
国試勉強で
大活躍

今すぐ使える勉強法
イラスト／桑原正俊

みなのしゅう、勉強は進んでおるか？

うまくいっている人、いっていない人、

まだ始めていない人、いろいろあるじゃろう。

そんな君たちにわしから処方せんを出すぞ。

ぜひ試してくれたまえ。わしも応援しておるぞ。
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ひげじい P r o f i l e
［名前］ ひげじい
［年齢］ 106歳
［趣味］ •国家試験の完全攻略方法を編み出すこと
 •看護学生の悩みを聞くこと

年間何万人もの看護学生の悩みを聞いている、
看護学生のなかではチョット名の知れた存在。
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模試ではなんとかB判定！　でもニガテな科目は全然でき

なくて、すごく不安……。ニガテ科目っていうだけで教科

書開くのも嫌で、なかなかガッツリ取り組めません。どうし

たらいいかなあ？

ほう、おぬしは苦手科目があるんじゃな。おぬ

しには「『なぜ？どうして？』でニガテ克服」の処

方せんを与えようぞ。p.34を見るのじゃ！

おっと、油断してはならんぞ。A判定をとれたの
は確かにすごいが、のこり数か月もがんばってい

こう。「頻出疾患の病態生理を理解する」という

処方せんを与えようぞ。p.35を見るのじゃ！

ずいぶんのんびりしておるのう。じゃが、国試対

策は今からでも十分間に合うぞよ。おぬしには

特別な処方せんを与えよう。p.36を見るのじゃ。

この間の模試でA判定がとれました！　4月から勉強を始め

て、やっと身になってきた感じがします。でも国試までまだ

数か月あるから、何をしたらいいのかな？ 問題集は結構使

い込んだし…正直飽きてきちゃった。

模試で立て続けにD判定をとってしまいました。春から成績

が全然上がらないんですよ～。もう時間もないし、さすが

にマズいですよね。どうすればいいですか、ひげじいさん？

ジュンチョウちゃん

ニガテくん

ギリギリちゃん

Presented by
ひげじい
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C
肝臓って栄養素の処理にかかわっていたのね．
知らなかったわ．そもそも肝臓が何をしてる臓器か，
あんまり意識したことなかったのよね．

じゃあ次は肝臓の基本的な機能を理解しましょう．
でも，肝臓の機能って実は500以上もあるのよ．

500以上の機能！？　
そんなにいろんな機能があったのね．
全部覚えるのは大変そう！　

ふふ，ではまずはこの3つの機能を
おさえておきましょう．
「代謝」「解毒」「胆汁の生成・排泄」よ．

代謝 解毒 胆汁の生成・排泄

もぐもぐ

PUNCH!

肝臓の機能
肝機能：B-6 胆汁：B-8 肝性脳症（肝性昏睡）：B-15

1つ目は代謝かぁ．そういえば代謝って何だっけ？

簡単にいえば，食事などによって
外界から取り入れた物質を分解して
エネルギーを得たり，その物質を材料にして
身体に役に立つ物質を合成したりすることよ．

分解と合成……．さっき説明してくれた，
門脈から肝臓に栄養素が流れ込んできて，
肝臓で処理する（p.165参照）ってこのことだったのね．
肝臓は何を分解・合成しているの？

そうね，主なものを挙げるなら，糖でしょ，
蛋白質（アルブミン）でしょ，
脂質（コレステロール，リン脂質）でし

100A85

ょ．
それからホルモンにビリルビン……．

そんなに！！　糖やたんぱく質って，
毎日の食事で摂る栄養素よね．
こうした栄養素を体に取り入れるために
肝臓の力が必要なのね．

肝臓の主な機能

①  代謝
②解毒
③胆汁の生成・排泄

167

肝臓のはたらきと疾患B -1章

What, why & how  
vol.3  Chapter B-1

What, why & how  
vol.3  Chapter B-1

B

A

B1_肝臓のはたらきと疾患.indd   166-167 17/02/24   10:11

処 方 せ ん

　　　　　　　　　様

なぜ？どうして？

ニガテ科目のある
おぬしには、この
『なぜ？どうして？
（以下なぜ？）』
じゃな！実際の
ページをみてみて
くれ。

そのとおりじゃ。『なぜ？』はストーリー形式でスラ
スラ読めることが大きな特長のひとつなんじゃよ。
どうじゃ、これなら勉強に取り組めそうじゃろ？

バッカモーーーン！！何を隠そう『なぜ？』は過去
の国家試験をもとにつくられているから、読むだけ
で国試に合格できる知識が身につくのじゃ！！

わ！ なんだか
マンガみたい！

でもこんなので、
本当に国試対策に
なるのかなぁ？？

そうだったんだ！
ちょっとだけ
読んでみようかな。

そんなおぬしに、もうひとつアドバイスじゃ。『なぜ？』を読ん

だあとに、ぜひ問題集で問題を解いてみてくれ。学んだ知識

を問題演習で確認すれば、知識が定着しやすくなるぞ。

おくすり

ニガテくん

わかりやすい本で
ニガテを克服できる効 能
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処 方 せ ん

