル＞麻痺）
自律神経失調症

Ｃ．感覚器系の疾患の病態と診断・
治療

視覚障害（白内障、緑内障、網膜剝離、網膜症）
聴覚障害（難聴、Ménière＜メニエール＞病）
嗅覚・味覚障害

13．皮膚機能 Ａ．皮膚の疾患と病態と診断・治療 湿疹、皮膚炎（アトピー性皮膚炎、接触性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、光線過敏症＜
慢性光線性皮膚炎＞）
蕁麻疹、薬疹
感染性疾患（帯状疱疹、蜂窩織炎、白癬、カンジダ症、疥癬）
腫瘍（色素性母斑、ケロイド、有棘細胞癌、基底細胞癌、悪性黒色腫）
鶏眼＜うおのめ＞、胼胝＜たこ＞

14．運動機能 Ａ．運動器系の疾患の病態と診断・
治療

骨折、脱臼、捻挫
骨粗鬆症
腫瘍（骨肉腫、軟部組織腫瘍）
変形性関節症
腰痛症（椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症）
炎症性疾患（骨炎、骨髄炎、関節炎）
筋ジストロフィー
重症筋無力症

15．排泄機能 Ａ．泌尿器系の疾患の病態と診断・
治療

腎炎、慢性腎臓病
炎症性疾患（腎盂腎炎、膀胱炎）
腫瘍（腎癌、尿管癌、膀胱癌）
腎・尿路結石
排尿障害（過活動膀胱、腹圧性尿失禁、夜尿症）
腎不全

16．生殖機能 Ａ．生殖器系の疾患の病態と診断・
治療

女性生殖器の疾患（子宮筋腫、子宮内膜症、卵巣囊腫）
乳腺の疾患（乳腺炎、乳腺症）
男性生殖器の疾患（前立腺炎、前立腺肥大）
腫瘍（乳癌、子宮体癌、子宮頸癌、卵巣癌、前立腺癌）
生殖機能障害（月経異常、更年期障害）

17．精神機能 Ａ．精神・心身の疾患の病態と診断・
治療

せん妄
精神作用物質（アルコール、薬物）使用による精神・行動の障害
統合失調症
気分＜感情＞障害（うつ病、双極性感情障害）
神経症性障害、ストレス関連障害（パニック障害、心的外傷後ストレス障害＜
PTSD＞、適応障害）
生理的障害・身体的要因に関連した行動症候群（摂食障害、非器質性睡眠障害）

	 各疾患の病態と診断・治療について基本的な理解を問う。

５．呼吸機能 Ａ．呼吸器系の疾患の病態と診断・
治療

炎症性疾患（気管支炎、肺炎、間質性肺炎、胸膜炎）
気管支喘息
慢性閉塞性肺疾患＜COPD＞
肺循環障害（肺高血圧、肺塞栓症）
肺結核
気胸
腫瘍（肺癌、中皮腫）

６．循環機能 Ａ．心臓の疾患の病態と診断・治療 先天性心疾患（心房中隔欠損症、心室中隔欠損症、動脈管開存症、Fallot＜ファ
ロー＞四徴症）
虚血性心疾患（狭心症、急性冠症候群）
心筋症（肥大型心筋症、拡張型心筋症）
心不全（急性心不全、慢性心不全）
心タンポナーデ
不整脈（上室性頻脈性不整脈、心室性頻脈性不整脈、徐脈性不整脈）
炎症性疾患（感染性心内膜炎、心筋炎、収縮性心膜炎）
弁膜症（大動脈弁疾患、僧帽弁疾患）

Ｂ．血管系の疾患の病態と診断・治
療

大動脈瘤、大動脈解離
閉塞性動脈硬化症、Buerger＜バージャー＞病、高安動脈炎
挫滅＜圧挫＞症候群＜crush	syndrome＞
下肢静脈瘤、深部静脈血栓症

Ｃ．血圧異常の病態と診断・治療 動脈硬化症
本態性高血圧
二次性高血圧
起立性低血圧
迷走神経反射

Ｄ．ショックの病態と診断・治療 心原性ショック
出血性ショック
血流分布異常性ショック
心外閉塞・拘束性ショック

７．�栄養の摂取・消化・
吸収・代謝機能

Ａ．口腔、咽頭の疾患の病態と診断・
治療

炎症性疾患（咽頭炎、扁桃炎）
う歯、歯周病
腫瘍（舌癌、咽頭癌）

Ｂ．上部消化管の疾患の病態と診断・
治療

炎症性疾患（逆流性食道炎、急性胃炎、慢性胃炎、ヘリコバクターピロリ感染症）
潰瘍性疾患（胃潰瘍、十二指腸潰瘍）
腫瘍（食道癌、胃癌）
食道静脈瘤

Ｃ．下部消化管の疾患の病態と診断・
治療

炎症性疾患（潰瘍性大腸炎、Crohn＜クローン＞病、虫垂炎、痔瘻）
イレウス
腫瘍（大腸ポリープ、結腸癌、直腸癌）
慢性便秘症

Ｄ．肝臓・胆・膵臓の疾患の病態と
診断・治療

炎症性疾患（肝炎、胆管炎、胆囊炎、膵炎）
肝硬変
腫瘍（肝癌、胆囊癌、胆管癌、膵癌）
脂肪肝、アルコール性肝炎、非アルコール性脂肪性肝炎
胆石症

Ｅ．腹壁・腹膜・横隔膜の疾患の病
態と診断・治療

鼠径ヘルニア
腹膜炎
横隔膜ヘルニア
腹壁瘢痕ヘルニア

８．内部環境調節機能 Ａ．内分泌系の疾患の病態と診断・
治療

間脳・下垂体疾患
甲状腺疾患（甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症、甲状腺炎）
副甲状腺＜上皮小体＞疾患
副腎皮質・髄質疾患
腫瘍（下垂体腫瘍、甲状腺癌）

Ｂ．代謝異常の疾患の病態と診断・
治療

メタボリックシンドローム、肥満症
糖尿病
脂質異常症
高尿酸血症、痛風
ビタミン欠乏症

Ｃ．体液調節の疾患の病態と診断・
治療

水・電解質の異常（脱水、浮腫、低ナトリウム血症、高カリウム血症）
酸塩基平衡の異常（アシドーシス、アルカローシス）

目標Ⅳ．

大項目 中項目 小項目
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健康支援と社会保障制度
	 社会生活を視点とした個人・家族・集団の機能や変化について基本的な理解を問う。

１．�社会・家族機能と�
生活基盤の変化

Ａ．生活単位の変化 人口構造
家族、世帯

Ｂ．家族機能の変化 出生、死亡
夫婦、子ども
育児、介護
家事
婚姻、離婚

Ｃ.	ライフスタイルの変化 雇用形態
女性の労働
少子化、晩婚化、晩産化

２．社会の中の集団 Ａ．地域や職場における機能 ソーシャルサポートネットワーク
フォーマルサポート、インフォーマルサポート
地域活動への参加
地域集団＜コミュニティ・グループ＞

Ｂ．労働と健康 労働安全衛生法
労働基準法
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律＜育児・
介護休業法＞
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律＜男女雇用
機会均等法＞
就業構造
労働時間

	 社会保障の理念、社会保険制度および社会福祉に関する法や施策について基本的な理解を問う。

３．社会保障制度の基本 Ａ．社会保障の理念 目的と機能
日本国憲法第25条
ノーマライゼーション

Ｂ．社会保障制度 社会保障給付費
社会保障制度の変遷
地域包括ケアシステム

４．社会保険制度の基本 Ａ．社会保険の理念 目的と機能
国民皆保険

Ｂ．医療保険制度 目的と機能
健康保険法
高齢者医療制度（高齢者の医療の確保に関する法律＜高齢者医療確保法＞）
被用者保険、国民健康保険
公費医療制度

Ｃ．介護保険制度 基本理念
介護保険法
保険者、被保険者
要介護認定と給付の仕組み
地域包括支援センター
介護予防・日常生活支援総合事業

Ｄ．年金制度 制度の体系
国民皆年金

Ｅ．その他の関係法規 雇用保険法
労働者災害補償保険法

５．社会福祉の基本 Ａ．社会福祉制度 目的と機能
社会福祉法

Ｂ．社会福祉に関わる機関 目的と機能
福祉事務所
児童相談所
更生相談所
社会福祉施設

Ｃ．社会福祉における民間活動 民生委員、児童委員
社会福祉協議会
ボランティア活動

Ｄ．生活保護に関する制度 生活保護法
扶助の種類と内容

目標Ⅰ．

大項目 中項目 小項目

目標Ⅱ．

大項目 中項目 小項目

Ｅ．障害者（児）に関する制度 障害者基本法
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律＜障害者総合支援
法＞
身体障害者福祉法
知的障害者福祉法
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律＜精神保健福祉法＞
発達障害者支援法
障害者の雇用の促進等に関する法律＜障害者雇用促進法＞
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律＜障害者差別解消法＞
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律＜障害者虐待防
止法＞

Ｆ．児童に関する制度 児童福祉法
児童虐待の防止等に関する法律＜児童虐待防止法＞
母子及び父子並びに寡婦福祉法
次世代育成支援、少子化対策

Ｇ．高齢者に関する制度 老人福祉法
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律＜高齢者虐待防
止法＞

Ｈ．その他の制度 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律＜DV防止法＞
アルコール健康障害対策基本法
ギャンブル等依存症対策基本法
その他の依存症（薬物依存を含む）の対策

