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ビューブック大賞
レ
・
イ
マ
発 表！

あなたも自分だけの
「マイ・レビューブック」を
つくってみよう！

看護学生の努力の結晶「マイ・レビュー
ブック」が今年も編集部に届きました！
こだわりポイントや「マイ・レビューブッ

ネコナースのInstagramでもマイ・
レビューブックを紹介しています♪
▼こちらからチェック！
ネコナースの
アカウント
（neco̲nurse）

ク」の作り方もご紹介します♪
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プリ覚え
ン
ラ
グ

覚えようくんさんのイラス
トをもっと見たい人は、
インスタをチェック！
@oboeyoukun

覚えようくんさんに聞く！
ial iew!
スペシャルインタビュー
Spec In t erv
グランプリ受賞者

Q マイ・レビューブックをつくり始めた
時期ときっかけを教えてください。

A

4

先輩のレビューブックを見たときから私も作
りたい！ と思い、最終学年の夏休みから
作り始めました。

Q マイ・レビューブックの

お気に入りポイントは？

A

母と手作りしたオリジナルレビューブックカバーです。
好きなキャラクターの柄にしてやる気アップ！ また、
しおりを
追加して開きたいページをすぐ確認できるようにしました。

ようくんさん

My R
eview
Book

数ある応募の中からみごとグランプリ

を勝ち取ったのは、
覚えようくんさん！
インパクトのあるイラストは複雑な病
態などを理解するのにぴったり。
「こ
れ１冊があればどこでも確認できるよ
うな辞書」を目指したという覚えよう
くんさんのマイ・レビューブックは見
どころ満載です！

ゴロも活用！
楽しく覚えられるようにゴロ
とオリジナルのイラストを
追加！

暗記カードを持ち歩き
検査値や耳の構造がなかなか覚え
られなかったのでラミネートしてレ
ビューブックカバーに挟んで持ち歩
きました。防水なのでお風呂でも確
認していました！

インパクト大のイラストを追加
私は絵を書くことが好きなので視覚的に覚
えるために沢山イラストを追加しました。
ふせんに書いて貼り付けることもできます
が、私は下の文字が隠れてしまうのが嫌な
ときは糊しろ分を確保して別の紙に書き、
余白に貼りました。開くだけで見ることが
でき便利ですよ！

Q 覚えようくんさんにとってマイ・レビューブックとは？
A

これ１冊があればすむような、なんでも確認できる
辞書です。問題集や模試などで間違えたところの
解説を付け足したり、イメージしにくいものには自
分でイラストや項目を付け足したり。
また、最終確認したい暗記ものはMEMOページ
にふせんでペタペタ貼りました！ すぐ確認したいと
きにとっても便利ですよ。レビューブックを作ってい
るあいだにどんどん愛着が湧いてきて、いつしかお

守りのような存在に。
みんなに「すごいね！」と言われるたびにモチベー
ションが上がりますよ。ちなみに、周りからは「鈍
器！」と呼ばれていました(笑)

覚えようくんさん
ありがとうございました！
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国試当日、立派に育ったレビューブッ
クを見ると「今までこれだけがんばっ
たんだ！」と実感が湧き、1 番のお守
りになったという maco さん。イラスト
にすることで印象に残り、病態がイメー

準グランプリ

macoさん

ジしやすくなったそうです。色鉛筆や
かわいいマスキングテープを駆使した
maco さんのマイ・レビューブックは、
眺めるだけで気分が上がります♪

画像対策もバッチリ！
検査画像や皮膚症状の画
像なども積極的にコピーし、
レビューブックに貼っていま
した。こうすることで、国
試の画像問題の対策になり
ますよ！
編集部より：国試を意識し、
画像問題対策まで行う姿勢
はさすが！コピーして貼り付
けるだけなら、とっても簡単
ですね。

〉
の機能
〈大脳

ペラッ

、
くると
紙をめ がわかる！
造
脳の構

〈脳幹
の機能
〉

遊び心のある
ページを追加♪
紙をめくることによって、脳
の構造を確認できるという、
アイデアがつまったページ♪
レビューブックを勉強のまとめ
場所にしていたという maco
さん。紙をマスキングテープ
で貼ってページを追加し、理
解しやすいようにイラストをた
くさん追加しています。
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かわいいクマのレビューブックカバーが印象的な lala さんのマイ・レ
ビューブック。
「国試が終わって、もう一度レビューブックを眺めたと
きに、
『がんばってよかったな〜』と思いました」表紙の裏には、お

準グランプリ

lalaさん

世話になった先生方や一緒に頑張っ
た友だちにメッセージを書いてもらい、
やる気が出ないときや落ち込んだときに
見直すようにしていたそう。

見やすくするための
工夫が満載！
覚えにくい項目はゴロを活
用！ インパクトのあるイラ
ストを描くことで、しっかり
頭に残ります。また、大切
なところは太い字で書くこ
とを意識していました。こ
うすることで、見やすく、
わかりやすいマイ・レビュー
ブックになりました♪

『病みえ』や『公みえ』を貼りつけ！
参考書をみてわかりやすいイラストや図があれば、
カラーコピーして貼り付けていました！ 特に『病気
がみえる』や『公衆衛生がみえる』は、よく使って
いました。マイ・レビューブックを
どう作っていくかは人それぞれだと
思います！ 自分が見ててわかりや
すく、かわいいマイ・レビューブック
を目指して頑張っ
てください！
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授業、実習、定期試験、模試など、さまざまな
ことで、国試に必要な知識を効率よく定着さ

