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教えて
マメく

ん！

～「みたことない問題」からみた、一番よく効く国試対策～

国試を受験した先輩たちが、「過去問でみたことのな
い問題がたくさん出た！」って言ってて不安だな～！
いったい国試対策って何をすればいいんだろう…。過
去問題は何年分やれば安心なのかな…。

実際に調べてみたよ。

ぼくはマメくん。君の疑問にお答えするため、
国試を分析してきたよ。

過去10回分の国試問題が、どんなテーマ（褥瘡とか、糖尿病とか）
で出題されているか、すべて調べたんだ。

そのとおり。その結果から、一番よく効く国試対策を導き出したん
だ。ところで、最近の国試において、過去に問われていないよう
なテーマの問題、いわゆる「みたことない」と言われるような問題
がどれくらい出題されているかわかる？

わっ！突然なんだ！？きみはだれ！？

分析ってなに？どうやったの？

何についての問題か、一つひとつ分類したってこと？

う～ん…4割くらいかな！？

国試対策って
なにをすればいいの？ 
国試対策って

なにをすればいいの？ 
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第104回 第105回 第106回

7％
（17問）

12％
（29問）

7.5％
（18問）

「みたことない問題」の割合

ブー！かなり難しいと評判だった最新の第106回国試だけど、過去
10回分の国試を見渡しても問われていないテーマの問題は約7％、
問題数にして240問中17問だったよ。
ちなみに第105回では約12％、第104回では約7.5％だったよ。

過去10回分の国試において一度も問われていないような
テーマの問題は、例年10％前後しかでない

そうだね、逆に約90％の問題は、過去10回分の国試で
すでに出題されているテーマの問題ということになるね。
ところで国試合格の基準は知ってる？

必修は得点80％以上が絶対条件で、一般問題／状況設定問
題はだいたい得点60～ 70％くらいが最低限必要なんだ。

つまり、過去10回の国試ですでに問われているテーマの問題
にさえ答えることができれば、まったく心配いらないんだ。

ふーん…意外と少ないのね～

え～と…。

あぁそうか。

ということは、過去問題を10回分くら
い勉強しておけば大丈夫ってことね！？

そういうことになるね。
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よっしゃー！さっさと解い
て遊ぶぞ！オー！

うわ、びっくりした！

うーん…えーと…答えは1かなあ？

へへへ…！

待ちたまえ！！

たしかに、過去問題を勉強するのは最も大事で有効な国試対
策だよ。だけどやみくもに解けばいいってもんじゃあない。

この問題を見て。妊娠と感染に関する問題だよ

そう、正解。

えぇ…

では続いて、下の問題を解いてみよう。第106回国試で問
われた、さっきと同じ妊娠と感染についての問題だよ。

テーマ：妊娠と感染
第102回午前30番
母乳が主な感染経路となるのはどれか．
１．成人T細胞白血病〈ATL〉ウイルス ２．単純ヘルペスウイルス〈HSV〉
３．サイトメガロウイルス ４．風疹ウイルス

解説
○１  成人T細胞白血病（ATL）は、成人T細胞白血病（ATL）

ウイルス（HTLV-1）が母乳感染することで発症する．

テーマ：妊娠と感染
第106回午前63番
妊婦の感染症と児への影響の組合せで正しいのはどれか．
１．風疹――白内障 ２．性器ヘルペス――聴力障害
３．トキソプラズマ症――先天性心疾患 ４．性器クラミジア感染症――小頭症
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さっきと同じ母子感染についての問題だけど、
こっちはちょっとわからない…！

