
●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！

全問対応WEB復習 + 動画教材
NEW!

パンフ番号 113-2

2023-24

国試対策ご担当の教員さまへ  

第113回対策

2022年度お申し込み

80,000人
（見込み）

毎年、急増中！

WEB・紙
2つの成績表 名簿不要

受験後の復習まで、しっかりサポート！
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「国試と同じ難易度・出題
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

構
3

成
3

」で、合格までの距離がわかる。

　国試合格に必要なのは、教科書を隅から隅ま

で勉強することではなく、国試で出題される問

題に正答できる能力です。つまり、国試対策と

は「国試の出題内容や問われ方を知り、そのう

えで自分の実力との差分を埋める作業」と換言

できます。ですから、少しでも早い時期に「国

試と同じ難易度・出題構成の模試」を受験して、

合格までの距離を把握していただきたいのです。

メディックメディア模試

合格基準点※

第１回 第２回 第３回

得点

実
施
回

※過去の動向を分析し、170点を合格ラインとしています

あと４０点 あと15点

合格！
毎回、国試と同じ難易度

合格までの
距離が

絶対評価で
わかる！

受験者の得点 模試の難易度 国試合格基準点（一般＋状況）※

1

復習しやすい仕掛け
3 3 3 3 3 3 3 3 3

にこだ わった解説書 p.144

メディックメディア模試の特長

再集計が要らない成績表
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

で 状況把握と指導計画立案をサポート p.72

学生ごとにアレンジした復
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

習
3

教材
3 3

を提供・復習状況のチェックもできる p.123

動画NEW!
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試
験
概
要

240問模試
必修模試 低学年模試

第1回 第2回 第3回

問題数 240問
（必修：50問、一般：130問、状況設定：60問）

100問
（全分野、50問×2回分）

100問
（人体：50問、疾病：50問）

試験時間 午前・午後　各160分 100分（１問１分）

出題内容 「看護師国家試験出題基準」に準ずる項目

受験対象者
●第113回国試を受験する方

●第114回国試を受験予定で、早めに対策したい方
●国試前に基礎固めしたい方
●日頃の学習成果を確認したい方

受験形式
郵送によるマークシート形式

（詳細は下記の「受験の流れ」をご覧ください）

送付物
●問題冊子　●マークシート　●受験票　●解答・解説書　

●マークシート返送用書類（封筒／確認用紙）　●受験のしおり　●復習のしおり

240問模試
必修模試 低学年模試

第1回 第2回 第3回

各回 2,000円（税込） 1,500円（税込） 1,500円（税込）

試験概要

受験料

受験期間

いずれか
4回申込※

いずれか
3回申込※

1,600円引
（各回400円引）

900円引
（各回300円引）

※一括でのお申込に限ります。

受験の流れ

申込受付期間	 2023年1月下旬–2024年3月15日	 ※学校教員さまを代表者としたお申込のみ承ります。 

マークシート返送締切	 2024年3月31日	発送分まで受付	 ※4月1日受験開始の模試の集計は4月下旬より開始予定となります。

第1回 240問模試

受験期間

第2回 240問模試

第3回 240問模試

必修模試

低学年模試

受験推奨期間 受験可能期間

お申込
以下のいずれかの方法でお申し込みください。
▶WEB（http://bit.ly/3iiVrTo）

▶FAX（裏表紙をコピーしてお使いください）

!  問題冊子、解答・解説書の在庫がなくなり次第、受付を締め切らせ
 ていただきますので、お早めにお申し込みください。

問題冊子、解答・解説書などの送付
ご指定いただいた受取希望日の14〜16時に、	
ヤマト運輸株式会社の宅急便でお届けします。

試験実施
学校、自宅などで実施してください。

マークシートのご返送
弊社から送付する返信用封筒でご返送ください。

成績表・請求書の送付
WEB成績公開後、１〜２営業日前後で「個人成績表」
「学校成績表」「請求書」を発送いたします。

WEB成績の公開
マークシートご返却から2〜5営業日後に
WEB成績を公開します。
※アクセスに必要な情報は、受験票に記載しております。
※WEB申込の場合、集計完了をメールでお知らせします。

1

2

3

4

6

5
メディックメディア看護模試

2024年
3月31日

2023年
11月1日

2023年
4月1日

2023年
8月1日

受験推奨期間 受験可能期間

第111回対策模試 的中率

第111回対策模試の解答・解説書5冊で、

第111回国試が　　　　／240問 解けました！99問

○：正答できた問題　△：正答はできないが、選択肢は絞れる問題　×：○と△以外の問題 ※割合は小数点第2位で四捨五入

必修 一般＋状況 合計

問題数 割合 問題数 割合 問題数 割合

○ 30 60.0% 69 36.3% 99 41.3%

△ 6 12.0% 41 21.6% 47 19.6%

× 14 28.0% 80 42.1% 94 39.2%

受験期間

受験期間
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第111回対策模試 合否判定精度99.7%

受験人数・受験校数の推移

　弊社の模試は、合格ラインに達していれば「○」、達し
ていなければ「×」というシンプルでわかりやすい成績判定
を行っています（右図）。
　下の表をご覧ください。この表は、弊社の模試を受験し
て合格ラインに達した人が国試に合格できたかどうかを表
したものですが、実に99.7%の学生が本番でも合格を勝
ち取っていることがわかります。
　弊社の模試は受験人数に関係なく絶対基準で合否が判
断できる模試だと言えます。