参考書、
「マイ・レビューブック」の作り方をご
レビューブックカバーを
つけると可愛いだけじゃなく、
丈夫になって一石二鳥！
詳しい作り方はこちらから。

いいもののマイ・レビューブックの作り方がわ

レビューブックカバーをつくる
使えるアイテム

レースのしおり
をつけて可愛さ
も使いやすさも
get

ボタン付きで
分厚くなっても
留められる！

好きな野 球チームの
キャラクターのカバーを
付けてやる気アップ♪
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ックのつくりか
た
学習で得た知識を『レビューブック』にまとめる

せることができます。ここではそんな自分だけの
紹介します♪『レビューブック』を手に入れたは
からなくて困っているそこのあなた、必見です！

インデックスをつける

レビュー
スシールに クの
ク
ッ
デ
ン
イ
ーブッ
ド（レビュ
ブックコー 、貼りましょう。
を書いて
目次）

使えるアイテム

インデックスシールをつける
だけで、項目の探しやすさ
が格段にアップ！
「領域別にインデックス
のカラーを分けること
で、よりわかりやすく」
（らむさん）

ふせんをつける
使えるアイテム

基準値や統計、腫瘍
マーカーなど暗記事
項を書いたふせんは
表紙の裏にまとめて
貼って、スキマ時間
に確認！
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ページを付け足す
ページを付け足すことの利点
は、ふせんと異なり下の字が
隠れないことと、
たっぷりスペー
スを取れるところ！
授業で習ったことや模試の復
習など、得た知識をレビュー
ブックにまとめていきましょう。

使えるアイテム

ジに
紙をペー
切って、
て
せ
合わ
書きます
まとめを

ページ中央の余白にマスキングテープ
で貼り付ければ、完成♪

折りたたむとこんな
に長いまとめも作れ
ちゃいます

冊子状にした紙を貼り
付ければ、レビューブッ
クの中に小さなノート
ができあがり♪
まとめを作るのに最適。
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マイ・ルールを決める

ふせんやマーカーの色など、
自分なりのルールを決めておくと、
あとで見返すときに便利ですよ。

モチベが UP するものを取り入れる
モチベをあげるために必要なもの

メディックメディア
の HP「がんばれ
看護学生！」でも
マイ・レビューブッ
クをたくさん紹介
しています♪
詳しくはこちらから

好きなサッカー選
手の名言を書いて
モチベ UP！
自分を励ます言葉を書けば、
つらいときもがんばれる！
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特集

国試の本を
そろえよう

メディックメディアでは、看護学生の約9割※が持っ
ている『レビューブック』をはじめ、 多くの看護師
国家試験 ・ 保健師国家試験対策書籍
を発行しています。 そのなかでも、
この春に発行される できたてほ
やほや を、 まとめて紹介します。
これからどんな国試対策本を買
おうか迷っている人も、 なんとなく
国試を意識し始めた人も、 ぜひ参
考にしてみてください！
※メディックメディア調べ。

それぞれの本を国試対策にどう
利用するかは p.36〜紹介してい
るので、
そちらもチェックしてね！
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看護師・看護学生のための

p.14

レビューブック2019

クエスチョン・バンク

p.18

看護師国家試験問題解説2019

クエスチョン・バンク
Select必修2019

p.20

看護師国家試験問題集

QB必修

問題集

はじめての国試対策から国試直前期まで

クエスチョン・バンク︵ Q B ︶

問題集

レビューブックと一緒に使える
唯一の問題集！

レビューブック

参考書

10 年分の国試が 1 冊になった！
看護学生のマストアイテム

看護師・看護学生のための

なぜ？どうして？

p.22

2018-2019シリーズ

レビューブック2019

p.25

クエスチョン・バンク
保健師国家試験問題解説2019

看護師国家試験のための
ゴロあわせ集

p.26

かんごろ

参考書

国試対策トドメの一冊！

保健師国家試験のための

RB 保 健 師・Q B 保 健 師

参考書・問題集

保健師国試対策の定番セット！

なぜ ？ どうして ？

参考書

会話形式でスラスラ読める参考書！

かんごろ 第6版
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糖尿病，脂質異常症
胆汁
胆汁酸の再利用低下
看護師・看護学生のための
● 胆汁うっ滞
●

参考書

レビューブック2019
過去 10 年分の看護師国試を 1 冊にまとめた参考書。 過去問での
出題内容に加え、 疾患の基本的な知識や看護ケアの要点をコンパ
クトに説明しています。 授業や国試対策で学んだ内容を書き込み、
「マイ・レビューブック」
（p.3）をつくる学習スタイルが大好評です！

コレステロール結石

胆囊

過飽和
コレステロールの析出

●第 20 版 A5 変型版 1,536 頁
●定価（本体 5,400 円＋税）

胆疾患

● 2018 年 3 月発行

胆石症

★★

INTRO.