　　　　　　　　　様

どうやって勉強
すればいいの？

おくすり

レビューブック 病気がみえる

ジュンチョウちゃん

おぬしは今までの成果が模試にしっかりあらわれておるな。よくがんばったぞ。
しかし、疾患の病態生理まできちんと理解できておるかのう？　ほれ、p.28～
31に「頻出疾患」が載っておったじゃろ？
頻出疾患はほぼ毎年出題があるから、その疾患についてさまざまな角度から
問題を出されることが多いんじゃ。

最初に頻出疾患の概要を『レビューブック』で調べよう。疾患の原因・検査・症状・
治療・看護までのおおよその流れはここでつかむのじゃ。 
次におぬしに見てほしいのは、『病気がみえる』シリーズじゃ！『レビューブック』
で見た疾患の内容が、図表によってよりわかりやすく書かれているじゃろ？

わしのオススメの方法は、ここに
書いてあることを一度自分の言葉
でまとめてみることじゃ。ふせんに
まとめて『レビューブック』に貼っ
たり、友達に説明するのもいいぞ。
すでにもっている知識についても、
より根拠をもって答えられるように
なるんじゃ。

ぜひやってみてくれ。お大事にな。

RB

病気が
みえる

効 能 病態生理がカンペキになる
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総合評価

総合成績

平均点
あなたの得点率
あなたの得点

総合一般 + 状況一般 + 状況一般 + 状況必修

必修

●［必修問題］○＝40 点以上／ ×＝39 点以下　［一般／状況］○＝170 点以上／ ×＝169 点以下
●過去の動向を踏まえて、 「必修：40 点／一般・状況：170 点」が合格ラインとなるように、問題
　の難易度を設定しています。

一般 ＋ 状況一般 ＋ 状況

［合格基準まで］あと 点 ［合格基準まで］あと 点

33／50

66％

38／50

155／250

62％

38／50

188／300

63％

38／50

7あと 点7あと 点 15あと 点15あと 点

東京都港区南青山東京都港区南青山東京都港区南青山東京都港区南青山東京都港区南青山東京都港区南青山東京都港区南青山 3-1-313-1-31

メディック看護専門学校

ギリギリちゃん　様

さて、おぬしには特にしっかりとし
た治療が必要なようじゃ。まずは
模試の成績を見せてみなされ。

ふむ、これはイカンな。必修問題で合格点がとれておらんぞ。必修
対策は、国試対策のなかでも最優先で行うべきものじゃ。おぬしに
必要なくすりは、必修分野の問題集『QB必修』と過去問題集『ク
エスチョン・バンク（以下QB）』じゃ。
では、処方せんを授けようぞ。

こんな状態なんです。
私、これから何をしたら
いいでしょう！？

Select必修＆クエスチョン・バンク

処 方 せ ん

　　　　　　　　　様ギリギリちゃん
おくすり

必修と頻出分野を中心に勉強できる効 能

クエスチョン・バンク
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必修問題は、50問の問題
中40問（8割）がとれないと
即不合格になるという恐ろし
いものじゃ。まずはここを突
破しないと始まらんぞ。模試
で合格ラインに達するまでは、
『QB必修』による必修対策が必須じゃ。ちなみに必修分野の問題は、それ以外
の分野とも内容が重複しておるから、看護技術や人体の構造といった分野につい
ての基礎知識も固められるのじゃ。

この時期に国試対策が進んでいないおぬし
は、やみくもに過去問題集を解くよりも国試
でよく出る分野・テーマを中心に対策する
とよいぞ。『QB』には、各分野のはじめの
ページに国試出題ランキングが載っておる
のじゃ。見てのとおり、母性看護学では「産
褥」が飛び抜けてよく出ておるから、重点的
に対策すると得点がグーンと上がるぞよ。ま
だ間に合うから大丈夫じゃ。お大事にのう。