	 公衆衛生の基本、保健活動の基盤となる法や施策および生活者の健康増進について基本的な理解を問う。。

６．健康と公衆衛生 Ａ．公衆衛生の理念 目的と機能
地域保健法
ヘルスプロモーション
一次予防、二次予防、三次予防

Ｂ．公衆衛生の実施機関 保健所
市区町村保健センター

Ｃ．疫学的方法に基づく公衆衛生 健康被害と母集団
疫学的因果関係の推定
臨床疫学とエビデンス

Ｄ．健康に関する指標に基づく公衆
衛生

国勢調査
人口静態
人口動態
出生
死亡（死産、周産期死亡、乳児死亡を含む）、死因
平均余命、平均寿命
健康寿命
受療状況、有病率、罹患率

７．�公衆衛生における�
感染症と対策

Ａ．感染症の基本 感染症の成立と予防
予防接種
院内感染と予防
感染制御
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律＜感染症法＞

Ｂ．主要な感染症と動向 結核
新興感染症
再興感染症
薬剤耐性菌感染症
人獣共通感染症
ヒト免疫不全ウイルス＜HIV＞感染症、後天性免疫不全症候群＜AIDS＞

８．�公衆衛生における�
生活環境への対策

Ａ．地球環境 地球温暖化
アスベスト
放射性物質
水質汚染
大気汚染
土壌汚染

Ｂ．食品および食の安全 食品衛生法
食中毒の種類と予防
健康食品、特別用途食品

Ｃ．ごみ・廃棄物 一般廃棄物と産業廃棄物
感染性廃棄物

目標Ⅲ．

大項目 中項目 小項目
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９．�保健活動の基盤と制
度

Ａ．地域保健 地域保健法
健康増進法
健康日本21

Ｂ．母子保健 母子保健法
健やか親子21（第２次）
母子健康手帳
保健指導、訪問指導
健康診査、健康教育
母体保護法

Ｃ．精神保健 精神保健医療福祉の施策
精神障害者（児）の医療と福祉
こころの健康対策、自殺対策
発達障害に関する医療と福祉
自殺対策基本法

Ｄ．学校保健 学校保健安全法
健康診断、健康相談
感染症対応
学校環境衛生

Ｅ．その他の保健活動の基盤となる
法や施策

がん対策基本法
難病の患者に対する医療等に関する法律＜難病法＞

10．生活者の健康増進 Ａ．生活習慣病の予防 主な生活習慣病の現状
栄養、運動、休息
喫煙・飲酒対策
健康教育と早期発見
循環器疾患の予防
糖尿病の予防
特定健康診査、特定保健指導

Ｂ．職場の健康管理 労働安全衛生法
業務上疾病の予防
労働衛生３管理（作業管理、作業環境管理、健康管理）
仕事と家庭の両立支援（ワーク・ライフ・バランス）

11．�人々の健康を支え
る職種やサービス
提供体制に関する
法や施策

Ａ．看護職に関する法 保健師助産師看護師法
看護師等の人材確保の促進に関する法律

Ｂ．医療や社会福祉の関連職に関す
る法

医師法
歯科医師法
薬剤師法
診療放射線技師法
臨床検査技師等に関する法律
理学療法士及び作業療法士法
言語聴覚士法、視能訓練士法
社会福祉士及び介護福祉士法、精神保健福祉士法
栄養士法
歯科衛生士法
救急救命士法

Ｃ．サービスの提供体制 医療法
医療提供施設（病院、診療所、助産所、介護医療院、介護老人保健施設等）の	
機能
訪問看護ステーション
救急医療
在宅医療

Ｄ．その他の役割 診療記録と情報公開
安全管理＜セーフティマネジメント＞
医薬品と医療機器の取り扱い

基礎看護学
	 看護の概念及び展開について基本的な理解を問う。

１．�看護の基本となる�
概念

Ａ．看護の本質 看護の定義
役割と機能
看護の変遷

Ｂ．看護の対象 全体＜whole＞としての人間
成長・発達する存在
ニーズをもつ存在
生活を営む存在
適応する存在
社会・文化的存在
ライフサイクルと発達課題

Ｃ．健康と生活 健康のとらえ方
健康のレベル
健康への影響要因
生活習慣とセルフケア
QOLの維持と向上
生活の場

Ｄ．看護における倫理 基本的人権、世界人権宣言、個人の尊厳
倫理原則、職業倫理
患者の権利と擁護
倫理的葛藤と対応

２．看護の展開 Ａ．対象との関係の形成 信頼関係
援助関係

Ｂ．基盤となる思考過程 根拠に基づいた看護＜EBN＞
クリティカル・シンキング
問題解決過程

Ｃ．看護における連携と協働 看護職間の連携と協働
多職種間の連携と協働
チームでの活動

	 基礎的な看護技術と適用のための判断プロセスについて基本的な理解を問う。

３．�看護における基本�
技術

Ａ．コミュニケーション コミュニケーションの目的と構成要素
コミュニケーションの基本的な技法
コミュニケーションに障害のある人々への対応

Ｂ．学習支援 学習に関わる諸理論
学習支援の方法と媒体
学習支援プロセス

Ｃ．看護過程 情報収集
アセスメント
計画
実施
評価

Ｄ．看護業務に関する情報 看護業務に関する情報の種類
看護業務に関する情報の記録・報告・共有

Ｅ．フィジカルアセスメント 看護におけるフィジカルアセスメントの意義
問診の基本
身体診察（視診、触診、聴診、打診）の基本
全身の診察（全身の観察、バイタルサイン）
系統別のフィジカルアセスメント

Ｆ．感染防止対策 感染の成立と予防
標準予防策＜スタンダードプリコーション＞と感染経路別予防策
手洗い、消毒、滅菌法、無菌操作
感染性廃棄物の取り扱い
感染拡大の防止の対応

Ｇ．安全管理＜セーフティマネジメ
ント＞

医療安全の概念
誤薬の予防と対策
転倒・転落の予防と対策
チューブ・ライントラブルの予防と対策
針刺しの予防と対策

Ｈ．安楽の確保 安楽の概念
ボディメカニクスの原理と看護実践への活用

目標Ⅰ．

大項目 中項目 小項目

目標Ⅱ．

大項目 中項目 小項目
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安楽な姿勢・体位の保持
安楽を提供するためのケア
安楽を保つための療養環境の調整

Ｉ．終末期のケア 終末期の患者のケア
終末期の家族のケア
死亡後のケア

４．日常生活援助技術 Ａ．環境 療養環境のアセスメント
療養環境の調整と整備

Ｂ．食事と栄養 健康な食生活と食事摂取基準
治療食、療養食
食事と栄養に影響する要因
食事と栄養のアセスメント
食事摂取の自立困難な人への援助
嚥下障害のある人への援助
経管・経腸栄養法
経静脈栄養法

Ｃ．排泄 排泄に影響する要因
排泄のアセスメント
自然な排泄を促す援助
トイレ・ポータブルトイレでの排泄の援助
床上での排泄の援助
自然な排泄が困難な人への援助
尿失禁・便失禁のある人への援助

Ｄ．活動と運動 活動と運動に影響する要因
活動と運動のアセスメント
活動と運動を促す援助

Ｅ．休息と睡眠 休息と睡眠に影響する要因
休息と睡眠のアセスメント
休息と睡眠を促す援助

Ｆ．清潔と衣生活 清潔と衣生活に影響する要因
清潔と衣生活のアセスメント
清潔行動・衣生活の自立困難な人への援助

５．診療に伴う看護技術 Ａ．呼吸、循環、体温調整 呼吸・循環・体温調整のアセスメント
呼吸を楽にする姿勢と呼吸法
血圧・血流を保持する姿勢
酸素吸入の適応と方法
口腔内・鼻腔内・気管内吸引の適応と方法
排痰法の適応と方法
体温調整のための方法

Ｂ．皮膚・創傷管理 創傷の治癒過程
創傷のアセスメント
洗浄、保護、包帯法
褥瘡の予防と治癒の促進

Ｃ．与薬 与薬における看護師の役割
薬剤の種類と取り扱い方法
与薬方法と効果の観察
与薬の副作用（有害事象）の観察

Ｄ．輸液・輸血管理 輸液・輸血の種類と取り扱い方法
輸液・輸血の管理方法
輸液・輸血の副作用（有害事象）の観察

Ｅ．救命救急処置 生命の危機的状況のアセスメント
一次救命処置＜BLS＞
止血法

Ｆ．生体機能のモニタリング 診察・検査時の看護師の役割
検体検査（血液、尿、便、喀痰、胸水、腹水、骨髄液）
生体検査（エックス線撮影、超音波、CT、MRI、心電図、内視鏡、核医学）
経皮的動脈血酸素飽和度＜SpO2＞の測定、血糖測定
モニタリング機器の取り扱い

	 保健・医療・福祉の中で看護の果たす役割について基本的な理解を問う。

６．看護の役割と機能 Ａ．看護の場に応じた活動 在宅における看護活動
医療施設における看護活動
保健施設と福祉施設における看護活動

Ｂ．保健・医療・福祉の連携と継続
看護

保健・医療・福祉のチームにおける看護職の役割と機能
保健・医療・福祉の連携を支える仕組み
施設内・施設間における継続看護

目標Ⅲ．

大項目 中項目 小項目

成人看護学
	 成人各期の健康保持・増進や疾病の予防について基本的な理解を問う。

１．成人の特徴と生活 Ａ．成人期の発達の特徴 身体的・心理的・社会的な特徴
発達課題の特徴

Ｂ．成人の生活 家族形態の変化、家族機能
ライフスタイルの特徴

Ｃ．成人を取り巻く環境 社会状況の変化
産業構造・労働環境の変化

２．�成人における健康の
保持・増進や疾病の
予防

Ａ．生活習慣に関連する健康課題 生活習慣病の要因
健康問題の現状と推移
健康行動、保健行動

Ｂ．職業に関連する健康課題 就労条件・環境と疾病との関係
職業性疾患、作業関連疾患

Ｃ．ストレスに関連する健康課題 ストレスと健康
ストレスと対処法

	 急性期にある患者と家族の特徴を理解し看護を展開するための基本的な理解を問う。

３．�急性期にある患者と
家族の看護

Ａ．急性期にある患者と家族の特徴 身体的特徴
心理的特徴
社会的特徴

Ｂ．急性期における看護の基本 危機的状態への支援
治療の緊急度と優先度、治療選択・意思決定への支援
代理意思決定支援

４．�救急看護、クリティ
カルケア

Ａ．緊急度と重症度のアセスメント 意識レベル、神経学的所見、全身状態
バイタルサイン

Ｂ．救急看護・クリティカルケアの
基本

心肺停止状態への対応
ショックへの対応
急性症状の応急処置
外傷・熱傷・中毒の応急処置
熱中症・低体温症への応急処置
感染症への対応

５．�周術期にある患者と
家族の看護

Ａ．術前の看護 手術療法の理解を促す援助
手術の意思決定への援助
術後合併症のリスクアセスメントと援助
術前オリエンテーション
不安のアセスメントと援助
ボディイメージ＜身体像＞の変容への援助