あ！もし選択肢4の解説を読んでいたらその
後の問題（第106回午前63番）も解けるね！

そこなんだ。同じテーマの問題でも、過去問を解いた
だけですべて解けるわけじゃないのさ。

でしょ。つまりただ解くだけじゃなく、間違い
選択肢も含めて勉強することが大事なんだ。

なによそれ！
なんとかしなさいよ！

大丈夫、これを見て。さっき解いた問題
（第102回午前30番）の解説なんだけど…
間違い選択肢の解説まで読んでみて。

解説

正解したからオッケー！じゃなくて、間違い選
択肢まで解説を読むと効果的ってことだね。

そういうこと。

わかった！じゃあ解いてくるから！
バイバイ！

もう少しそばにいるよ。

あ、そう。とにかく問題を解いていこう……ムッ！？

×２　HSVの胎児感染はきわめてまれであり，ほとんどが経腟分娩時の産道感染または破
水時の上行感染による．患部への接触によって新生児に水平感染することもある．

×３　母子感染におけるサイトメガロウイルスの感染経路には，経胎盤感染，産道感染，
母乳感染があるが，主なものは経胎盤感染である．

×４　妊娠中，母体が風疹ウイルスに罹患すると経胎盤感染により胎児も感染することが
ある．感染が成立すると胎児に先天異常（白内障や心奇形など）を生じる場合があり，
これを先天性風疹症候群（CRS）と呼ぶ．
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この問題、第103回午前37番の選択肢解説を全部
読んでいても第106回午前56番が解けないよ！？

ﾌﾑﾌﾑ、この問題はテーマは一緒だけど、間違い
選択肢を読んでいたとしてもまだカバーできない
知識が問われているね。

これを見て。第103回午前37番のページに載っている基本事項だよ

もうだめだー！！！

テーマ：精神保健福祉法

おお！バッチリ書いてあるぞ！

第103回国試午前37番
精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律に基づく入
院形態でないのはどれか．
１．任意入院
２．応急入院
３．勧告入院
４．医療保護入院

第106回午前56番
2人以上の精神保健指定医によ
る診察結果の一致が要件となる
入院形態はどれか．
１．応急入院
２．措置入院
３．医療保護入院
４．緊急措置入院 

【解説】
○１　本人の意思に基づく入院形態である．
○２　急を要するが，本人の意思が確認で

きず，家族等との連絡がとれない場
合の入院形態である．精神保健指定
医1人以上の診察が必要で，72時間
以内に他の入院形態に変更するか退
院させる必要がある．

×３　このような入院形態はない．
○４　本人に入院の意思はないが，家族等

の同意が得られた場合の入院形態で
ある．精神保健指定医1人以上の診
察が必要である．

『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）』に基づく入院形態
は頻繁に出題される．選択肢1，2，4以外には措置入院，および緊急措置入院がある．
（RB-社61）（RB-社55）

○１　本人の意思に基づく入院形態である．
○２　急を要するが，本人の意思が確認できず，家族等との連絡がとれない場合の入
院形態である．精神保健指定医1人以上の診察が必要で，72時間以内に他の入院
形態に変更するか退院させる必要がある．

×３　このような入院形態はない．
○４　本人に入院の意思はないが，家族等の同意が得られた場合の入院形態である．

精神保健指定医1人以上の診察が必要である．
【正答率】96.0％　【選択率】1：1.0％　2：1.7％　3：96.0％　4：1.3％ 正　解　３

▼『精神保健福祉法』に基づく入院形態

●『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）』の概要： 
105A61【基本事項】（参照 社-55）．

（なぜ？⑨精-10章）

精神保健福祉法
� □□□

103A37 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院形態でないのはどれか．
１．任意入院
２．応急入院
３．勧告入院
４．医療保護入院