『QB必修』の使い方：
必修合格ラインに達するまで、『QB必修』を解く

『QB』の使い方：
国試出題ランキングで、よく出る項目を知る

さて、最後に『コレダケ』という便利な本をおススメしておこうかの。

『コレダケ』は『レビューブック2018』の付録に付いているピンク
の表紙の冊子で、国試に必要な最低限の知識“だ

け”が詰まっておる正文集じゃ。小さくて持ち運び

やすいから、通学中やバイトの休み時間など、あ

らゆるところで国試に触れることができるのじゃ。ト

イレに置いている学生もいるようじゃぞ。

『コレダケ』のススメ
さて、最後に『コレダケ』という便利な本をおススメしておこうかの。

『コレダケ』のススメ

乾性咳嗽とは「コンコン」という乾いた咳をいう．ときに喀痰を伴う「ゴホゴホ」という咳
嗽を，湿性咳嗽と呼んで区別する．（RB-I14）（RB-I13）

○１　マイコプラズマ肺炎は頑固な乾性咳嗽を特徴とする．（RB-I40）（RB-I34）

×２　肺水腫は呼吸困難，ピンク色泡沫状痰
たん

，喘鳴がみられる．（RB-I59）（RB-I56）

×３　肺炎球菌性肺炎は高熱，鉄さび色の喀痰がみられる．（RB-I40）（RB-I34）

×４　気管支拡張症は多量の喀痰（膿性～血性）があり，湿性咳嗽がみられる．（RB-I63）（RB-I61）

 正　解　１
▼  乾性咳嗽と湿性咳嗽

（なぜ？⑤436）（病みえ呼37, 134）

喀痰・喀血を伴う疾患と，吐血との違いなどについても確認しておこう．
×１　肺水腫では，ピンク色泡沫状痰がみられる．（RB-I59）（RB-I56）

×２　肺炎球菌性肺炎では鉄さび色の喀痰がみられる．（RB-I40）（RB-I34）

×３　肺癌では，血性または膿性の喀痰がみられる．肺癌の三大症状は①咳，②痰，③血痰で
ある．（RB-I55）（RB-I47）

○４　気管支拡張症では，血性または膿性の喀痰が1日100mL以上みられる．最も高頻度に
血痰，喀血がみられる疾患である．（RB-I63）（RB-I61） 正　解　４

▼  気道・消化管からの出血

（なぜ？⑤435）（病みえ呼38）

問題134 
咳 嗽� □□□

乾性咳
がい

嗽
そう

がみられる疾患はどれか．
１．マ

mycoplasma pneumonia
イコプラズマ肺炎 ２．肺

pulmonary edema
水腫

３．肺
pneumococcal pneumonia

炎球菌性肺炎 ４．気
bronchiectasis

管支拡張症 
Ⅲ-11Ag

分 類 特 徴 みられる疾患

乾性咳嗽
気道上皮等の咳受容器が直接刺
激を受けて起こる咳嗽．痰の喀
出はないか，少量のみである．

咳喘息，間質性肺炎，マイコプラズマ
肺炎，気胸，心因性咳嗽，胃食道逆流
症，喫煙

湿性咳嗽
痰を出すために起こる咳嗽で，
気道内病変が多い．

慢性閉塞性肺疾患（COPD），肺炎，
気管支拡張症，肺水腫，気管支喘息，
肺結核症

問題135 
痰の性状� □□□

疾患と痰の性状について，次の組み合わせで正しいのはどれか．
１．肺

pulmonary edema
水腫   膿 性

２．肺
pneumococcal pneumonia

炎球菌性肺炎   ピンク色泡沫状

３．肺
lung cancer

癌   鉄さび色

４．気
bronchiectasis

管支拡張症   血 性 
Ⅲ-11Ag,h

性 状 出血部位
血 痰 血液が混ざった喀痰

気管支・肺胞
喀 血 血液そのものを喀出すること

吐 血 新鮮血または黒色の血性の嘔
おう

吐
と 上部消化管（食道，胃，十二指腸）

下 血 新鮮血または黒色の血性の糞便
上部消化管（黒色＝タール便），回腸～右側
結腸（黒赤色），S状結腸～直腸（新鮮血）

Ⅲ．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の基本的理解
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だ間に合うから大丈夫じゃ。お大事にのう。
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乏尿／無尿
□①　乏尿とは，1日尿量が400 mL以下の場合をいう

101P12　98P8　95A15

．

□②　無尿とは，1日尿量が100 mL以下の場合をいう．

□③　無尿時には，尿中にKを排出できなくなるため血中濃度が上昇し，心停
止のリスクが高まる．そのため，Kの投与は原則として禁忌である

103追P17　100P18

　　 ．

脱 水
□①　脱水とは，何らかの原因［尿崩症（参照D-17），発汗，下痢，出血など］で

体液量（特に細胞外液）が減少した状態である．体液のうち，水やNaの
喪失で生じる．

□②　脱水の初期症状として口渇感［高張性脱水（水欠乏性脱水）で顕著］，
口唇・口腔粘膜の乾燥，尿量低下，頻脈，頭痛，倦怠感，食欲不振，便秘
などがある

104P117　103追A10

．また，進行に伴い血圧低下や意識障害が生じるため，十分な
観察が必要である

95A112

．

電解質
□①　急激なK濃度上昇は心停止を招くため，塩化カリウム（KCl）注射液の

原液を静注することは禁忌である
99A17

　　 ．

尿の成分
□①　成人が排出する尿は，約1～ 1.5 L/日，pHは4.5 ～ 8.0の間で変動する

103A10　99P40

．

頻 尿
□①　1日の排尿の回数が通常よりも多い場合（一般的に日中8回以上）をい

う
103P13

．

（RB-E14）（病みえ腎44）

（RB-E16）（なぜ？⑥142 ～ 152）

（RB-D55）

（RB-E10）

（RB-E15）（なぜ？③102 ～ 104）（病みえ腎47）
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