Ｂ．術中の看護 手術方法による影響と援助
手術体位による影響と援助
麻酔による影響と援助
安全管理＜セーフティマネジメント＞（患者確認、ガーゼ遺残の防止）

Ｃ．術後の看護 侵襲に対する生体反応
術後の鎮痛・鎮静管理
創傷管理・処置
ドレーン管理・処置

Ｄ．術後合併症と予防 術後出血
深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症
呼吸器合併症
感染症
廃用症候群
消化器合併症

Ｅ．術後の機能障害や生活制限への
看護

ボディイメージ＜身体像＞の受容への支援
退院調整
機能訓練
セルフケア能力の獲得

目標Ⅰ．

大項目 中項目 小項目

目標Ⅱ．

大項目 中項目 小項目



4948 INFORMA for Teacher 2022 INFORMA for Teacher 2022

	 がん患者と家族の特徴を理解し看護を展開するための基本的な理解を問う。

８．�がん患者と家族への
看護

Ａ．がん患者の抱える苦痛 転移・浸潤に伴う身体的苦痛、身体症状に伴う活動制限
がんの診断や再発・転移による心理的苦痛
社会的苦痛
スピリチュアルな苦痛

Ｂ．がん患者の集学的治療と看護 手術療法と看護
薬物療法と看護
放射線療法と看護
造血幹細胞移植と看護
免疫療法と看護

Ｃ．がん患者の社会参加への支援 就労継続・環境の調整
社会参加を促す要素と阻害要因
がんサバイバー、がんサバイバーシップ
社会資源の活用（ピアサポートを含む）

Ｄ．がん患者の家族の特徴と看護 家族が直面する課題
家族への支援

	 終末期にある患者、および緩和ケアを必要とする患者と家族の特徴を理解し看護を展開するための基本的な理解を問う。

９．�終末期にある患者お
よび緩和ケアを必要
とする患者と家族へ
の看護

Ａ．緩和ケアを必要とする患者と	
家族への看護

がん患者
慢性心不全患者
慢性呼吸不全患者
難病患者

Ｂ．エンド・オブ・ライフ・ケア＜
end-of-life	care＞

症状アセスメントとマネジメント
全人的苦痛のアセスメントとマネジメント
治療中止や療養の場の移行に対する意思決定支援
予期的悲嘆に対するアセスメントとケア
アドバンス・ケア・プランニング＜ACP＞
家族への支援

Ｃ．臨死期の看護 身体的特徴とケア
精神的特徴とケア
家族の悲嘆へのケア、代理意思決定支援

目標Ⅴ．

大項目 中項目 小項目

目標Ⅵ．

大項目 中項目 小項目

	 慢性疾患がある患者と家族の特徴を理解し看護を展開するための基本的な理解を問う。

６．�慢性疾患がある患者
と家族の看護

Ａ．慢性疾患がある患者と家族の特
徴

慢性疾患の特徴、慢性疾患の動向
慢性疾患とともに生きる患者と家族の特徴

Ｂ．慢性疾患の治療と看護の基本 治療選択・意思決定への支援
症状のマネジメント
治療や療養の継続的な支援と連携

Ｃ．セルフケア・自己管理を促進す
る看護

セルフケア能力とセルフケア行動のアセスメント、アドヒアランスに影響する要
因のアセスメント
自己管理支援、セルフケア支援
自己効力感、エンパワメント

Ｄ．社会的支援の獲得への援助 患者と家族の相互作用と関係性
退院支援、退院調整
多職種連携
セルフヘルプグループ・サポートグループ・家族会の活用と支援
医療費助成制度の活用

	 リハビリテーションの特徴を理解し看護を展開するための基本的な理解を問う。

７．�リハビリテーション
の特徴と看護

Ａ．リハビリテーションの特徴 リハビリテーションの定義
リハビリテーションにおける看護の役割
機能障害と分類

Ｂ．機能障害のアセスメント 生活機能障害と日常生活動作＜ADL＞
居住環境

Ｃ．障害に対する受容と適応への	
看護

廃用症候群の予防
日常生活動作＜ADL＞・活動範囲の拡大に向けた援助
補助具・自助具の活用
心理的葛藤への援助

Ｄ．チームアプローチと社会資源の
活用

多職種連携
社会資源の活用

Ｅ．患者の社会参加への支援 就労条件・環境の調整
社会参加を促す要素と阻害要因

目標Ⅲ．

大項目 中項目 小項目

目標Ⅳ．

大項目 中項目 小項目
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	 各機能障害のある患者の特徴および病期や障害に応じた看護について基本的な理解を問う。

10．�呼吸機能障害の�
ある患者の看護

Ａ．原因と障害の程度のアセスメン
トと看護

酸素化障害
換気障害
呼吸運動障害
生命・生活への影響

Ｂ．検査・処置を受ける患者への	
看護

動脈血ガス分析、動脈血酸素飽和度
呼吸機能検査
気管支鏡検査
胸腔穿刺
肺生検
胸部エックス線検査、胸部CT検査
喀痰の吸引、喀痰細胞診、喀痰培養

Ｃ．治療を受ける患者の看護 酸素療法
侵襲的・非侵襲的陽圧換気
肺切除術、内視鏡的肺切除術
胸腔ドレナージ
吸入による薬物療法
薬物療法（化学療法、抗菌薬）

Ｄ．病期や機能障害に応じた看護 腫瘍（肺癌、悪性中皮腫）
呼吸器感染症（肺炎、気管支炎、胸膜炎、肺結核、膿胸）
慢性閉塞性肺疾患<COPD>、肺気腫
気管支喘息
気胸

11．�循環機能障害の�
ある患者の看護

Ａ．原因と障害の程度のアセスメン
トと看護

ポンプ機能障害
刺激伝導障害
血管・リンパ管障害
生命・生活への影響

Ｂ．検査・処置を受ける患者への	
看護

心電図
心血管超音波
血管造影
心臓カテーテル

Ｃ．治療を受ける患者への看護 経皮的冠動脈形成術＜PCI＞
冠動脈バイパス術＜CABG＞
弁置換術、弁形成術
大動脈内バルーンパンピング＜IABP＞
ペースメーカー
植込み型除細動器
血栓溶解療法、血栓除去術
心臓リハビリテーション
カテーテル治療

Ｄ．病期や機能障害に応じた看護 心不全
虚血性心疾患
弁膜症
不整脈
動脈系疾患（大動脈瘤、閉塞性動脈硬化症）
静脈系疾患（深部静脈血栓症、肺塞栓症）
心筋炎、心膜炎

12．�消化・吸収機能障
害のある患者への
看護

Ａ．原因と障害の程度のアセスメン
トと看護

嚥下障害
消化管機能障害
膵液分泌障害
胆汁分泌障害
生命・生活への影響

Ｂ．検査・処置を受ける患者への	
看護

上部・下部消化管内視鏡検査
超音波内視鏡検査＜EUS＞
内視鏡的逆行性胆管膵管造影＜ERCP＞
消化管造影検査
画像検査（CT、MRI）
直腸診

Ｃ．治療を受ける患者への看護 食道切除術
胃切除術
大腸切除術
内視鏡的粘膜切除術
腹腔鏡下手術
人工肛門造設術

目標Ⅶ．

大項目 中項目 小項目

術後ドレナージ
胆管・胆道ドレナージ
経腸栄養法
中心静脈栄養法

Ｄ．病期や機能障害に応じた看護 上部消化管腫瘍（食道癌、胃癌）
下部消化管腫瘍（大腸癌、結腸癌）
人工肛門造設後
炎症性腸疾患（潰瘍性大腸炎、Crohn＜クローン＞病）
胃潰瘍、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎
胆管炎、胆石症

13．�栄養代謝機能障害
のある患者の看護

Ａ．原因と障害の程度のアセスメン
トと看護

肝機能障害
代謝機能障害
生命・生活への影響

Ｂ．検査・処置を受ける患者への	
看護

腹部超音波検査
肝生検
腹腔鏡

Ｃ．治療を受ける患者への看護 肝庇護療法、栄養指導、生活習慣指導
抗ウイルス療法
内視鏡的静脈瘤結紮術＜EVL＞、内視鏡的静脈瘤硬化療法＜EIS＞
肝動脈塞栓術
膵頭十二指腸切除術
肝切除術