★マーク

□①

cholelithiasis
（QB 必修 -B10）
（QB-B18, 24）
（なぜ？③ 244 ～ 259）
（病みえ消 360 ～ 365）

胆汁

胆道系に形成された結石が胆道内に停滞する疾患で，発生部位により
胆囊結石，総胆管結石，肝内胆管結石に分類される．胆囊結石が約 70 ％

過去 9 回分の看護師国試の出題回数を踏まえ、
項目の重要度を★の数で表しています。

大

と最も多い．

□③

胆囊結石に多いのはコレステロール結石，総胆管
出題回数
6 回以上
ルビン系結石である．
★★
4〜5 回

★がついている項目から勉強すれば効率よく
学習できます。

□②

成因として，胆汁の成分異常・うっ滞，胆道炎がある．

▼ 胆石の生成機序

重要度
★★★

コレステロール
過飽和胆汁

食事，肥満，
糖尿病，脂質異常症
● 胆汁酸の再利用低下
● 胆汁うっ滞

3回
0〜2 回

★
なし

腸管からの上行性感染

肝臓

●

直接ビリルビン

胆汁

大腸菌 等
（β-グルクロニ
ダーゼ）

胆汁

□④ 胆囊結石は，肥満の中年女性に多くみられる［for
参照ページ
（女性）
，fatty（肥満）
，fecund（多産）
，fair（白人
関連書籍（『なぜ？』
『病気がみえる』など）
間接ビリルビンの析出

コレステロール結石

過飽和
コレステロールの析出

を参照することで、 周辺知識の理解が深まり、

いわれている］
．

学習効果を上げることができます。
また姉妹本の問題集『QB』『QB 必修』で問
題演習をすれば、 知識が定着しているかを確
認できます。

症

析出したビリルビンと
カルシウムの結石
大腸菌 等

胆汁

状

イラスト

ビリルビン
カルシウム結石
（ビリルビン系結石）

胆囊
胆
囊

□③

胆囊結石に多いのはコレステロール結石，総胆管結石に多いのはビリ
ルビン系結石である．

□④ 胆囊結石は，肥満の中年女性に多くみられる［forty（40 歳代）
，female

□⑤

胆石症のうち，50 ～ 80 ％の症例は一生無症状で
（女性）
，fatty（肥満）
，fecund（多産）
，fair（白人）の 5 F の人に多いと
いわれている］
．

理解を助けるイラストを約 1,100 点掲載。 文章

だけではわからなかった疾患の機序や病態な
どの理解を助け、記憶に定着しやすくなります。

□⑥
マーク

症 状

せんつう

□⑤

胆石症のうち，50 ～ 80 ％の症例は一生無症状で経過する．

□⑥
□

脂肪食後の疝痛（参照 A-21）発作，右季肋 部 痛，右背部から右肩への放散

き ろく ぶ

脂肪食後の疝痛（参照 A-21）発作，右季肋 部 痛，右
せんつう

き ろく ぶ

しん か

ぶ

お しん

おう と

痛があり，胆囊炎を合併すれば，発熱，黄疸，心
黄疸
疸
疸，
窩部不快，悪心・嘔吐，
しん

痛があり，胆囊炎を合併すれば，発熱，黄疸，心

過去 10 年の看護国試で出題された必修問題の
内容には、 マークがついています。

しゅう そ

101A12

食欲不振などの消化器系不定愁訴がみられ
がみられる
れる．
れ
れる
．

B-32

しゅう そ

101A12

食欲不振などの消化器系不定愁訴がみられる．
14
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□第 106 回看護師国試の出題内容を追加
□最新版の治療ガイドライン、統計数値、法改正に対応

肝・胆・膵疾患

検

レビューブックコード
タイトルが「レビューブックコード」
（p.17）になっています。『QB』
シリーズも同じ「レビューブック

査

□⑦

診断に最も有用なのは腹部超音波検査であり，胆囊結石ではほぼ 100 %，
胆管結石では 25 ～ 75 ％で描出される．

磁気共鳴胆管膵管撮影（MRCP）
，内視鏡的逆行性胆管膵管造影法（ERCP）

コード」を使っているから、 対応
箇所が一目瞭然です。

B

などを行う．

治

QB必修

□⑧ 腹部超音波検査で描出が不良な場合は腹部 CT，胆管像を明瞭に得られる

クエスチョン・バンク︵ Q B ︶

□姉妹本の問題集『クエスチョン・バンク』
（『QB』）
『QB 必修』の
参照ページを追加！

レビューブック

レビューブック2019の改訂ポイント

療

□⑨

症状の有無，胆石の性状，合併症などから適応を考慮し，治療法を決定
する．
保存療法として脂質・コレステロールの制限，過労を避けるといった生
活指導を行う．

□⑪

コレステロール結石に対しては，経口胆石溶解療法が行われる．

□⑫

発作時には鎮痛薬投与を行う．モルヒネの単独投与はオッディ括約筋

（参照 B-7）の収縮を促すため，禁忌である

項目
疾患ごとに INTRO. →症状→検査
→診断→看護の項目に分けて解

＊

．

説しています。 疾患の全体像を、
流れに沿って理解することができ
ます。

□⑬

□⑭

手術療法は，胆囊結石，総胆管結石，肝内胆管結石で異なる．
＊

胆囊結石──────腹腔鏡下胆囊摘出術（LAP-C）
（第一選択）
＊
総胆管結石─────内視鏡的あるいは経皮経肝胆道鏡（PTCS）による総胆
管結石摘出術
┌ PTCS 下結石除去術
肝内胆管結石───┤
└肝部分切除術

□⑮ 石灰化のないコレステロール結石で，2 cm 以下の単発例には体外衝撃
波結石破砕術（参照 E-48）を行うこともある．

9_B_026-050.indd
/02/08 10:50
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B-32