第1回
240問模試

第2回
240問模試

第3回
240問模試 合計

弊社模試	
合格判定者 3400人 4892人 10176人 18468人

うち、第111回
国試合格者 3394人 4888人 10139人 18421人

合否判定精度 99.8% 99.9% 99.6% 99.7%

※弊社の解答速報サービス「ネコナースの合格予報」の45,649人および弊社模試の受験者62,905人の解答データをもとに算出

2018年度

380校

40,370人

（人）

30,000

0

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

※成績表示の仕様は、予告なく変更させていただく場合がございます。

学校成績表 弱点や傾向を的確につかめる5種類の成績表

①総合成績
●総合成績⚫●要学習支援者の人数⚫●出題基準の分野別成績
●複数回受験時の成績推移⚫●出題内容一覧⚫●問題別学校正答率掲載内容

全国平均正答率との差が
10ポイント以上ある問題に
チェックがつきます。

複数回受験いただくと、
成績の推移を確認できます。

※デザイン・内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

＼詳細と最新情報はこちら／

2021年度

549校

70,311人

2022年度

約80,000人
(見込み)

2019年度

486校

61,288人

2020年度

485校

62,905人
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③要学習支援者リスト

学校平均点と全国平均点との差が20%
以上ある分野にチェックが付きます。

各分野の配点を表記。過去10年分の国家試験問題を
分析・集計し、各分野の配点を決めています。

●各分野の要学習支援者リスト　●全国平均点との差が20%以上ある分野（★マーク）

●分野別の平均点（全国平均／学校平均）　●分野別の配点掲載内容

出題基準ごとに、全国偏差値40以下
の学生（要学習支援者）をピックアップ。
学習指導にそのままご活用いただけます。

②校内受験者成績一覧

●受験者別の成績（点数、全国順位、全国偏差値、校内順位、校内偏差値）

●受験者別の要学習分野
掲載内容

学生ごとに全国偏差値40以下の
分野にはチェックがつくため、
学習指導などにお役立ていただけます。

基礎看護学

問題リスト

成績一覧

④分野別成績（ 240問模試：全11分野・全11ページ　
必修模試：各目標1ページ・全4ページ）

●要学習支援者リスト　●全国正答率との差が10ポイント以上ある問題のリスト
●各分野の学校成績（全国順位／平均点／偏差値）　●各分野の問題リスト
●各問題の正答率（全国平均／学校平均）　●校内受験者の成績一覧（得点／全国順位／校内順位）

分野別の集計・分析は
これ１枚でOK！

復習しやすいように、
「出題内容」＝「『レビューブック』の目次」
で構成しています。

全国正答率との差が10
ポイント以上ある問題に
チェックがつきます。

WEB成績表（p.10）では、
成績順に並び替えること
ができます。

全国偏差値40以下の
学生にチェックがつきます。

１分野＝１枚※
担当科目別に配布してご活用ください。

掲載内容

※受験人数が57人を超える場合は、２枚以上になります。

!



https://kango.medilink-study.com/
※ご利用には、受験票に記載のID・パスワードが必要です
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国試合格までの不足点数
過去の国試を踏まえて「必修40点、一
般＋状況170点」を基準に、「合格ま
であと何点足りないのか」を表示。絶
対基準で“合格までの距離をみえる化”
しました。

復習ポイントがパッとわかる
「あなたの解答状況」「頻出テーマ」
「全国正答率」を踏まえて、最初に
復習すべき内容を掲載しています。

WEB復習教材

学生個人の
成績と復習の進捗

WEB上で、「間違えた問題の類問演習」
「間違えた問題に対応した『なぜ？
どうして？』の閲覧」ができます（p.13）。

無料！

個人成績表 学生1人ずつにお届け。WEBでも見られる

成績はもちろん、復習の進捗状況までわかる。
※パスワード認証により、アクセス制限を行っています。アクセス方法については、「受験票」をご確認ください。

⑤教員用WEB成績表
毎日

更新
WEBで
完結

学校の成績

そのほか、分野別問題一覧、分野別個人成績の一覧なども見られます。

最新の集計結果
（PDF/Excel）を
ダウンロードできます。

※画面デザイン・内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

※紙面のデザイン・内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

個人成績の詳細も確認できます。復習進捗はリアルタイムで確認可能です。
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WEB復習教材