Ｄ．病期や機能障害に応じた看護 ウイルス性肝炎
肝硬変
肝癌
膵炎、膵癌
脂質異常症、肥満、高尿酸血症

14．�内部環境（体液量、
電解質、酸塩基平
衡）調節機能障害
のある患者の看護

Ａ．原因と障害の程度のアセスメン
トと看護

体液量調節機能障害
電解質調節機能障害
酸塩基平衡調節機能障害
生命・生活への影響

Ｂ．検査・処置を受ける患者への	
看護

腎機能検査（尿、血液）
腎組織検査

Ｃ．治療を受ける患者への看護 食事療法
急性期持続血液濾過透析
血液透析
腹膜透析＜CAPD＞
腎移植

Ｄ．病期や機能障害に応じた看護 急性腎不全
慢性腎不全
慢性腎臓病
腎移植術後
腎腫瘍、腎癌

15．�内分泌機能障害の
ある患者の看護

Ａ．原因と障害の程度のアセスメン
トと看護

甲状腺機能障害
副腎機能障害
下垂体機能障害
血糖調節機能障害
生命・生活への影響

Ｂ．検査・処置を受ける患者への看
護

ホルモン血中・尿中濃度測定
ホルモン負荷試験
糖負荷試験＜OGTT＞
血糖自己測定＜SMBG＞

Ｃ．治療を受ける患者への看護 甲状腺ホルモン療法
甲状腺切除術
インスリン補充療法
糖尿病経口薬による治療
食事療法、運動療法

Ｄ．病期や機能障害に応じた看護 甲状腺疾患（甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症）
腫瘍（甲状腺癌、下垂体腫瘍）
１型糖尿病
２型糖尿病

16．�身体防御機能の障
害のある患者の看
護

Ａ．原因と障害の程度のアセスメン
トと看護

皮膚粘膜障害
免疫機能障害（細胞性免疫、液性免疫、補体）
骨髄機能障害（好中球減少症を含む）
生命・生活への影響

Ｂ．検査・処置を受ける患者への	
看護

プリックテスト、パッチテスト
皮膚粘膜生検
骨髄検査
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Ｃ．治療を受ける患者への看護 減感作療法
免疫抑制薬（ステロイド療法を含む）
造血幹細胞移植
抗ヒト免疫不全ウイルス<HIV>療法

Ｄ．病期や機能障害に応じた看護 アレルギー性疾患
自己免疫疾患（膠原病を含む）
血液疾患（造血器腫瘍、貧血、骨髄腫、血小板減少症）
ヒト免疫不全ウイルス<HIV>感染症

17．�脳・神経機能障害
のある患者の看護

Ａ．原因と障害の程度のアセスメン
トと看護

生命維持活動調節機能障害
運動・感覚機能障害
言語機能障害
高次脳機能障害
生命・生活への影響

Ｂ．検査・処置を受ける患者への	
看護

脳波検査
腰椎穿刺
脳血管造影
画像検査（CT、MRI)

Ｃ．治療を受ける患者への看護 開頭術
穿頭術
血管バイパス術
血管内治療
脳室ドレナージ術
脳室－腹腔＜V-P＞シャント術
低体温療法

Ｄ．病期や機能障害に応じた看護 脳血管障害
脳腫瘍
脳炎、髄膜炎
頭部外傷
脊髄損傷
筋萎縮性側索硬化症＜ALS＞

18．�感覚機能障害の�
ある患者の看護

Ａ．原因と障害の程度のアセスメン
トと看護

視覚障害
聴覚障害
嗅覚障害
味覚障害
触覚障害
生命・生活への影響

Ｂ．検査・処置を受ける患者への	
看護

眼底検査
聴力検査
経鼻内視鏡検査
味覚検査

Ｃ．治療を受ける患者への看護 眼底光凝固療法
網膜剝離手術
眼内レンズ挿入術
鼓室形成術

Ｄ．病期や機能障害に応じた看護 中途視覚障害者
突発性難聴
Ménière＜メニエール＞病
喉頭癌

19．�運動機能障害の�
ある患者の看護

Ａ．原因と障害の程度のアセスメン
トと看護

姿勢機能障害
移動機能障害
作業機能障害
生命・生活への影響

Ｂ．検査・処置を受ける患者への	
看護

関節可動域＜ROM＞検査
徒手筋力テスト＜MMT＞
脊髄造影、椎間板造影
神経ブロック
筋生検

Ｃ．治療を受ける患者への看護 ギプス固定
牽引法
人工関節置換術
内視鏡下手術

Ｄ．病期や機能障害に応じた看護 関節リウマチ
椎間板ヘルニア
四肢切断後
変形性膝関節症
骨折

20．�排尿機能障害の�
ある患者の看護

Ａ．原因と障害の程度のアセスメン
トと看護

蓄尿・排尿障害
生命・生活への影響

Ｂ．検査・処置を受ける患者への	
看護

尿検査（肉眼検査、試験紙法、尿比重）
尿流動態検査
残尿測定
膀胱組織検査
導尿

Ｃ．治療を受ける患者への看護 膀胱切除術
前立腺切除術
ホルモン療法

Ｄ．病期や機能障害に応じた看護 腎・尿路結石
腫瘍（膀胱癌、前立腺癌）
尿路感染症
尿失禁
前立腺肥大、前立腺炎

21．�性・生殖・乳腺機
能障害のある患者
の看護

Ａ．原因と障害の程度のアセスメン
トと看護

性・生殖機能障害（性ホルモンの異常と症状）
性ホルモン欠落症状

Ｂ．検査・処置を受ける患者への	
看護

ヒトパピローマウイルス＜HPV＞検査
経腟超音波検査、腹部超音波検査
乳房超音波検査
マンモグラフィー

Ｃ．治療を受ける患者への看護 勃起障害治療
性交障害治療
乳癌手術
女性生殖器手術
男性生殖器手術
ホルモン療法

Ｄ．病期や機能障害に応じた看護 女性生殖器の疾患（子宮筋腫、子宮内膜症、卵巣腫瘍）
男性生殖器の疾患（勃起障害）
腫瘍（乳癌、子宮体癌、子宮頸癌、卵巣癌、精巣腫瘍）
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老年看護学
	 加齢に伴う高齢者の生活と健康状態の変化について基本的な理解を問う。

１．�高齢者の理解の基本
となる概念

Ａ．老年期の発達と変化 ライフサイクルからみた高齢者
加齢と老化
老年期の発達課題

Ｂ．加齢への適応 高齢者にとっての健康と自立
サクセスフルエイジング
ノーマライゼーション
スピリチュアリティ

Ｃ．高齢者のいる家族の理解 家族構成とニーズの変化
高齢者のいる家族の発達課題
家族の機能の変化

２．高齢者の生活 Ａ．高齢者の機能と評価 高齢者総合機能評価＜CGA＞
日常生活動作＜ADL＞
手段的日常生活動作＜IADL＞
障害高齢者の日常生活自立度＜寝たきり度＞判定基準
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準
要介護・要支援の認定と区分
心理・情緒機能の評価

Ｂ．その人らしい生活の継続 時代背景に関連する人生と経験の多様性、生活史
生活環境
生活習慣
生活リズム
治療・介護の必要度と生活の場
多様な生活の場とリロケーション

３．高齢者の健康 Ａ．高齢者の健康と疾病 高齢者の健康の特徴
高齢者の疾病の特徴

Ｂ．老年期における身体機能の変化 恒常性（防衛力、予備力、適応力、回復力）の維持機能の低下
神経系
運動器系
感覚器系
循環器系
血液・造血器系
免疫系
呼吸器系
消化器系
代謝系
泌尿器系
内分泌系
生殖器系

Ｃ．老年期における認知機能の変化 知能
記憶力、判断力、計算力、遂行力

Ｄ．老年期における心理・社会的変
化と健康への影響

役割と社会活動の変化
余暇活動と生きがい
住宅環境
就労、雇用
収入、生計

４．老年看護の基本 Ａ．老年看護に用いられる概念・	
モデル・理論

エンパワメント
ストレングスモデル
国際生活機能分類＜ICF＞

Ｂ．老年看護の倫理 高齢者差別（スティグマ、エイジズム）
高齢者虐待
高齢者の権利擁護＜アドボカシー＞
安全確保と身体拘束

Ｃ．高齢者の生活を支える制度と	
施策

高齢者の医療の確保に関する法律＜高齢者医療確保法＞に基づく制度
介護保険制度
成年後見制度
日常生活自立支援事業
地域包括ケアシステム

目標Ⅰ．

大項目 中項目 小項目

	 さまざまな健康状態にある高齢者と家族の生活および健康を支える看護についての基本的な理解を問う。

５．�高齢者の生活を支え
る看護

Ａ．高齢者のコミュニケーションの
特徴と援助

高齢者のコミュニケーションの特徴
身体機能・認知機能・個性に応じたコミュニケーションの方法

Ｂ．高齢者の安全な活動への援助 高齢者の歩行、移動、姿勢保持の特徴
活動の縮小の影響（廃用症候群、フレイル、閉じこもり）
高齢者に多い事故（窒息、誤嚥、溺水、転倒・転落）
身体機能・認知機能に応じた安全な活動の維持・拡大の支援
身体機能・認知機能に応じた環境の整備