過去 10 年の看護師国試で問われた
箇所は青字と国家試験の問題番号
（文末右上）で示しています。 国
試番号の数が多い正文は、 国試頻
出ということ。 ぜひチェックしましょ
う。［A は 午 前（AM）、 P は 午 後
（PM）］
例 ： 101P1 →第 101 回午後 1 番

かんごろ

＊胆石溶解療法：経口または非経口的にコレステロール溶解作用のある薬剤（ウルソデオキシコール
酸など）を投与し，胆石の溶解を図る治療法．ほかの成分の結石には無効である．
＊ LAP-C：laparoscopic cholecystectomy の略．通称「ラパコレ」ともいう．
＊ PTCS：percutaneous transhepatic cholangioscopy の略．

青字＋国試番号

RB 保 健 師・Q B 保 健 師

疝痛発作が内科的にコントロールできない場合，また閉塞性黄疸，胆囊
炎などの合併症が重篤な場合には，手術療法を行う．

なぜ ？ どうして ？

□⑩

15
2018/02/08 10:50

つづき

オススメの

レビューブックの 使い方
『クエスチョン・バンク』
（『QB』）シリーズとセットで使う
内分泌・代謝疾患

『QB』シリーズで問題演習し、『レビューブック』で復習・まとめを繰り返すのが、
糖代謝異常
多くの看護学生が行ってきた国試勉強法。 実際にやってみよう
！
★★★ 糖尿病

1

diabetes mellitus
（QB-D21, 42, 44）
（なぜ？④ D-2）
（病みえ代 12 ～ 59, 61）
（看みえ臨 190）
5

INTRO.
□①

糖尿病は，インスリンの作用不足によって引き起こされる，糖質代謝
を主とする種々の代謝異常を起こす疾患である．

（RB-D35）は
『レビューブック』 □② 膵臓のβ細胞障害による高度のインスリン分泌障害が成因となる 1 型
対応する
糖尿病と，インスリンの作用不足が成因となる
2 型糖尿病に大別され
D 章の33ページ
STEP
という意味だよ。 る．インスリンの作用不足は，インスリン分泌低下とインスリン抵抗性
『レビューブック』の
103追A61

STEP

1

4

増加によって起こる．

問題を解く

割

発症年齢

学

98P52

態

３．2 型糖尿病よりも有病率が高い．

28

D-35 ページ

４．高度のインスリン分泌障害がある．

55 問

スリン欠乏に至り，インスリンの投与が生存に不可欠となる．（RB-D35（RB-D33）
）

臨床像

り自己免疫性と原因不明（特発性）に分類される．通常，発症後数か月で絶対的イン

家族歴

INTRO.
インスリン依存性

発症形式
増加によって起こる．
体

型

昏

睡

割

合

治
療

疫 学

経口血糖降下薬

×３ 2 型糖尿病が糖尿病患者の約 95 ％を占める．

病

家族歴
食事・運動療法

解説を読む

『レビューブック』
の参照ページをチェック↗

緩

徐

少ない
補助的

インスリン依存性

最終的に依存性となる

インスリン抵抗性

な し
自己免疫，
遺伝因子 等
急激～緩徐

発症因子

最重要

高頻度にあり
非依存性が多い
過多～低下
あ

35

り

25

生活習慣，
遺伝因子

主に

主に

昏 睡
抗性が生じる原因のひとつとして，内臓脂肪蓄積（過食や運動不足など
糖尿病ケト シド シ
糖尿病ケトアシドーシス
高浸透圧高血糖症候群
インスリン分泌障害の
の生活習慣が主な原因）がある．
インスリン適応
絶対的適応
30

経口血糖降下薬

無

効 2）

補助的

場合は適応
有 効
最重要

D-33

1）近年，若年発症も増加している．
2）α - グルコシダーゼ阻害薬は有効である．

35

□③ インスリン抵抗性とは，肝臓，筋，脂肪細胞におけるインスリン感受
100A50
性が低下し，インスリンが効きにくくなった状態である．インスリン抵
ンスリン抵
食や運動不足など
抗性が生じる原因のひとつとして，内臓脂肪蓄積（過食や運動不足など
の生活習慣が主な原因）がある．

まだ～？

『QB』で間違えた
40

ところにマーカーを
引いておこう。
D-33

細胞内へ糖を取り込みにくく，
多くのインスリンが必要となる．

Q．どうして『QB』シリーズと一緒に使うのがいいの？

16

30

20

あかないよ～

『QB』シリーズには問題あるいは選択肢

25

インスリン抵抗性とは，肝臓，筋，脂肪細胞におけるインスリン感受
発症形式
緩 徐
100A50
体 型
い
正常～やせ
正常～肥満が多い
性が低下し，インスリンが効きにくくなった状態である
．インスリン抵

療

3

り

15

食事・運動療法

2

あ

正常～やせ
１型糖尿病
２型糖尿病 正常～肥満が多い
およそ 5 ％
およそ 95 ％以上
主に
主に
主に小児～青年期
主に中高年 1）
糖尿病ケトアシドーシス
高浸透圧高血糖症候群
インスリン分泌障害の
絶対的適応
場合は適応
有 効
無 効 2）

治

とする．1 型糖尿病と 2 型糖尿病がある．
ほかに何があるか、
STEP
STEP
▼ インスリンの分泌障害と抵抗性亢進
『レビューブック』で
復習しよう。 インスリン分泌障害
インスリン抵抗性亢進