復習の流れ

解答結果から“あなただけの復習教材”を提供

2
復習①

3-1
復習②

3-2
復習③

※開発中の画面につき、実際の商品とは異なる場合がございます。

受験後の復習まで、しっかりサポート 

弊社書籍で総まとめ
『レビューブック』に

復習内容を書き込む
『QB』シリーズで

類問を解く
『病みえ』『看みえ』などで

理解を深める

間違えた問題に対応した
『なぜ？どうして？』を
WEBで読む
国試で出題され	
やすいポイントを、
会話形式で基礎	
から理解します。

間違えた問題の
類問をWEBで解く
間違えた問題の類問（国試過去問）を	
解いて、ニガテ分野を徹底的に克服します。
気になった問題や不正解だった問題のみを	
あとで解きなおすこともできます。

学生一人
ひとりの進捗が

チェックできます。

間違えた問題を中心に解答・解説を確認
▶弊社書籍の参照ページ付きで復習しやすい
▶不正解の選択肢に力を入れた解説で、根拠から理解できる
※WEB上の解説は、解答・解説書と同じ内容です。

タップ

2
復習①

3-1
復習②

3-2
復習③

4
まとめ

解説書（p.14）・
WEBで

チェックできます

成績表で結果を確認
自分のニガテ分野や合格までの不足点数などを確認します。
※WEBの成績表は、弊社がマークシートを受け取ってから2〜5営業日前後で公開します。
※紙の成績表は、WEB成績公開後、１〜２営業日前後で発送します。

集計完了をメールでお知らせ！1
成績確認

も
っ
と
詳
し
く
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※本表は出題範囲を示すものです。記載があっても試験に出題しない場合がございます。あらかじめご了承ください。

試験概要
p.4

WEB
復習教材

付き
解説書 弊社書籍の参照ページ付きで復習を完全サポート！

特長 ❸ 参照ページを掲載している書籍一覧

・『レビューブック』	 ・『クエスチョン・バンク』
・『クエスチョン・バンク必修』	 ・『病気がみえる』
・『看護がみえる』	 ・『公衆衛生がみえる』
・『がんがみえる』	 ・『イメカラ』

特長 ❹ 各回150点前後のイラスト・図表を掲載

オリジナル制作に加えて、上記書籍のイラスト・図表も豊富に
掲載。参考書と呼べるほど充実した１冊です。

特長 ❺ 『レビューブック』と同じサイズなので、 
 コピーして貼り付けやすい

間違えた内容やうろ覚えの内容などをピックアップして、まとめ本
『レビューブック』に簡単に貼ることができます。

各ページのQRコードをアプリ「mediLink」
で読み込むと、問題ごとに3分前後の解説
動画が見られます！
解説を読めない、解説を読んでもわからな
いなという学生にお勧めください。

特長 ❷ 不正解の選択肢に力を入れた解説で、 
 根拠から理解できる

正解選択肢の解説はもちろん、「×である理由」も明記している
ので、１問から多くの知識を得ることができます。

特長 ❶ 「解法の要点」で、問題のポイントがつかめる

何が問われているのか、どういう視点で問題を解けばいいのか
を丁寧に解説しているので、類題への対応力が身につきます。

特
長

●過去10年分の国試を徹底分析。 
必修対策・国試入門に最適

●最終学年までに身につけるべき 
基礎知識を網羅

●イラスト多用の解説書で、「理解」と「習得」を促進
弊社書籍『病気がみえる』『看護がみえる』などのイラストを解説書に多数使用することによって、	
解剖生理や病態の機序を視覚的に理解できるようにしています。

●“あなただけの復習教材”を提供
国試対策模試と同じく、間違えた問題に対応した『なぜ？どうして？』をWEBで読むことが	
できます。また、出題内容に関連する国試過去問にもチャレンジできます（p.13）。

受
験
対
象
者

●第113回国試を受験する方

●第114回国試を受験予定で、	
　早めに対策したい方

●国試前に基礎固めしたい方

●日頃の学習成果を確認したい方

出
題
内
容

それぞれ、厚生労働省発表の看護師国家試験出題基準から以下の内容を出題いたします

目標Ⅰ．	 看護の社会的側面および倫理的	
	 側面について基本的な知識を問う

目標Ⅱ．	 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

目標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	
	 基本的な知識を問う

目標Ⅳ．	 看護技術に関する基本的な	
	 知識を問う

●人体の構造と機能

●疾病の成り立ちと回復の促進

必修対策・低学年からの基礎固めに

妊娠の成立の流れを整理しておこう．（RB-母9, 10）（RB-母9, 
10）

×１　受精とは，精子と卵子が合体・融合して，受精卵
が生じる現象を指す．受精は子宮腔ではなく卵管膨
大部で起こる．

○２　子宮腔にたどり着いた胞胚が子宮体部の子宮内膜
に接着し，埋没するまでの過程を着床という．受精
後6～ 7日頃から着床が開始される．

×３　精子の受精能力は射精後約48～ 72時間持続す
る．

×４　妊娠が成立すると黄体は妊娠黄体となり，ヒト絨
毛性ゴナドトロピン（hCG）の刺激によってプロゲ
ステロンとエストロゲンを分泌し，妊娠を維持する．
（RB-母13, 14）（RB-母13, 14）