Ｃ．高齢者の食事・食生活の特徴と
援助

高齢者の食事の特徴
低栄養
摂食・嚥下障害
身体機能・認知機能に応じた食事と食生活の支援

Ｄ．高齢者の排泄の特徴と援助 高齢者の排泄の特徴
尿失禁
便秘、下痢
身体機能・認知機能に応じた排泄の支援

Ｅ．高齢者の清潔と衣生活の特徴と
援助

高齢者の皮膚機能の特徴
高齢者の清潔と衣生活の特徴
身体機能・認知機能に応じた清潔と衣生活の支援

Ｆ．高齢者の活動と休息のバランス
の特徴と援助

高齢者の睡眠と生活リズムの特徴
身体機能・認知機能に応じた活動と休息の支援

Ｇ．高齢者における性＜セクシュア
リティ＞

高齢者の性機能の特徴
高齢者にとっての性＜セクシュアリティ＞の理解と対応

６．�さまざまな健康状態
や受療状況に応じた
高齢者の看護

Ａ．健康の維持・増進と介護予防 高齢者の保健行動の特徴
高齢者の健康の維持・増進
介護予防

Ｂ．急性期の高齢者への看護 急性期の高齢者の特徴
急性期における高齢者の看護

Ｃ．回復期の高齢者への看護 高齢者の疾患からの回復過程の特徴
急性期からの回復過程にある高齢者の看護

Ｄ．慢性期の高齢者への看護 慢性期の高齢者の特徴
疾患や障害とともに生きる高齢者の看護

Ｅ．終末期にある高齢者と家族への
看護

高齢者のエンド・オブ・ライフ・ケア
アドバンス・ケア・プランニング＜ACP＞
苦痛の緩和と安楽への援助
精神的苦痛や混乱に対する援助
家族の参加と家族への支援

Ｆ．検査を受ける高齢者の看護 加齢による検査結果への影響
検査を受ける高齢者への身体機能・認知機能に応じた援助

Ｇ．外来を受診する高齢者の看護 高齢者への医療面接、フィジカルアセスメント
疾患・治療の理解と治療継続への援助

Ｈ．薬物治療を受ける高齢者の看護 高齢者の薬物動態の特徴
高齢者の服薬行動の特徴
ポリファーマシー
身体機能・認知機能に応じた服薬管理支援

Ｉ．手術療法を受ける高齢者の看護 高齢者に起こりやすい周手術期の反応と合併症
身体機能・認知機能に応じた周手術期看護

Ｊ．リハビリテーションを受ける高
齢者の看護

リハビリテーションを受ける高齢者の特徴
身体機能・認知機能に応じたリハビリテーションにおける看護

７．�高齢者に特有な症候・
疾患・障害と看護

※各小項目の共通の中項目 脳血管疾患後遺症
Ａ．高齢者に特有な疾患・障害の病
態と要因

慢性閉塞性肺疾患

Ｂ．高齢者に特有な疾患・障害のア
セスメント

骨粗鬆症

Ｃ．高齢者に特有な疾患・障害の治
療

変形性関節症

Ｄ．高齢者に特有な疾患・障害の予
防と看護

骨折
感染症
前立腺肥大症
老人性皮膚掻痒症
気分障害
脱水症
白内障
老年期に特有のその他の疾患や症候

目標Ⅱ．

大項目 中項目 小項目
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Ｅ．認知機能が低下した高齢者の看
護

認知症の種類
認知症の症状
日常生活への影響
認知症の治療、非薬物療法
認知症の予防
認知症看護の基本的視点
認知症高齢者と家族の支援

８．�治療・介護を必要と
する高齢者の家族の
看護

Ａ．疾患や障害をもつ高齢者の家族
への支援

看護の対象としての家族
介護者の健康と社会生活
高齢者と家族の意思決定の支援
介護状況と介護力の評価
高齢者や家族の特徴に応じた家族への支援

	 多様な生活の場で高齢者の健康を支える看護について基本的な理解を問う。

９．�多様な場で生活する
高齢者を支える看護

Ａ．医療施設に入院する高齢者の暮
らしと看護

医療施設の種類と特徴
入院する高齢者の暮らしの特徴と看護の役割

Ｂ．介護保険施設に入所する高齢者
の暮らしと看護

介護保険施設の種類と特徴
介護保険施設における健康管理
入所者の暮らしの特徴と看護の役割

Ｃ．地域でサービスを利用しながら
暮らす高齢者の暮らしと看護

地域密着型サービスの種類と特徴
居宅サービスの種類と特徴
福祉用具・介護用品の活用
サービスを利用する高齢者の暮らしの特徴と看護の役割

Ｄ．生活の場を変える高齢者への支
援

入院時・入所時・サービス利用開始時の援助
退院支援、退所支援
看護職間・他職種間の情報提供、目標の共有と評価

Ｅ．長期入院・入所高齢者の看護 長期入院・入所高齢者のアセスメント
長期入院・入所高齢者の生活上の課題と援助

Ｆ．多職種連携、チームアプローチ 介護職員の専門性と役割の共有
多職種の中での専門性の発揮
目標達成に向けた連携の方法

Ｇ．避難生活を送る高齢者の看護 避難所での生活と健康維持
災害における高齢者の心理的支援

目標Ⅲ．

大項目 中項目 小項目

小児看護学
	 子どもの成長・発達と健康増進のための子どもと家族への看護について基本的な理解を問う。

１．�子どもと家族を取り
巻く環境

Ａ．小児医療・小児看護の変遷と	
課題

小児医療の変遷と課題
小児看護の変遷と課題
諸統計からみた子どもと家族の健康課題

Ｂ．子どもの権利 小児医療における子どもの権利の変遷
小児医療・小児看護における倫理的配慮
子どもの権利擁護＜アドボカシー＞

Ｃ．子どもと家族を取り巻く社会資
源の活用

母子保健施策の活用
小児保健医療福祉施策の活用
小児慢性特定疾病医療費助成制度

２．子どもの成長・発達 Ａ．子どもの成長・発達の原則と	
影響因子

成長・発達の概念
成長・発達の原則
成長・発達に影響する因子
発達課題と発達理論

Ｂ．子どもの成長・発達のアセスメ
ント

形態的成長と機能的発達の評価
身体発育の評価
発達検査
心理・社会的発達の評価

Ｃ．小児期における成長・発達の	
特徴

神経系
運動器系
感覚器系
循環器系
免疫系
呼吸器系
消化器系
代謝系
泌尿器系
体温調節
大泉門、小泉門
生歯
認知、思考
社会性、道徳性
コミュニケーション、言語
情緒
アタッチメント、分離不安

３．�小児各期における健
康増進のための子ど
もと家族への看護

Ａ．栄養と食生活 授乳
離乳
食生活
食育
食生活の乱れ

Ｂ．生活リズムの確立 睡眠
生活リズム
基本的生活習慣の確立
ライフスタイル

Ｃ．遊びと学習 遊びの意義
遊びの分類と発達
運動と遊び
学習の意味

Ｄ．事故防止と安全教育 事故防止
安全教育
スポーツ外傷の予防

Ｅ．他者との関係 親子関係の確立
友達関係
社会化

Ｆ．感染症と予防 小児期に特徴的な感染症
予防接種
学校感染症

Ｇ．セルフケアと保健教育 う歯の予防
近視の予防
生活習慣病の予防

目標Ⅰ．

大項目 中項目 小項目
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Ｈ．問題行動の防止 喫煙・飲酒の防止
不登校の実態
いじめ・校内暴力の防止
自殺の防止
メディア利用の影響

Ｉ．思春期の成長・発達 第二次性徴
アイデンティティの確立
性＜セクシュアリティ＞意識の変化と逸脱行動
性への関心

	 病気や診療・入院が子どもと家族へ与える影響と看護について基本的な理解を問う。

４．�病気や診療・入院が
子どもと家族に与え
る影響と看護

Ａ．病気に対する子どもの理解と説
明

病気に対する子どもの理解の特徴
子どもの理解に関係する要因
発達に応じた病気の説明
インフォームド・アセント

Ｂ．プレパレーション 子どもへの説明と同意
家族の準備状態の把握
検査・処置を受ける子どもと家族への支援

Ｃ．病気や診療・入院が子どもに	
与える影響と看護

成長・発達に及ぼす影響
病気や診療・入院に伴うストレスと影響要因
子どもの反応とストレス対処行動

Ｄ．子どもの病気や診療・入院がき
ょうだい・家族に及ぼす影響と
看護

子どもの病気や診療・入院に伴うきょうだい・家族のストレス
きょうだい・家族のストレスへの支援

Ｅ．痛みを表現している子どもと家
族への看護

子どもの痛みの受け止め方
痛みの表現方法
痛みの客観的評価
痛みの緩和に向けた援助

Ｆ．活動制限が必要な子どもと家族
への看護

活動制限の目的
活動制限の身体的・心理社会的影響
子どもの発達に応じた日常生活への援助

Ｇ．感染対策上隔離が必要な子ども
と家族への看護

隔離の目的・方法
隔離の身体的・心理社会的影響
子どもの発達に応じた日常生活への援助
家族の面会や付き添いにおける援助

Ｈ．外来における子どもと家族への
看護

外来における緊急度の把握・トリアージ
外来における感染症対策
受診時の子どもと家族の緊張と不安の軽減
健康診査・育児相談

５．�検査や処置を受ける
子どもと家族への看
護

Ａ．小児特有の診療（検査、処置）
に伴う技術と看護

バイタルサインの測定
身体計測
採血
採尿
骨髄穿刺
腰椎穿刺
与薬
吸入
注射
輸液療法
吸引
酸素療法
経管栄養

	 特別な状況にある子どもと家族への看護について基本的な理解を問う。

６．�特別な状況にある子
どもと家族への看護

Ａ．虐待を受けている子どもと家族
への看護

子どもへの虐待の特徴
虐待のリスク要因と虐待の早期発見
虐待の未然防止に向けての支援
多機関・多職種の連携・協働

Ｂ．災害を受けた子どもと家族への
看護

災害による子どもへの影響とストレス
災害を受けた子どもと家族への援助
災害時における緊急度の把握・トリアージ

目標Ⅱ．

大項目 中項目 小項目

目標Ⅲ．

大項目 中項目 小項目

	 健康課題をもつ子どもと家族への看護について基本的な理解を問う。

７．�急性期にある子ども
と家族への看護

Ａ．急性症状のある子どもと家族へ
の看護

急性的な経過をたどる疾患の特徴と治療
発熱
脱水
下痢、嘔吐
呼吸困難
けいれん

Ｂ．救急救命処置が必要な子どもと
家族への看護

子どもの救急におけるトリアージと対応
子どもの意識レベル
主な誤飲物質と処置
子どもの熱傷の特徴・重症度および処置
溺水と処置
子どもの一次救命処置＜BLS＞
生命が危険な状況にある子どもと家族への援助