□③

し

急激～緩徐

臨床像

●糖尿病：インスリンの作用不足により末梢組織でのグルコース利用が抑制される病
態．インスリン分泌障害またはインスリン抵抗性亢進が原因で生じる高血糖を特徴
1 型と2 型の違いは

糖を取り込みたくてもインスリンが
ない（1型），もしくは量が少ない（2型）．

な

態

正 解 ４

コード
非依存性が多い
5

最終的に依存性となる

1）近年，若年発症も増加している．
インスリン分泌
欠 乏
2）α - グルコシダーゼ阻害薬は有効である．

○４ 膵β細胞の障害によりインスリン分泌は高度に障害される．

高頻度にあり

D
□② 膵臓のβ細胞障害による高度のインスリン分泌障害が成因となる
1 型生活習慣，
10
自己免疫，
発症因子
糖尿病と，インスリンの作用不足が成因となる 2 型糖尿病に大別され 遺伝因子
遺伝因子 等
103追A61 98P52
る．インスリンの作用不足は，インスリン分泌低下とインスリン抵抗性
作
足
泌低 と
抵抗性

発症年齢
インスリン適応

【正答率】96.7 ％ 【選択率】1：1.5 ％ 2：0.7 ％ 3：1.1 ％ 4：96.7 ％

少ない

□①
糖尿病は，インスリンの作用不足によって引き起こされる，糖質代謝
インスリン分泌
欠 乏
過多～低下
を主とする種々の代謝異常を起こす疾患である．

×２ 糖利用の障害により，やせ型になることが多い．

細胞

レビュー
ブック

diabetes mellitus

×１ インスリン療法が絶対的適応である．

あけてよー

15

内分泌・代謝疾患

（QB-D21, 42, 44）
（なぜ？④ D-2）
（病みえ代 12 ～ 59, 61）
（看みえ臨 190）

インスリン抵抗性

１型糖尿病は膵β細胞の障害によりインスリン分泌低下が起こる病態で，成因によ

d

主に中高年 1）

1

糖尿病

★★★

２．やせ型よりも肥満型に多い．

close

およそ 95 ％以上

20

１．経口血糖降下薬で治療する．

インスリン

およそ 5 ％

主に小児～青年期

糖代謝異常

1 型糖尿病で正しいのはどれか．
病

1 回目 2 回目 3 回目

１型糖尿病
２型糖尿病
ページを開いて復習

合

疫

正解は
2 番かな？

10

98P52

きっと実感できるはずです。

ごとに『レビューブック』の参照ページが

さらに『QB』シリーズと『レビューブック』

載っているから、 自分で掲載ページを探さ

は「レビューブックコード」により同じ目次構

なくていいんです！ 調べる時間を短縮でき

成となっているので、 一緒に使うと勉強の

るので、 とっても便利。 使えばこの良さを

効率がぐんとあがりますよ。

40

D

レビューブック

レビューブックコードってなに？

クエスチョン・バンク︵ Q B ︶

豪華付録 はコレだ！
きほんのき

国試の概要や合格ラインなどの基本情報、 先輩たちの勉強
スケジュール、 国試学習方法などをまとめた 1 冊です。 国試

なぜ ？ どうして ？

国試のべんきょう

QB必修

レビューブックの

勉強を始める前に読んでおきたい情報が詰まっています。

『レビューブック』と『QB』の進みぐあいを管理する表を 1 冊
にまとめました。 マーカーでマス目を塗れば、 自分の国試
勉強がどのくらい進んでいるのかひと目で把握できます！

無料で WEB 受験できる「必修模試 50 問」と、 2018 年度「メ

かんごろ

必修模試 50 問

RB 保 健 師・Q B 保 健 師

study schedule

ディックメディア模試」の開催概要を掲載。
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問題集

クエスチョン・バンク
看護師国家試験問題解説2019

参照ページ
レビューブックコードの右には『なぜ？どうして？』や『病気がみえる』、
各選択肢解説の最後には『レビューブック』などの参照ページを記載。
●第 19 版 B5 判 1,512 頁
●定価（本体 5,400 円＋税）
● 2018 年 4 月発行

A 消化管疾患

消化管の生理と機能
★★★

消化と吸収

レビューブックコード

1 回目 2 回目 3 回目

単元ごとに「レビューブックコー
ド」（p.17）が 記 載されて いる
ので、 調べたい内容をすぐ『レ

（RB-A14）
（RB-A12）
（なぜ？③ 9～13）
（病みえ消 10～13）

マーク

栄養素と消化酵素の組合せで正しいのはどれか．

99P27

１．炭水化物

リパーゼ

２．蛋白質

トリプシン

３．脂 肪

マルターゼ

４．ビタミン

アミノペプチダーゼ

3

A
52 問

消化酵素は，摂取した糖質や蛋白質，脂質の分解を助ける働きをもつ．分泌される

ために必ずおさえ
ておきたいテーマ

臓器や基質，分解産物が異なるので，対応関係をしっかりおさえよう．（RB-A14（RB-A12）
）
×1

糖質（炭水化物）はアミラーゼやマルターゼなどによって単糖類（グルコース，
フルクトース，ガラクトース）に分解された後，小腸上皮から吸収され，門脈を

の問題にはよくで
るマークを付けて

経て肝臓へ運ばれる．（102P82）リパーゼは，脂質分解酵素である．（100A9）

ビューブック』から探せます！

○2

蛋白質はトリプシンなどによりアミノ酸に分解された後，小腸上皮から吸収さ
れ，門脈を経て肝臓へ運ばれる．

×3

います。

脂質は胆汁酸とレシチンによって乳化（ミセル化）され，リパーゼによりモノ
グリセリドと脂肪酸へ分解される．（102A27）モノグリセリドと脂肪酸は胆汁酸下
で乳化され，小腸粘膜上皮細胞中に吸収される．マルターゼは，マルトース（麦