 正　解　２
▼ 妊娠の成立（RB-母10）

（QB-母8）（QB必修-母3, 4）（病みえ産12）

68　妊娠の成立
妊娠の成立で正しいのはどれか．
１．受精は子宮腔で起こることが多い．
２．受精後6～ 7日頃から着床が開始する．
３．精子の受精能力は射精後約24時間で消失する．
４．妊娠が成立するとプロゲステロンの分泌が減少する．

子宮腔

卵巣卵管采

卵子 子宮内膜

卵管
卵管膨大部

排卵

着床
受精

医療情報科学研究所 編：病気がみえるvol.10 産科．第4版，メディックメディア，2018，p.12
より改変
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このほかのご質問は、お電話またはメールでお問い合わせください。

03-3746-0286（土日祝を除く、10–18時）
kango-moshi@medicmedia.com
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サービス概要　
『メディックメディア模試』とは株式会社メディックメディア（以下，当社）が提供す
る模擬試験および当社が定めたマークシートを介した解答・採点・集計によって提
供される各種サービスの総称（以下，本サービス）をいいます．

利用申込および規約の適用
1. 本規約は当社へ本サービスの利用申し込みをする方 ( 以下，申込者）および
本サービスの利用者（以下，利用者）に適用されます．

2. 申込者は本サービスの内容および本規約を十分に理解した上で，当社の定め
る方法によって利用申込を行い，利用者は本規約に同意の上で利用をすること
とします．なお，利用者が本サービスの利用を開始された場合は，本規約に
同意したとみなされます．

3. 本規約の他，当社が掲示する個人情報取扱規約，プライバシーポリシー，その
他の注意事項なども合わせて同意したものとみなします．

サービス対象者（利用者）
本サービスは，以下のサービス対象者（利用者）に提供するものとします．
(1) 看護師学校養成所に在籍する学生
(2) 看護師学校養成所を卒業し，看護師国家試験を受験する予定の者
(3) 看護師学校養成所に在籍する教員
(4)その他，上記に付随する当社が認めた者

サービスの停止，変更および終了
1.	当社は利用者への事前の通知なく，本サービスの内容および仕様などを変更す
ることができるものとします．

2.	当社は，本サービスの継続提供を約束するものではなく，申込者および利用者
に通知の上で本サービスの全部または一部を一時停止しまたは終了することが
あります．

利用料および支払方法
申込者は，本サービス利用の対価として，当社が別途定める利用料を，当社が指
定する方法により支払うものとします．

個人情報の利用目的
本サービスの申込みに際して取得した申込者および利用者の個人情報は，直接的
取得，間接的取得を問わず，下記の目的以外に利用することはございません．
1-1. 学校別成績・国家試験受験回別成績・問題別正答率・偏差値等，各種統	 	

計データを作成するため
1-2. 申込者および利用者に利用結果の書類を送付するため
1-3. 申込者に利用料を請求するため
1-4. 申込者および利用者からのお問い合わせに対応するため
1-5. 上記の利用目的に付随する目的

個人情報の取扱について
個人情報の取扱については当社所定の「個人情報の取扱い」および「個人情報
保護方針」に従い，適切に管理して参ります．

ユーザーアカウント
1. 当社から利用者および申込者に対してユーザーアカウントが付与されます．
2. 当社は，登録情報が誤っている場合など，当社が適当でないと判断したときは，
ユーザーアカウントの付与または付与済のユーザーアカウントの停止，削除を行
う場合があります．

3. 当社が発行したユーザーアカウントは，当該ユーザーアカウントの付与を受けた
当事者のみが利用可能なものとし，第三者への譲渡，貸与を禁止します．

4. 付与されたユーザーアカウントで実行された行為は，すべて当該ユーザーアカウ
ントの付与を受けた当事者が行ったものとみなすものとします．なお，申込者お
よび利用者は，自らの責任のもとで，本サービスの利用ならびにユーザーアカ
ウントの管理を行うものとします．第三者によるなりすまし行為などいかなる損
害の発生ついても，一切の責任を負いません．但し，当社の故意，または重
大な過失により生じた場合はこの限りではありません．

知的財産権
本サービスにおいて当社が掲載，使用している情報については，その著作権，特

許権，商標権等，一切の知的財産権は，当社又は当社に対して当該知的財産権
等の利用を許諾する第三者に帰属します．また，本サービス上で使用される当社
またはその他の会社等の商標，標章，ロゴマーク，商号等に関する権利は，商標
法，不正競争防止法，商法およびその他の法律で保護されています．これらを各々
の権利者の許諾を得ることなく複製・改変・転用することを禁止します．

保証の制限
当社は，本サービスの提供について万全を期しておりますが，その正確性，完全性，
安全性，有用性，本サービスが申込者および利用者の特定の目的に適合し又は
有効であること等の効果について何ら保証するものではなく，本サービスに瑕疵の
ないこと，本サービスが不具合なく動作すること等についても，何ら保証するもの
ではありません．自己の責任において本サービスへの申込みおよび利用をするもの
とします．但し，当社の故意，または重大な過失により生じた場合はこの限りでは
ありません．