Ｃ．周手術期における子どもと家族
への看護

子どもの手術の特徴
手術を要する健康障害と手術の時期
計画手術、緊急手術
日帰り手術
子どもと家族の術前準備
子どもの安全・安楽への援助
手術中・手術直後の家族への援助
手術後の身体状態のアセスメントと援助
退院に向けての援助

Ｄ．出生直後から集中治療が必要な
子どもと家族への看護

ハイリスク新生児の特徴
集中治療における援助
親子・家族関係確立への支援

８．�慢性的な疾患・障害
がある子どもと家族
への看護

Ａ．先天性疾患や慢性的な経過をと
る疾患をもつ子どもと家族への
看護

子どもの疾患に対する家族の受容と援助
疾患による子どもと家族の生活の変化
多職種連携、地域連携
学習支援、復学支援
発達に応じたセルフケア能力の獲得・自立支援
セルフケア能力の獲得のための養育と家族への支援
成人診療科へのスムーズな転科を見据えた移行支援＜トランジション＞

Ｂ．心身障害のある子どもと家族へ
の看護

心身障害の定義と種類
重症心身障害児と家族
発達障害児と家族

Ｃ．医療的ケアを必要とする子ども
と家族への看護

入院生活から在宅への移行に向けた支援
多職種との連携と社会資源の活用
学校・保育所での支援
子どものセルフケア行動の促進

９．�エンド・オブ・ライ
フ＜�end-of-life�＞
にある子どもと家族
への看護

Ａ．子どもの死の理解と看護 子どもの死の捉え方
死に対する子どもの反応

Ｂ．子どもと家族への緩和ケア エンド・オブ・ライフ＜end-of-life＞にある子どもの心身の状態と緩和ケア
子どもの死を看取る家族の反応

目標Ⅳ．

大項目 中項目 小項目
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母性看護学
	 母性看護の基盤となる概念、母性看護の対象を取り巻く環境について基本的な理解を問う。

１．�母性看護の対象を取
り巻く環境や社会の
変遷

Ａ．母子を取り巻く環境 女性の就業率
婚姻、離婚
周産期医療のシステム
在留外国人の母子支援

Ｂ．妊娠期からの切れ目ない支援に
関する法や施策

母子保健法
児童福祉法
児童虐待の防止等に関する法律
次世代育成支援対策推進法
成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目
なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律＜成育基本法＞
子育て世代包括支援センター＜母子健康包括支援センター＞

Ｃ．働く妊産婦への支援に関する法
や施策

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律＜男女雇用
機会均等法＞
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律＜育児・
介護休業法＞
労働基準法

Ｄ．女性の健康支援に関する法や	
施策

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律＜DV防止法＞
母体保護法

２．�母性看護の基盤とな
る概念

Ａ．リプロダクティブ・ヘルスに関
する概念

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ
性＜セクシュアリティ＞
セックス、ジェンダー
性の多様性

Ｂ．母性・父性・家族に関する概念 母性、父性、親性
母親役割、父親役割
母子相互作用、愛着形成
家族の発達・機能

Ｃ．女性や母子へのケアに関する概
念

ヘルスプロモーション
ウェルネス
女性を中心としたケア＜Women-centered	care＞
家族を中心としたケア＜Family-centered	care＞
プレコンセプションケア

	 女性のライフサイクル各期に応じた看護の基本的な理解を問う。

３．�女性のライフサイク
ル各期における看護

Ａ．思春期・成熟期女性の健康維持
への看護

第二次性徴
性意識・性行動の発達
性行動、性反応
性周期（初経、月経）

Ｂ．思春期・成熟期女性の健康課題 月経異常、月経随伴症状
性感染症＜STI＞
不妊症（男性不妊症、女性不妊症）
生殖補助医療
性暴力被害
人工妊娠中絶

Ｃ．更年期・老年期女性の健康と	
看護

ホルモンの変化

	 妊娠・分娩・産褥期および早期新生児期における看護について基本的な理解を問う。

４．妊娠期の看護 Ａ．正常な妊娠経過と妊娠期の異常 ヒトの発生・性分化のメカニズム
妊娠期の定義
妊娠の成立
受精、着床
妊娠週数
妊娠の経過と胎児の発育
母体の生理的変化
妊婦と家族の心理・社会的変化
不育症、流産、早産
感染症
常位胎盤早期剝離

目標Ⅰ．

大項目 中項目 小項目

目標Ⅱ．

大項目 中項目 小項目

目標Ⅲ．

大項目 中項目 小項目

前置胎盤
妊娠高血圧症候群
妊娠糖尿病
妊娠貧血
妊娠悪阻
高年妊娠、若年妊娠
胎児機能不全

Ｂ．妊婦の健康生活とアセスメント 食生活
排泄
活動と休息
清潔
性生活
嗜好品（喫煙、アルコール、カフェイン）
妊娠による不快症状（マイナートラブル）

Ｃ．妊婦と家族への看護 食生活の教育
健康維持・増進、セルフケアに関する教育
マイナートラブルへの対処
家族の再調整
出産の準備
育児の準備

Ｄ．妊娠期の健康問題に対する看護 切迫流産、切迫早産
出生前診断

Ｅ．妊娠期のケアに必要な技術 Leopold＜レオポルド＞触診法
子宮底・腹囲の測定
間欠的胎児心拍数聴取
胎児心拍数陣痛図、ノンストレステスト＜NST＞
胎児の超音波断層法の介助
内診の介助

５．分娩期の看護 Ａ．正常な分娩の経過と分娩期の	
異常

分娩期の定義
分娩の３要素
分娩経過と進行
胎児心拍数
陣痛、産痛、陣痛異常（微弱陣痛、過強陣痛）
破水、前期破水
分娩時異常出血
胎児機能不全

Ｂ．産婦の健康に関するアセスメン
ト

産婦の基本的ニーズ
産婦の健康状態
産婦の心理・社会的状態

Ｃ．産婦と家族への看護 産婦の基本的ニーズへの支援
産痛の緩和
産婦と家族の心理への看護

Ｄ．分娩期の健康問題に対する看護 前期破水
帝王切開術
分娩時異常出血

６．産褥期の看護 Ａ．正常な産褥の経過と産褥期の	
異常

産褥期の定義
産褥期の身体的特徴
全身の変化
生殖器の変化
乳房の変化
子宮復古不全
産褥熱
乳腺炎
マタニティブルーズ
産後うつ病

Ｂ．褥婦の健康と生活のアセスメント 全身状態
子宮復古
分娩による損傷の状態
清潔
食事と栄養
排泄
活動と休息
母乳育児の状況、栄養法
児への愛着と育児行動
褥婦の心理・社会的状態
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Ｃ．褥婦と家族への看護 産褥復古に関する支援
母乳育児への支援
褥婦の日常生活とセルフケア
育児技術獲得への支援
親子の愛着形成の支援
家族関係再構築の支援
退院後の生活調整、産後のサポート

Ｄ．産褥期の健康問題に対する看護 子宮復古不全
産褥熱
乳房トラブル
帝王切開術後

７．早期新生児期の看護 Ａ．早期新生児の生理的変化と異常 新生児期の定義
循環器系
呼吸器系
消化器系
代謝系
泌尿器系
神経系
運動器系
感覚器系
体温調節
生体の防御機能
新生児仮死
新生児一過性多呼吸＜TTN＞
呼吸窮迫症候群＜RDS＞
胎便吸引症候群＜MAS＞
高ビリルビン血症
新生児ビタミンＫ欠乏症
低血糖症

Ｂ．早期新生児期のアセスメント Apgar＜アプガー＞スコア
成熟度の評価
外観
バイタルサイン
皮膚、皮膚色
頭部、顔面
体幹、四肢
外性器
神経学的状態
生理的体重減少
生理的黄疸
哺乳状態
排尿、排便
新生児マススクリーニング

Ｃ．早期新生児とその家族への看護 気道の開通
保温
全身計測
全身の観察
清潔
哺乳
感染予防
事故防止
保育環境

Ｄ．早期新生児の健康問題への看護 早産児、低出生体重児
高ビリルビン血症
新生児ビタミンＫ欠乏症
新生児蘇生

精神看護学
	 精神保健の基本と保持・増進に向けた看護について基本的な理解を問う。

１．精神保健の基本 Ａ．精神の健康の概念 精神の健康の定義
精神障害の一次予防・二次予防・三次予防

Ｂ．心の機能と発達 精神と情緒の発達
自我の機能
防衛機制
精神力動
転移感情

Ｃ．精神の健康に関する普及啓発 精神保健医療福祉の改革ビジョン
偏見、差別、スティグマ
自殺対策

Ｄ．危機＜クライシス＞ 危機＜クライシス＞の概念
危機＜クライシス＞の予防
危機介入
ストレスと対処
適応理論

Ｅ．災害時の精神保健 災害時の精神保健医療活動
災害時の精神保健に関する初期対応
災害派遣精神医療チーム＜DPAT＞
災害時の精神障害者への治療継続

Ｆ．精神の健康とマネジメント 心身相関と健康
身体疾患がある者の精神の健康
精神疾患がある者の身体の健康
患者と家族の精神の健康
保健医療福祉に従事する者の精神の健康
トラウマインフォームド・ケア＜TIC＞、逆境体験
性の健康に関連する状態