チェックボックス

芽糖）分解酵素である．
×4

水溶性ビタミンは大部分が小腸より吸収され，脂溶性ビタミンは脂肪の消化のと

1 周 目、 2 周 目、 3 周 目 に 解け

通し番号

きに生じたミセルに入り小腸より吸収される．アミノペプチターゼは蛋白質の分
解において，ポリペプチドのアミノ末端からペプチド結合を切断する酵素である．

たかどうかチェックしておきま
しょう。

正

【正答率】76.3 ％ 【選択率】1：8.3 ％ 2：76.3 ％ 3：8.9 ％ 4：6.4 ％

解

２

章ごとに全問題数
と問題の通し番号

▼ 消化・吸収の流れ
消化 吸収 流れ
唾 液

糖 質

デンプン
（多糖類）

胃 液

ア

膵 液
ア

アミラーゼ

アミラーゼ

腸 液
オリゴ糖
（マルトース 等）

肝 臓

マ

単糖類

蛋白質

【解法の要点】【解説】【基本事

キモトリプシン

蛋白質

脂 質

項】【補足事項】で構成。 問題
を解くだけでなく、 周辺知識も
身につきます。

スクラーゼ 1）

ト

ペプシン

トリグリセリド
（TG）

オリゴ
ペプチド

トリプシン
リ

（グルコース，
フルクトース，
ガラクトース）

脈

ポイント整理

ス

門

ラクターゼ 1）

スクロース

を記載しています。

マルターゼ
マル
ルターゼ 1）
ラ

ラクトース

ペプチダーゼ 1）

正答率・
選択率

アミノ酸

リン脂質
リ
ン脂質

モノグリセリ
モ
ノグリセリド

リパーゼ

脂肪酸

）
胆汁酸
胆
汁酸 2）

乳化（ミセル化）

各選択肢の選択率
と正答率を掲載し

さっ し

1）これらの酵素は腸液に分泌されるのではなく，小腸粘膜上皮の刷子
えん

縁に存在している．

2）胆汁酸は乳化
（ミセル化）を行った後，そのほとんどが回腸末端で

吸収され再利用される（腸肝循環）
．
（102A27）

●

長鎖脂肪酸とモノグリセリ
ドからはトリグリセリドが再
合成され，カイロミクロンを
形成し，リンパ管に入る．

医療情報科学研究所 編：病気がみえるvol.1 消化器．第 5 版，メディックメディア，2016，p.12より改変

ています。 正答率

消化と吸収の類題演習
102P82, 100A9, 102A27

QUESTIONBANK for nurse 2019

500 点以上の豊富な図表とわか
りやすい解説で学習をサポート。
不正解選択肢も丁寧に解説して

類題演習

QBN2019_06_A.indd 5

いるので、 問われ方が変わって

ラストが、 理解をさらに深めて
くれます。

18

が高い問題を間違
えたら要チェック！

➡類題演習で様々なパターンの問われ方を確認しておこう！
QR コードを Check ！

豊富なイラストと
わかりやすい解説

も対応できる力がつきます。 ま
た、『病気がみえる』や『看護
技術がみえる』から転載したイ

国家試験分析に
基 づ き、 合 格 の

『QB』では効率よく国試対策ができる
ように、 内容が類似した問題を全問
掲載するのではなく、 合格に必要な
問題だけを厳選して掲載しています。
『QB』に掲載できなかった類似問題
をスマホ・タブレットで演習できるよ
う、紙面に QR コードを掲載しています。

AA5

スマホで QRコードを
18/02/09
読み込むと…

9:36

WEB上で類似問題を
演習できます！

毎年たくさんの看護学生から支持されている過去問題集！国試分析により厳選した
レビューブック

1,738 問を収録しています。 正解選択肢だけでなく、 不正解選択肢についても丁寧で
わかりやすい解説や充実した【基本事項】・【補足事項】により、 1 問で多くの周辺知
識が身につきます！さらに類題演習で過去 9 回分の国家試験の問題をカバー。 さまざ
まな問題の問われ方を確認し、 対応力をアップさせよう！

●同じ章立て ・ 目次構成になっているか

●『QB』『QB 必修』でわからない、 解

ら、 レビューブックで学んだテーマの国

けないところはすぐに『レビューブック』

試 ・ 予想問題をすぐ解くことができます。

で調べることができます！

QB

レビューブック

QB 必修

よってリンクしている
から、効率よくスムー
ズに学習できるわ！

なぜ ？ どうして ？

「レビューブックコード」で連携しているから、
同じ章立て・目次構成になっています！

いつでもどこでも国試対策

サービスで す（ 無 料＊ ）。 スマ
ホでもパソコンでも利用できるか
ら、 いつでもどこでも問題を解く
ことができます。

RB 保 健 師・Q B 保 健 師

本書籍に掲載されている全問題
を Web 上 で 解 くこと が で き る
＼電車でも／

QB必修

3 冊が「レビューブッ
クコード」
（p.17）に

＼研究室でも／

クエスチョン・バンク︵ Q B ︶

レビューブックと一緒に使えるのは『QB』シリーズだけ！

『
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
・
バ
ン
ク
看
護
師
国
家
試
験
問
題
解
説

2
0
1
9

＼学校や図書館でも／

＼家でも／

小冊子をチェック！
お問い合わせは

分
売
不
可
）

キ
. ス

マ時間 で国試

対

策

.