責任の制限
1. 当社は，債務不履行，担保責任，不当利得，不法行為その他請求原因の如
何に拘わらず，本サービスの利用又は利用不能から生じる損害に関して，本規
約に明示あるものを除き，一切の責任を負いません．

2. 当社は，間接損害，特別損害（当社が損害の可能性を知らされていた場合を
含みます），第三者からの請求に基づく損害，又は逸失利益の喪失，事業の
中断，データ若しくはデータの使用機会喪失による損害について，一切の責任
を負いません．

3. 利用者が，本サービスを利用することにより，第三者に対し損害を与えた場合，
利用者は自己の費用と責任においてこれを賠償するものとします．

4. 当社は，利用者に対して，適宜情報提供やアドバイスを行うことがありますが，
その結果について責任を負わないものとします．

5. 当社の責任を免責する本規約の条項が消費者契約法等の法令に反することに
よって無効となる場合等，何らかの理由によって当社が本サービスに関して申
込者および利用者に対して損害賠償責任を負うべき場合でも，当社の賠償責
任は，故意または重過失による場合を除き，申込者および利用者に生じた直接
かつ通常の損害およびサービス利用額の範囲に限るものとします．

禁止事項
申込者および利用者は，本サービス及び本サービスで使用されているドキュメント，
画像，キャラクター，ロゴ等につき，次に定めることを行ってはなりません．
(1) 本サービスを手段として金銭その他の商業的利益を求めること
(2) 製品表示，著作権表示，その他の制限事項を削除又は変更すること
(3) 複製，頒布，公衆送信，改変，翻訳，翻案又は二次的著作物の作成をする
こと

(4) 第三者に移転，販売，譲渡その他の処分をすること
(5) 再使用許諾，その他方法の如何を問わず，第三者に使用させること
(6) 重複した登録，虚偽の情報を登録すること
(7) 当社又は第三者の著作権等の知的財産権，プライバシーその他の権利を侵害
する行為

(8) 法令に違反する，又は違反する可能性がある行為をすること
(9) 前各号の他，当社が不適切と判断する行為をすること

一般条項
1. 申込者および利用者は，当社の書面による事前承諾がない限り，本サービス
の利用に係る契約上の地位を第三者に承継させ，又はその権利義務の全部若
しくは一部を第三者に譲渡し，担保に供しもしくは引き受けさせてはなりません．

2. 申込者および利用者が本規約に違反した場合，当社は，何らの催告を要せず
直ちに本サービスの利用者に対する提供を終了することができます．

3. 当社は，申込者および利用者への事前通知及び申込者および利用者の承諾な
く，本規約を変更，追加又は削除することができるものとします．申込者および
利用者は，随時，本規約をご確認し，その内容を承諾した上で本サービスをご
利用下さい．

4. 本規約は，日本国の法律に基づき解釈されます．
5. 本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合は，東京地方裁判所又は東京簡易
裁判所を以って第一審の専属管轄裁判所とします．

2016 年 5月　制定
2018 年 3月　改定

利用規約よくあるご質問

申込について
Q	何人から申し込めますか。
A	５名様以上です。
Q	学生個人で申し込めますか。
A	既卒生・現役生を問わず個人申込は承っておりません。	学校
教員さまを通してお申し込みください。

Q	受験者の名簿は必要ですか。
A	受験者名簿は不要です。	受験人数のみお知らせください。成績
表にはマークシートにご記入いただいた名前を記載いたします。

Q	受験日が複数になる場合の申し込み方法は？
A	一括でお申込みいただき、遅い受験日の分を含めて一括でご
返送ください。	また、早く受験した分の先行集計をご希望の場
合は、「マークシート返送確認票」にその旨をご記入いただき、
先行分のみをご返送ください。
※追送分の送料はご負担いただいております。予めご了承ください

WEB成績表・WEB復習教材について
Q	WEB成績表とは何ですか。
A	パソコンやスマートフォンで閲覧できる成績表です。集計結果を
毎日更新しており、紙での出力も可能です（下記「mediLink看護」
からご利用いただけます）。

Q	WEB復習教材とは何ですか。
A	パソコンやスマートフォンで閲覧・実施できる復習教材です。一
人ひとりの解答結果に合わせて自動生成しているため、間違
えた問題や苦手分野を効率よく復習することができます（下記
「mediLink看護」からご利用いただけます）。
※受験生の復習の進捗状況は、教員用ページで確認できます

Q	WEB上で学習をする際に、就職案内などの広告・宣伝が入
ることはありますか。
A	広告・宣伝は一切表示されませんので、安心してお使いくださ
い。	本サービスは、受験校から頂く受験料のみで運営しており
ます。

成績表について
Q	マークシートを郵送してから紙の成績表が届くまでの期間は？
A	マークシートご返却から、３〜７営業日前後で発送いたします。
発送から到着までの期間はおおむね２日前後です。