	 主な精神疾患・障害の特徴と看護について基本的な理解を問う。

２．�主な精神疾患・障害
の特徴と看護

Ａ．症状性を含む器質性精神障害 ※Ａ～Ｋの共通の小項目
Ｂ．精神作用物質使用による精神・行動の障害 症状と看護
Ｃ．統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害 臨床検査および心理検査と看護
Ｄ．気分＜感情＞障害 薬物療法と看護
Ｅ．神経症性障害、ストレス関連障害、身体表現性障害
Ｆ．生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群
Ｇ．パーソナリティ障害
Ｈ．習慣および衝動の障害
Ｉ．知的障害＜精神遅滞＞
Ｊ．心理的発達の障害
Ｋ．小児期・青年期に発症する行動・情緒の障害

	 精神看護の対象の理解と支援のための概念について基本的な理解を問う。

３．�精神看護の対象の理
解と支援のための概
念

Ａ．援助関係の構築 信頼関係の基礎づくり
患者－看護師関係の発展と終結
プロセスレコードの活用
共同意思決定、共同創造＜コプロダクション＞

Ｂ．セルフケアへの援助 食物・水分の摂取
呼吸
排泄
清潔と身だしなみ
活動と休息
対人関係
安全

Ｃ．生きる力と強さに着目した援助 レジリエンス
リカバリ＜回復＞
ストレングス＜強み、力＞
エンパワメント

目標Ⅰ．

大項目 中項目 小項目

目標Ⅱ．

大項目 中項目 小項目

目標Ⅲ．

大項目 中項目 小項目
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	 精神疾患・障害がある者の生物・心理・社会的側面に注目した、多角的なアセスメントに基づく看護について基本的な理解を問う。

４．�精神疾患・障害があ
る者とその家族への
看護

Ａ．脳の仕組みと精神機能 脳の部位と精神機能
神経伝達物質と精神機能・薬理作用
ストレス脆弱性
脳と免疫機能
睡眠と概日リズム＜サーカディアンリズム＞

Ｂ．心理・社会的療法 個人精神療法
集団精神療法、集団力動
心理教育的アプローチ
認知行動療法
生活技能訓練＜SST＞

Ｃ．Ｂ以外の治療法 電気けいれん療法
Ｄ．身体状態に関する看護 身体合併症のある患者の看護

フィジカルアセスメントとケア
Ｅ．家族への看護 家族のストレスと健康状態のアセスメント

家族の対処力とソーシャルサポートのアセスメント
家族システムのアセスメント
家族への教育的介入と支援
患者－家族関係の調整

Ｆ．社会復帰・社会参加への支援 リハビリテーションの概念
国際生活機能分類＜ICF＞
入院患者の退院支援、地域移行・地域定着支援

Ｇ．精神保健医療福祉に関する社会
資源の活用と調整

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム
精神科デイケア、精神科ナイトケア
精神科訪問看護、訪問看護
精神科外来看護
アウトリーチ
行政との連携（保健所、市町村、精神保健福祉センター）

Ｈ．社会資源の活用とケアマネジメ
ント

精神疾患・障害者ケアマネジメントの基本的考え方
社会資源の活用とソーシャルサポート
セルフヘルプグループ、家族会
自立支援医療
居宅介護＜ホームヘルプ＞、同行援護および行動援護
重度訪問介護
生活介護
短期入所＜ショートステイ＞
生活訓練
就労移行支援
就労継続支援Ａ型・Ｂ型
共同生活援助＜グループホーム＞
地域生活支援事業
精神障害者保健福祉手帳

	 精神疾患・障害がある者の人権と安全を守り、回復を支援する看護について基本的な理解を問う。

５．�安全な治療環境の提
供

Ａ．安全管理＜セーフティマネジメ
ント＞

病棟環境の整備と行動制限
自傷行為、自殺企図、自殺予防
攻撃的行動、暴力、暴力予防プログラム
災害時の精神科病棟の安全の確保

６．�精神保健医療福祉の
変遷と法や施策

Ａ．患者の権利擁護＜アドボカシー
＞

当事者の自己決定の尊重
入院患者の基本的な処遇
精神医療審査会
隔離、身体拘束

Ｂ．精神保健医療福祉の変遷と看護 諸外国における精神医療の変遷
日本における精神医療の変遷
精神保健医療福祉における看護師の役割

Ｃ．精神保健及び精神障害者福祉に
関する法律＜精神保健福祉法＞
の運用

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律＜精神保健福祉法＞の基本的な考え方
入院形態
精神保健指定医

７．�精神保健医療福祉に
おける多職種連携

Ａ．多職種連携と看護の役割 連携する他職種（医師、歯科医師、保健師、助産師、精神保健福祉士、作業療法士、
介護支援専門員、精神保健福祉相談員、ピアサポーター、薬剤師、公認心理師）
の役割
多職種との調整・連携における看護の役割

Ｂ．コンサルテーションと連携 コンサルテーション事例の特徴
コンサルテーションを担う職種の役割
リエゾン精神看護

目標Ⅳ．

大項目 中項目 小項目

目標Ⅴ．

大項目 中項目 小項目

在宅看護論／地域・在宅看護論
	 地域・在宅看護における対象と基盤となる概念、安全と健康危機管理について基本的な理解を問う。

１．�地域・在宅看護の対
象

Ａ．在宅療養者の特徴と健康課題 子どもの在宅療養者
成人の在宅療養者
高齢の在宅療養者
疾病や障害をもつ在宅療養者

Ｂ．在宅療養者のいる家族の理解と
健康課題

家族の定義
家族の機能
キーパーソン
家族発達論
家族システム論
生活様式

２．�地域・在宅看護にお
ける基盤となる概念

Ａ．在宅療養者を取り巻く環境の理
解と健康課題

在宅療養者を取り巻く地域の特徴と健康課題
暮らしの場で看護する基本姿勢

Ｂ．在宅療養者の権利の保障 在宅療養者の権利擁護＜アドボカシー＞
虐待の防止
個人情報の保護と管理
サービス提供者の権利の保護

Ｃ．在宅療養者の自立支援 価値観の尊重と意思決定支援
QOLの維持・向上
セルフケア
社会参加への援助
閉じこもりの予防

Ｄ．地域・在宅看護の目的と特徴 パートナーシップ
多職種・多機関の連携によるアプローチ
意思決定支援
自立支援
ケアマネジメント

３．�地域・在宅看護にお
ける安全と健康危機
管理

Ａ．在宅療養者の日常生活における
安全管理

家屋環境の整備
転倒・転落の防止
誤嚥・窒息の防止
熱傷・凍傷の防止
熱中症の予防

Ｂ．災害による暮らしへの影響 在宅療養者・家族が行う災害時の備え
発災時の対応と環境の変化

４．�地域・在宅看護実践
をめぐる制度の概要

Ａ．訪問看護制度の理解 訪問看護の対象と提供方法
Ｂ．地域・在宅看護におけるサービ
ス体系の理解

訪問系サービス
通所系サービス
施設系サービス（入所、短期入所）
複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）
在宅看護に関連する法令

	 在宅療養者の病期や症状、暮らし方に応じて展開する在宅看護実践について基本的な理解を問う。

５．�療養の場に応じた地
域・在宅看護

Ａ．病期に応じた在宅療養者への看
護

慢性期にある在宅療養者と家族の看護
急性増悪した在宅療養者と家族の看護
終末期にある在宅療養者と家族の看護

Ｂ．療養の場の移行に伴う看護 入退院支援
退院前カンファレンス
意思決定支援
地域連携クリニカルパス

目標Ⅰ．

大項目 中項目 小項目

目標Ⅱ．

大項目 中項目 小項目
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６．�症状・疾患・治療に
応じた地域・在宅看
護

Ａ．主な症状に応じた在宅看護 発熱
消化器症状
疼痛
呼吸困難感

Ｂ．主な疾患等に応じた在宅看護 医療的ケア児
認知症
精神疾患
難病
がん
脳血管疾患
呼吸器疾患
心不全
糖尿病

Ｃ．主な治療等に応じた在宅看護 薬物療法
化学療法、放射線療法
酸素療法
人工呼吸療法
人工的水分･栄養補給法＜AHN＞
褥瘡予防・管理
感染予防対策

７．�在宅療養生活を支え
る看護

Ａ．	在宅療養者の生活機能のアセス
メント

日常生活動作＜ADL＞
手段的日常生活動作＜IADL＞

Ｂ．在宅療養者の食事・栄養を支え
るケア

食事摂取能力のアセスメント
食事内容の選択
栄養を補う食品の種類と選択方法
嚥下を促すケア
口腔ケア

Ｃ．在宅療養者の排泄を支えるケア 排尿・排便のアセスメント
排泄ケア計画の立案
排泄補助用具の種類の選択と使用
ストーマケア用品の種類と使用
尿道カテーテル管理

Ｄ．在宅療養者の清潔を支えるケア 清潔のアセスメント
清潔ケア計画の立案
清潔保持のためのケア

Ｅ．在宅療養者の移動を支えるケア 移動能力のアセスメント
ノーリフトケア
移動補助用具の種類の選択と使用
移動時の安全確保

Ｆ．	在宅療養者のコミュニケーショ
ンを支えるケア

コミュニケーション能力のアセスメント
対象のコミュニケーション能力に応じた対応
補助機器の種類の選択と使用

	 地域包括ケアシステムにおける在宅看護の位置づけと看護の役割について基本的な理解を問う。

８．�地域ケアシステムに
おける多職種連携

Ａ．行政との連携 ※Ａ～Ｆの共通の小項目
Ｂ．地域包括支援センターとの連携 機関・職種の役割と機能
Ｃ．居宅介護支援事業所との連携 双方向で行う連携の目的
Ｄ．介護サービス事業所との連携 ケアマネジメント
Ｅ．医療機関との連携 看護の役割
Ｆ．その他の機関や住民との連携