購 入者
限定

シリアルコー
ド付き

こちら

https://www.mmmailform/entry nursing-navigato r.com/

かんごろ

詳しくは書籍付録

』
付
録
〔
デ
ザ
イ
ン
〕
株
式
会
社
ビ
ー
ワ
ー
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（

＊解説を見るには、 書籍付録小冊子に記載され
ているシリアルコードの入力が必要です。
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問題集

クエスチョン・バンク
Select必修2019
看護師国家試験問題集

最新版

『QB 必修』の紙面を

●第 14 版 B5 版 584 頁
●定価（本体 2,500 円＋税）
● 2018 年 4 月発行

『レビューブック』
『QB』に
対応した構成
姉妹本の『レビューブック』
（p.1 4）、『Q B』（p.1 8）
と同様、「レビューブック

マーク

健康支援と社会保障制度

必修問題として数多く出題されて
いるテーマに、
マークを付けています。

医療保険制度
医療保険制度の概要

問題 517
1 回目 2 回目 3 回目

（RB- 社 30）
（RB- 社 28）
（なぜ？⑩ 257～277）
（公みえ 156～158）
（衛 232～240）

雇用されていない者を対象としている保険はどれか．
１．健康保険
２．共済組合
３．船員保険
４．国民健康保険

Ⅰ -3Aa

医療保険は，大きく分けると被用者保険と地域保険に分類できる．雇用されていない者を対

コード」（p.17）に沿った

象としているのは地域保険である．（RB- 社 30（RB） 社 28）

構成となっているので、併
せて使うことで勉強がしや
すくなります。

×１ 健康保険は被用者保険のひとつで，
民間企業の被雇用者（主としていわゆるサラリーマン）
を対象としている．
×２

共済組合は被用者保険のひとつで，公務員，私立学校職員などを対象としている．

×３

船員保険は被用者保険のひとつで，船員を対象としている．

○４

国民健康保険は，被用者保険の対象とならない自営業者などの一般国民を対象とする医
療保険である．

⑩巻 p.259

正

解

４

▼ 医療保険の種類と対象

マーク

制度名

低学年から取り組める基
礎 的 な 内 容 のテーマ に

被用者保険
（被用者とは
雇用されてい
る人を指す）

マークを付けています。

組合管掌健康保険
（各健康保険組合）

船員保険

国民健康保険

後期高齢者医療制度

問 題 に 対 応 す る『 な

対

象

主として中小企業の
協会管掌健康保険 被用者とその家族
健康保険 （全国健康保険協会）（日雇い労働者も含
む）
（民間企業）

各共済組合または事業団

医療保険

『なぜ？
どうして？』との
リンク項目

保険者

全国健康保険協会

健康保険法

公務員，
私立学校職員とその 各共済組合法
家族
船員とその家族

特定業種の自営業者
国民健康保険組合 （医歯薬，弁護士，
建設業，酒屋 等）
75 歳以上の者，
65 ～ 74 歳で一定の
障害のある者

船員保険法

国民健康
保険法

わかりやすい
解説

高齢者医療
確保法

選択肢ごとの丁寧
な 解 説 に 250 点 以
上の豊富な図表を
掲載。『QB』と同

QR コードをスキャンすると
なぜ？どうして？が読める！

に対応する『なぜ？』の
一部をスマホで読むこと

じ形式で、 理解が
深まります。
社

もできます。
QUESTION BANK Select 必修 2019
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護師国家試験必修
問題出題基準」に
対応した番号です。

根拠法

テーマ［医療保険］

ぜ？』への参照ページを
掲載。 QR コードで問題

厚生労働省の「看

主として大企業の
被用者とその家族

一般被保険者
都道府県・市町村 （被用者保険の対象
にならない者）

（運営主体）
後期高齢者
医療広域連合

出題基準
番号

QBNselect2019.indb 21

社 -21

18/03/16 16:34

題では基礎的な内容が多く問われるので、 国試対策のスタートや低学年からの学習にも
オススメです。

1

予想問題＋過去問題、計

問収録！

近年の出題傾向を踏まえた予想問題

561 問 に 加 え、 近 年 3 回 分（ 第 105〜
107 回）の看護師国家試験必修問題 150

561

問

過去問題

150

問

きる力が身につきます。

POINT

平成30年版出題基準をカバー！

『QB 必修』の予想問題では、 平成 30 年版看護師国家試験出題基準のうち、
必修問題のすべての項目をカバーしています。

3

特別付録「法律・統計マル暗記カード」！

必修問題で出題頻度の高い法律・統計のうち、「国試にでるポイント」をカード形式にまと
めました。ハンディサイズなので、移動中や就寝前などのさまざまなシーンで手軽に使えます。
オモテ

かんごろ

ウラ

RB 保 健 師・Q B 保 健 師

POINT

なぜ ？ どうして ？

2

QB必修

問を収録。 計 711 問の問題を演習するこ
とで、 必修問題の合格ラインに到達で

予想問題

クエスチョン・バンク︵ Q B ︶

POINT

レビューブック

1 冊で必修問題がバッチリ対策できる、『QB』シリーズの必修対策問題集！ わかりや
すい解説と 250 点以上の豊富な図表で看護学生から多くの支持を得ています。 必修問