Q	WEB成績表が公開されるまでの期間は？
A	マークシートご返却から、２〜５営業日前後で公開いたします。

Q	全国成績の欄に、地域や学校名などは入りますか。
A	成績欄に地域や学校名が入ることは一切ございません（どの学
校が受験したか分からないようになっております）。また、受験
結果を貴校以外に公開することもございません。

出題内容について
Q問題の難易度は？
A	必修問題が50問に変更された第99回から最新回までの国家
試験を分析し、国試と同じ難易度を目指して作成しております
（p2,3）。

Q	240問模試の各回の違いを教えてください。
A	いずれも「国試と同じ難易度・同じ出題構成」を目指して、「頻
出問題が８割、新傾向問題（予想問題）が２割」で作成してい
ます。全３回を受験していただくことで、「過去10年間に問わ
れた内容」と「弊社が出題されると予想する内容」の大部分を
カバーできるように開発した商品です。

集計について
Q	集計方法について教えてください。
A	学年によって学力や学習進捗度が異なるため、弊社模試は受
験学年ごとに集計を行っております。

Q	現役生と既卒生を分けて集計することはできますか。
A	はい、可能です。集計を分ける場合は、現役生と既卒生を分
けてお申込ください。

Q	マークシートを複数回に分けて返送する場合の集計はどうなり
ますか。
A	返送いただいたものから順次集計し、紙の成績表を送付いたし
ます。また、追送分は集計済分と合算して集計しますので、ご
安心ください。
※分割でのご返送を希望される場合は、「マークシート返送確認票」の「そ
の他伝達事項」に、追送分がある旨をご記入ください

配送について
Q	商品はどのように送られてきますか。
A	「14〜16時」の時間指定で、ヤマト運輸株式会社の宅急便
で配送いたします。指定日当日の16時を過ぎても届かない場
合は、お電話（03-3746-0286）でお問い合わせください。ま
た、商品到着後はすぐに送付物をご確認いただき、不足があ
る場合はご連絡ください。
※受験直前に商品の不足が判明した場合、受験日までに商品を追送できな
いおそれがございます

Q	配送料はかかりますか。
A	配送料は無料です。	受験料以外にご負担いただくのは振込手
数料のみです。

キャンセルについて
Q	キャンセル方法を教えてください。
A	お電話（土日祝を除く03-3746-0286）で承っております。

Q	キャンセル分の代金は請求されますか。
A「マークシートを集計した人数」で請求いたしますので、キャン
セル分の費用は発生しません。	また、キャンセル分の問題冊子、
解説書などのご返却は不要ですので、学校の保管用などでご
活用ください。
※「受験の意志がない申し込み」または「悪質なキャンセル」と弊社が判
断した場合は、代金を請求させていただくことがございます

https://kango.medilink-study.com/
※ご利用には、受験票に記載の ID・パスワードが必要です



と連携！

教員・学生のための看護師国家試験合格支援プログラム

『メディックメディア模試』の問題・類問を含む、これま
でに取り組んだ問題を何度も解き直すことができます。

PICK UP 問題

メッセージ
学生が登録したメールアドレスやLINE アカウント宛
に自由にメッセージを送ることができます。

テーマごとに分類した国試問題を、10分程度で解ける分量に
まとめたテストセットです。合計244セットを繰り返し取り組
むことで国家試験をクリアできる知識が身につきます。

10分テスト

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
できます。

なぜ？どうして？

第 93〜110回看護師
国家試験から自由に
問題を検索してテスト
を作成できます。

国試検索・テスト作成
mediLink看護で提供しているすべてのサービスの取り組み結果や進捗状況を一覧で確認
できます。『メディックメディア模試』の結果もまとめて一覧で確認することができます。

無料トライアル
受付中！

学生成績

「10分テスト」
の学習サイクル

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

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。  

教員

なかなか問題集を開いて取り組む気になれな
かったけど、「10分テスト」なら朝にLINE
を確認するついでに取り組むことができました。

学生

詳しくは弊社営業部まで
お気軽にお問い合わせください

03 -3746 - 0286
（土日祝を除く、10 -18時）

kango@medil ink-study.com

「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。

 早期から
国試対策できる

学生の取組状況と成績がひと目で
わかります。『メディックメディア
模試』や『ネコナースの合格予
報 for School』（国試WEB解答
速報サービス）とも連携できます。

成績を
一元管理できる

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。

いつでも
どこでもできる
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『なぜ？どうして？』での
インプット、

「10 分テスト」での
アウトプットという

プロセスを繰り返すことで、
知識の着実な定着
が見込めます。

国試検索＆テスト作成
第 93 回〜第 111 回までの国試問題から自由に問題を抽出し、
テストを作成・編集する機能です。テストはオンラインで学生に
出題できるほか、Word 形式での出力も可能です。採点の手間
を省き、成績をまとめて確認できます。