入院条件
備 考 入院

権限患者本人
の同意

精神保健指
定医の診察 その他

任意入院
（20, 21条）

必要 必要なし 書面による本人
意思の確認

●  本人の申し出があれば退院
可能

●  精神保健指定医が必要と認
めれば，72時間以内の退
院制限が可能

精
神
科
病
院
管
理
者

医療保護
入院
（33条）

得られ
ない

1人の診察

家族等 1）のうち，
いずれかの者の
同意

●  入院後，退院後ともに10日
以内に知事に届出

応急入院
（33条の7）

医療および保護
の依頼があるが
家族等の同意が
得られない

●入院期間は72時間以内
● 入院後直ちに知事に届出
●知事指定の病院に限る

措置入院
（29条）

2人以上の
診察

自傷他害の
おそれがある

●  国立・都道府県立精神科病
院または指定病院に限る 都

道
府
県
知
事

緊急措置
入院

（29条の2）
1人の診察

自傷他害の
おそれが著しく，
急を要する

●入院期間は72時間以内
●  指定医が1人しか確保でき
ず時間的余裕がない場合，
暫定的に適用される

1） 配偶者，親権者，扶養義務者，後見人または保佐人，該当者がいない場合などは市町村長が同意の判断を行う（平成26年4月
より）．

社社社8� QUESTIONBANK�for�nurse�2018

QBN2018_49_社会-2.indd   58 17/02/06   9:55

▼『精神保健福祉法』に基づく入院形態

入院条件
備 考 入院

権限患者本人
の同意

精神保健指
定医の診察 その他

任意入院
（20, 21条）

必要 必要なし 書面による本人
意思の確認

●本人の申し出があれば退院
可能

●精神保健指定医が必要と認
めれば，72時間以内の退
院制限が可能

精
神
科
病
院
管
理
者

医療保護
入院
（33条）

得られ

1人の診察

家族等 1）のうち，
いずれかの者の
同意

● 入院後，退院後ともに10日
以内に知事に届出

応急入院
（33条の7）

医療および保護
の依頼があるが
家族等の同意が
得られない

●入院期間は72時間以内
● 入院後直ちに知事に届出
●知事指定の病院に限る

都
道
府
県
知
事

緊急措置
入院

（29条の2）
1人の診察

自傷他害の
おそれが著しく，
急を要する

●指定医が1人しか確保でき
ず時間的余裕がない場合，
暫定的に適用される

1）配偶者，親権者，扶養義務者，後見人または保佐人，該当者がいない場合などは市町村長が同意の判断を行う（平成26年4月
より）．

得られ
ない

得られない

都
道
府
県緊急措置 自傷他害の

● 入院期間は72時間以内

ない
措置入院
（29条）

2人以上の
診察

自傷他害の
おそれがある

● 国立・都道府県立精神科病
院または指定病院に限る

形入づ基』祉

本

保健

患

精神▼

意
2

病
科

精
認

限

院

入院
権

ば退

考備
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ということは、いろんな問題に対応しやすいってことだね。

さっきの問題を解いたときに、基本事項まで読むことで、
幅広い知識をカバーできるんだ。

そうなんだ。みんなが持ってる『レビューブック』とも連携し
ているから使いやすいよ。ほかにも、どの分野が問われや
すいか一目でわかるようになっているんだよ。

よかった！  では、最後におさらいしてさよならだ。またどこかで！

クエスチョン・バンクの
詳しい解説やまとめを読んで、

国試合格力を
確実に身につけよう！

うーん…とにかく解く！のが過去問演
習だと思ってたけど、違ったんだね。

そうだね、何回も解くことはもちろん重要なんだけど、
選択肢の解説や基本事項を読むことで、過去に問われ
たテーマの問題をしっかり得点できるようになるよ！

ところでさっきから見せてる解説とか基本
事項とかは何の本の内容なのさ？

これは『クエスチョン・バンク』という本だよ。
この本は丁寧な選択肢解説や基本事項、
補足事項などの情報が充実しているんだ。

『クエスチョン・バンク看護
師国家試験問題解説2018』
10年分以上の国試過去問
題から1425問を掲載。

過去に問われた問題を
しっかり勉強すれば
十分合格点に達する。

問題を解くだけではなく、
選択肢解説や基本事項を
読んで着実に知識を
付けていくことが大事！

へー！レビューブックといっしょに使いやすいのは特に助かるか
も。それにしても、やっと国試勉強の進め方がイメージできたよ！

マメくんのおさらい！
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