９．�地域包括ケアシステ
ムにおける在宅看護

Ａ．地域包括ケアシステムの概要 目的と考え方
構成要素
介護予防
生活支援
社会参加

Ｂ．地域包括ケアシステムにおける
看護職の役割

地域の多様な場における看護職の役割
訪問看護の役割

目標Ⅲ．

大項目 中項目 小項目

看護の統合と実践
	 看護におけるマネジメントの基本について理解を問う。

１．�看護におけるマネジ
メント

Ａ．看護におけるマネジメントの目
的と方法

看護マネジメントの目的とプロセス
看護組織の構成と職務
看護行政の動向と看護マネジメント

Ｂ．医療・看護における質の保証と
評価、改善の仕組み

医療・看護の質保証と評価
医療・看護の標準化（標準看護計画、クリニカルパス）

Ｃ．看護業務のマネジメント 看護業務基準、看護手順
看護提供システム
複数の看護業務が同時に発生した場合の判断や対処方法

Ｄ．看護業務に関する情報に係る技
術と取扱い

医療・看護業務に関する情報の活用と保管
診療記録等の電子化と医療情報システム

Ｅ．医療安全を維持する仕組みと対
策

安全管理体制整備、医療安全文化の醸成
医療事故・インシデントレポートの分析と活用

Ｆ．看護師の働き方のマネジメント 看護師等の労働安全衛生
看護の交代勤務
ワーク・ライフ・バランスを促進する働き方

	 災害看護の基本的な知識を問う。

２．災害と看護 Ａ．災害時の医療を支えるしくみ 災害に関する法と制度
災害時の医療体制

Ｂ．災害各期の特徴と看護 災害各期の特徴
災害時の被災者・支援者の身体反応と心理過程
災害時に生じやすい健康被害の特徴
災害各期における要支援者を含むすべての被災者への看護

	 諸外国における保健・医療・福祉の動向と課題について基本的な理解を問う。

３．国際化と看護 Ａ．グローバル化に伴う世界の健康
目標と課題

世界共通の健康目標
人間の安全保障
プライマリ・ヘルス・ケア

Ｂ．グローバルな社会における看護 看護の対象となる人々（在留外国人、在外日本人、帰国日本人、国際協力活動を
必要とする人々）の健康課題
多様な文化を考慮した看護

	 複合的な事象において看護の知識を統合し活用できる判断能力を問う。

４．�臨床実践場面におけ
る統合的な判断や対
応

Ａ．対象や家族に切れ目のない支援
を提供するための継続した看護

※Ａ～Ｅのテーマをもとに、専門分野の各科目で学んだ内容を統合し、臨床実践
場面における状況設定問題として出題する。

Ｂ．複合的な状況にある対象や、複
合的に提供されている看護の状
況を判断し、危険を回避する取
組み

Ｃ．看護の提供者が、看護場面にお
いて自身の安全を確保するため
の総合的な判断や対応

Ｄ．発災からの経過に応じて被災者
に提供される診療や支援を促進
するための看護

Ｅ．Ａ～Ｄを促進するための多職種
連携

目標Ⅰ．

大項目 中項目 小項目

目標Ⅱ．

大項目 中項目 小項目

目標Ⅲ．

大項目 中項目 小項目

目標Ⅳ．

大項目 中項目 小項目
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メディックメディアの看護師・看護学生向け書籍

お問い合わせ
03-3746-0286
eigyo@medicmedia.com

教科書採用検討用見本を
ご請求いただけます。

vol.1 基礎看護技術	 第1版　368頁　定価3,630円（本体3,300円＋税10％）　ISBN978-4-89632-733-5
vol.2 臨床看護技術	 第1版　352頁　定価3,630円（本体3,300円＋税10％）　ISBN978-4-89632-734-2
vol.3 フィジカルアセスメント	 第1版　384頁　定価3,630円（本体3,300円＋税10％）　ISBN978-4-89632-781-6
vol.4 看護過程の展開	 第1版　380頁　定価3,630円（本体3,300円＋税10％）　ISBN978-4-89632-801-1　　

看護がみえるシリーズ　B5 判

病気がみえるシリーズ 　B5判
vol.1 消化器	 第6版　定価4,070円（本体3,700円＋税10％）　ISBN978-4-89632-792-2
vol.2 循環器	 第5版　定価3,960円（本体3,600円＋税10％）　ISBN978-4-89632-830-1
vol.3 糖尿病・代謝・内分泌	 第5版　定価3,740円（本体3,400円＋税10％）　ISBN978-4-89632-766-3
vol.4 呼吸器	 第3版　定価3,850円（本体3,500円＋税10％）　ISBN978-4-89632-730-4
vol.5 血液	 第2版　定価3,520円（本体3,200円＋税10％）　ISBN978-4-89632-652-9
vol.6 免疫・膠原病・感染症	 第2版　定価3,850円（本体3,500円＋税10％）　ISBN978-4-89632-720-5
vol.7 脳・神経	 第2版　定価4,290円（本体3,900円＋税10％）　ISBN978-4-89632-686-4
vol.8 腎・泌尿器	 第3版　定価3,740円（本体3,400円＋税10％）　ISBN978-4-89632-771-7
vol.9 婦人科・乳腺外科	 第4版　定価3,630円（本体3,300円＋税10％）　ISBN978-4-89632-712-0
vol.10 産科	 第4版　定価3,960円（本体3,600円＋税10％）　ISBN978-4-89632-713-7
vol.11 運動器・整形外科	 第1版　定価4,180円（本体3,800円＋税10％）　ISBN978-4-89632-632-1
vol.12 眼科	 第1版　定価3,630円（本体3,300円＋税10％）　ISBN978-4-89632-760-1
vol.13 耳鼻咽喉科	 第1版　定価3,850円（本体3,500円＋税10％）　ISBN978-4-89632-815-8
vol.14 皮膚科	 第1版　定価3,850円（本体3,500円＋税10％）　ISBN978-4-89632-818-9　

看護師・看護学生のための
レビューブック2023	
第24版　A5変型判	　1,560頁	
定価5,940円（本体5,400円＋税10％）	
ISBN978-4-89632-866-0

クエスチョン・バンク
看護師国家試験問題解説2023	
第23版　B5判　1,550頁	
定価5,940円（本体5,400円＋税10％）	
ISBN978-4-89632-867-7

クエスチョン・バンクSelect必修
2023看護師国家試験問題集	
第18版　B5判　640頁	
定価2,970円（本体2,700円+税10％）	
ISBN978-4-89632-868-4

看護師国家試験のためのゴロあわせ集
かんごろ 
第7版　B6変型判　288頁	
定価1,650円（本体1,500円＋税10％）	
ISBN978-4-89632-692-5

看護初年度コレダケ
-生物，数学，物理，化学，ことば-	
第1版　B5判　160頁	
定価1,980円（本体1,800円＋税10％）	
ISBN978-4-89632-791-5

循環器	 第1版　142頁　定価1,540円（本体1,400円＋税10％）　ISBN978-4-89632-334-4
呼吸器	 第1版　198頁　定価1,760円（本体1,600円＋税10％）　ISBN978-4-89632-394-8
腎臓	 第1版　170頁　定価1,650円（本体1,500円＋税10％）　ISBN978-4-89632-433-4
消化管	 第1版　220頁　定価1,870円（本体1,700円＋税10％）　ISBN978-4-89632-508-9
肝・胆・膵	 第1版　240頁　定価1,980円（本体1,800円＋税10％）　ISBN978-4-89632-607-9
内分泌・代謝	 第1版　280頁　定価2,090円（本体1,900円＋税10％）　ISBN978-4-89632-688-8
血液	 第1版　210頁　定価1,870円（本体1,700円＋税10％）　ISBN978-4-89632-783-0
免疫	 第1版　160頁　定価1,650円（本体1,500円＋税10％）　ISBN978-4-89632-856-1

保健師国家試験のための
レビューブック2023	
第23版　A5判　380頁	
定価2,750円（本体2,500円+税10％）	
ISBN978-4-89632-869-1

クエスチョン・バンク
保健師国家試験問題解説2023	
第15版　B5判　840頁	
定価3,850円（本体3,500円+税10％）	
ISBN978-4-89632-870-7

公衆衛生がみえる
2022-2023	
第5版　B5判　492頁	
定価3,960円（本体3,600円+税10％）	
ISBN978-4-89632-858-5

がんがみえる
　	
第1版　B5判　640頁	
定価4,290円（本体3,900円＋税10％）	
ISBN978-4-89632-860-8

イメカラシリーズ　A5 判

NEW

https://www.medicmedia-kango.com/teacher/

国試分析や学習指導法、実習関連など
さまざまな情報を発信



□  下記に同意の上、個人情報を提供いたします（□にチェックしてください） 
本紙にご記入いただいた個人情報は本サービスの円滑な運用、当社企画のご案内以外には使用いたしません。 
個人情報管理者は人事労務部マネージャー (pr ivacy@medicmedia.com) です。 
開示の手続きはメディックメディア HP「個人情報の取扱いについて」をご参照ください。

【PC】ブラウザ：Google Chrome ／ Firefox ／ Safar i  ／ Microsoft Edge 
【スマートフォン・タブレット】  OS： iOS 10.3 以降 ,  Android 5 以降  

ブラウザ： iOS：Safar i ／ Google Chrome，Android：Google Chrome
※ご利用にはインターネット接続環境が必要です。　※各ブラウザは最新版をご利用ください。

ご利用
環境

株式会社メディックメディア
〒107-0062　東京都港区南青山 3-1-31 KD 南青山ビル （営業部）TEL 03-3746-0286　（編集部）TEL 03-3746-0282

FAX番号

03-5772-8892

名刺貼り付け欄

※名刺を貼り付けいただければ�
左記項目の記入は不要です

学校名

学部・学科名

住所

〒　　-

電話番号 -　　　-

FAX 番号 -　　　-

フリガナ

ご担当教員名
（代表者名）

メールアドレス
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