『なぜ？どうして？』
長年愛され続ける参考書が
オンラインで全巻読み放題。
読みやすい会話形式と豊富な
イラストで根拠からインプット
することができます。

10分テスト
10 分程度で解ける国試問
題のテストセットです。気
軽に取り組める分量のた
め、必要な知識が無理なく
身に付きます。

カスタマーサクセスカスタマーサクセスに
ついては次ページをチェック

わかりやすい
動画のインプット
コンテンツも
充実！

ネコナースの合格予報  for School
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。

メ デ ィ リ ン ク
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できます。『メディックメディア模試』の結果もまとめて一覧で確認することができます。

無料トライアル
受付中！

学生成績

「10分テスト」
の学習サイクル

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

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。  

教員

なかなか問題集を開いて取り組む気になれな
かったけど、「10分テスト」なら朝にLINE
を確認するついでに取り組むことができました。

学生

詳しくは弊社営業部まで
お気軽にお問い合わせください

03 -3746 - 0286
（土日祝を除く、10 -18時）

kango@medil ink-study.com

「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。

 早期から
国試対策できる

学生の取組状況と成績がひと目で
わかります。『メディックメディア
模試』や『ネコナースの合格予
報 for School』（国試WEB解答
速報サービス）とも連携できます。

成績を
一元管理できる

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。

いつでも
どこでもできる

と連携！

教員・学生のための看護師国家試験合格支援プログラム

『メディックメディア模試』の問題・類問を含む、これま
でに取り組んだ問題を何度も解き直すことができます。

PICK UP 問題

メッセージ
学生が登録したメールアドレスやLINE アカウント宛
に自由にメッセージを送ることができます。

テーマごとに分類した国試問題を、10分程度で解ける分量に
まとめたテストセットです。合計244セットを繰り返し取り組
むことで国家試験をクリアできる知識が身につきます。

10分テスト

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
できます。

なぜ？どうして？

第 93〜110回看護師
国家試験から自由に
問題を検索してテスト
を作成できます。

国試検索・テスト作成
mediLink看護で提供しているすべてのサービスの取り組み結果や進捗状況を一覧で確認
できます。『メディックメディア模試』の結果もまとめて一覧で確認することができます。

無料トライアル
受付中！

学生成績

「10分テスト」
の学習サイクル

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

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。  

教員

なかなか問題集を開いて取り組む気になれな
かったけど、「10分テスト」なら朝にLINE
を確認するついでに取り組むことができました。

学生

詳しくは弊社営業部まで
お気軽にお問い合わせください

03 -3746 - 0286
（土日祝を除く、10 -18時）

kango@medil ink-study.com

「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。

 早期から
国試対策できる

学生の取組状況と成績がひと目で
わかります。『メディックメディア
模試』や『ネコナースの合格予
報 for School』（国試WEB解答
速報サービス）とも連携できます。

成績を
一元管理できる

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。

いつでも
どこでもできる
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無料トライアル
受付中！

詳しくはメディックメディアの営業担当社員まで
お気軽にお問い合わせください

お問い合わせ
窓口

ご利用開始後も担当者が

それぞれの学校とコンタクトを取り、

アフターフォローを実施。

成績データをもとに低学力層の

学生一人ひとりに合わせて、

mediLink看護を活用した最適な

学習プランをご提案いたします。

学生個人に
合わせたご提案

学生ごとの特徴をデータを交えて共有
させていただき、指導法・学習法・適し
た教材・メンタルケアなどについてご提
案いたします。

2
最 適 な 学 習 法をご 提 案

1
成 績をデータで 分 析

過去の模試や国試の得点をはじめとす
るデータを分析し、学校の傾向や成績
が低迷している学生を抽出してご提示
いたします。

4
効 果 が 現 れてくる！

3
学 習プランを進 める

2 でご提案した学習プランを学生に進
めていただき、教員様と弊社で進捗を
確認。経過をふまえ、より学習効果が得
られるよう適宜アドバイスをいたします。

結果として一人でも合格者が増えるよう、
最大限のサポートをいたします。

学生

アドバイス

教員様メディック
メディア

学生

確認確認

メディックメディアによるメディックメディアによる

カスタマーカスタマー
サクセスサクセス

新サービス

「mediLink 看護」導入校の生の声がわかるインタビューも掲載！

https://kango.medilink-study.com メディリンク 看護

詳しくはコチラ  ▲ ▲ ▲

ここからここから
CHECK!CHECK!

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成績や判定を確認することができます。

利用実績 NO.1 の国試 WEB 解答速報サービス

※ 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。

第108回保健師国試利用実績

7,582 人
7,948人

利用実績

No.1
45,649人

65,025人

第 111 回看護師国試利用実績

利用実績

No.1

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！

※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。

入力 入力する 判定 結果を確認する

学生

学生

教員

「合格予報」のご利用イメージ

国試終了後に学生が入力した
データを即時に反映！

「ネコナースの合格予報 for School 」のみのご利用も可能です。

2023年 秋 お申し込み受付開始予定 !
ここからここから
CHECK!CHECK!

https://kango.medilink-study.com/gokakuyoho
合格予報 for School
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メディックメディアの書籍一覧

メディックメディアの書籍について、詳細はWEBページへ
https://www.medicmedia-kango.com/book/kokushi/

イメカラシリーズ 
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1500円＋税10％）ISBN978-4-89632-856-1

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

からだがみえる
—人体の構造と機能—
第1版	B5判	約800頁
定価4,290円（本体3,900円＋税10%）
ISBN978-4-89632-896-7

クエスチョン・バンク
保健師国家試験問題解説2023–24
第16版	B5判	約800頁
予価4,400円（本体4,000円＋税10%）
ISBN978-4-89632-898-1

保健師国家試験のための
レビューブック2023–24
第24版	A5判	約380頁
予価3,300円（本体3,000円＋税10%）
ISBN978-4-89632-897-4

看護師国家試験のためのゴロあわせ集
かんごろ
第6版	B6変型判	288頁	
定価1,650円	（本体1,500円＋税10%）
ISBN978-4-89632-692-5

クエスチョン・バンク 
看護師国家試験問題解説2023–24
第24版	B5判	約1,500頁
予価6,490円（本体5,900円＋税10%）
ISBN978-4-89632-886-8

看護師・看護学生のための
レビューブック2023–24
第25版	A5変型判	約1,600頁
予価6,930円（本体6,300円＋税10%）
ISBN978-4-89632-885-1

クエスチョン・バンクSelect必修
2023–24 看護師国家試験問題集
第19版	B5判	約600頁
予価3,190円（本体2,900円＋税10%）
ISBN978-4-89632-887-5

看護がみえるシリーズ 
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

病気がみえるシリーズ 
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

vol.15　小児科
第1版	定価4,950円（本体4,500円＋税10%）ISBN978-4-89632-878-3



240問模試
第1回  2023年4月1日–2024年3月31日 第2回  2023年8月1日–2024年3月31日 第3回  2023年11月1日–2024年3月31日
受験人数
(合計5人以上で
お申し込みください）

現役生	 人 受験人数
(合計5人以上で
お申し込みください）

現役生	 人 受験人数
(合計5人以上で
お申し込みください）

現役生	 人

既卒生	 人 既卒生	 人 既卒生	 人

受験予定日 年　			月	　		日頃 受験予定日 年　			月	　		日頃 受験予定日 年　			月	　		日頃
問題冊子等の
受取希望日

（3月31日以降で 
ご指定ください）

年		　	月	　		日　
問題冊子等の
受取希望日

（7月31日以降で
ご指定ください）

年		　	月	　		日　
問題冊子等の
受取希望日

（10月31日以降で 
ご指定ください）

年		　	月	　		日　

FAX申込書 
（コピーしてご利用ください）

FAX 番号

03-5772-8892

必修模試 低学年模試
2023年4月1日–2024年3月31日

受験人数
(合計5人以上で
お申し込みください）

現役生	 人 受験人数
(合計5人以上で
お申し込みください）

現役生	 人

既卒生	 人 既卒生	 人

受験予定日 年　			月	　		日頃 受験予定日 年　			月	　		日頃
問題冊子等の
受取希望日

（3月31日以降で
ご指定ください）

年		　	月	　		日　
問題冊子等の
受取希望日

（3月31日以降で
ご指定ください）

年		　	月	　		日　

お支払いについて
•各回の受験後に、成績表と同封で請求書を送付

いたします。
•請求書発行日の翌月末までにお支払いください。
•振込手数料はご負担ください。

キャンセルについて
•キャンセルはお電話（以下）で承ります。
•キャンセル分の費用は発生しません（「マークシー
トの集計人数」で請求いたします）。

•キャンセル分の冊子類のご返却は不要です。
•「受験の意思がない申し込み」または「悪質なキャ
ンセル」と弊社が判断した場合は、代金を請求
させていただくことがございます。

03-3746-0286（土日祝を除く、10–18時）
kango-moshi@medicmedia.com

問い合わせ窓口

パンフ番号 113-2

①学校名

②学部・学科名

③住所
　〒　　　　-　　　　

④電話番号 　　　　　-　　　　　　　　　　　　-
⑤FAX番号 　　　　　-　　　　　　　　　　　　-

⑥ご担当者名

フリガナ
□	教員
□	教務／事務

⑦メールアドレス

⑧受験年度

□	第113回（2024年2月）
□	第114回（2025年2月）
□	第115回（2026年2月）
□	第116回（2027年2月）

※複数の学年で受験される
　場合は、「1学年＝1枚」で
　お申込みください。

⑨既卒生の 
処理方法 
※既卒生がいる場合

集計 □	まとめる　□	わける

請求 □	まとめる　□	わける

名刺貼付欄

名刺を貼っていただければ、
左記①〜⑦は記入不要です。
⑧⑨のみご記入ください。

□下記に同意のうえ、個人情報を提供します
本申込書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および弊社企画のご案内以外には使用しません。個人情報保護管理者は	

人事労務部マネージャー（privacy@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。

! チェック　  を入れてください

! 受験者名簿は不要です。

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

2023年2月1日発行

メディックメディア看護模試WEBからもお申し込みいただけます！