21

参考書

看護師・看護学生のための

2018-2019
読みやすいストーリー・会話形式で、 看護師国家試験の内容を学
べる参考書。 たくさんのイラストとわかりやすい表現だから、低学年、
実習前、 国試対策と、さまざまな場面で活躍します。 最新版では、
●第 7 版 B6 判
●各定価（本体 1,500 円＋税）
● 2017 年 3〜4 月発行

姉妹本『レビューブック』、『クエスチョン・バンク』シリーズと構成
をそろえたほか、 ストーリーを追加・改良して大幅リニューアル！

レビューブックコード

肝臓の機能

レビューブックコード（p.17）が掲載
されているから、『なぜ？』で扱う

肝機能：B-6

テーマが『レビューブック』のどこに
載っているかがひと目でわかります。
※『レビューブック2018』と対応

胆汁：B-8

肝性脳症（肝性昏睡）
：B-15

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．

イラスト満載

じゃあ次は肝臓の基本的な機能を理解しましょう．

たくさん のイラストで、 臓 器 の
はたらきなどイメージしづらい内容

でも，肝臓の機能って実は 500 以上もあるのよ．

もわかりやすく理解できます。

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
PUNCH!

スマホで
読める

もぐもぐ

書籍付録の
シリアルコードを
入力すると、 書籍と同じ内容をスマート
フォンやタブレットで読むことができます。

166
22

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

B1_肝臓のはたらきと疾患.indd 166-167

胆汁の生成・排泄

レビューブック

❶基礎看護学

❺免疫／血液／感染症／呼吸器

❾精神看護学／在宅看護論

❷成人看護学総論

❻脳 ・ 神経／運動器／感覚器

❸消化管／肝胆膵／循環器

❼老年看護学／小児看護学

❿看護の統合と実践／
健康支援と社会保障

❹内分泌 ・ 代謝／腎 ・ 泌尿器 ❽女性生殖器／母性看護学

B-1章

肝臓のはたらきと疾患

A

② 解毒

B

③ 胆汁の生成・排泄

C

ネコナースと看護学生の会
話形式でストーリーが展開
するので、 勉強が苦手な人
でもスイスイ読むことがで
きます。

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，
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？

出題された
国試番号

でしょ，
そうね，主なものを挙げるなら，糖でしょ，

100A85

100A85

脂質（コレステロール，リン脂質）でしょ．
それからホルモンにビリルビン……．
そんなに！！

＊第 100 回国試
午前 85 番の問題

国試に基づく
ストーリー
看護師国家試験をもとにス
トーリーを制作しているの
で、 国試合格に必要な知
識が自然と身につきます。
※国試に出題された内容に
は国試番号がついています
（左記参照）。

糖やたんぱく質って，

RB 保 健 師・Q B 保 健 師

門脈から肝臓に栄養素が流れ込んできて，

なぜ ？ どうして ？

1 つ目は代謝かぁ．そういえば代謝って何だっけ？

読みやすい
会話形式

QB必修

肝臓の主な機能
① 代謝

蛋白質（アルブミン）でしょ，

クエスチョン・バンク︵ Q B ︶

シリーズラインアップ 全10 巻

毎日の食事で摂る栄養素よね．

かんごろ

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．

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

167

17/02/24 10:11
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つづき

のお役立ちシーンいろいろ
年

前

低学

実習
ど！
なるほ ！
った
わか

雰囲気
こんな
！
なのか

基本の解剖生理から説明しているから、

実習中によくあるエピソードをストーリー化して

低学年でもひとつひとつ理解して学習を

いるので、 国試だけでなく、 実習前のイメー

進めることができます。

ジトレーニングにも最適です。

前

国試対策で活用できる工夫が盛りだくさん！

国試

B 肝胆膵のキホン

分野ごとのもくじ

肝臓のはたらきと疾患 .............. p.158

所要時間 約 25 分

B-2 章

肝硬変・肝癌 ............................. p.200

所要時間 約 20 分

B-3 章

胆嚢・膵臓の疾患 ...................... p.244

所要時間 約 10 分

B-1 章

はじめて

国試

国試頻出のテーマについて、

国試

学習のポイントや出題のされ方
肝胆膵のキホン
B を解説！
ここをおさえてから本
肝臓のはたらきと疾患 .............. p.158

B-1 章

文を読みましょう。
はじめて

肝硬変・肝癌 ............................. p.200

所要時間 約 20 分

胆嚢・膵臓の疾患 ...................... p.244

所要時間 約 10 分

国試

国試

肝炎ウイルスにはいくつかの型があり，型によって感染経路や慢性化の
しやすさに違いがあります（p.190）．国家試験でよく問われるので，おさ

実習

えておきましょう．特に慢性化しやすい B 型肝炎と C 型肝炎が頻出です．
この内容は B-1 章で扱います．

■ 黄疸
黄疸は肝障害による症状のひとつです．肝臓で代謝されるからだの老廃
物，ビリルビンと黄疸の関係（p.222）をおさえておきましょう．国家試験
では主に黄疸の病態の理解，観察部位が問われています．
この内容は B-2 章で扱います．

■ 肝硬変・肝癌
■ ウイルス性肝炎（概論・慢性・急性）

肝臓は非常に多くの機能をもっており，肝硬変ではその機能が障害され

た結果として腹水や黄疸などさまざまな症状が起こります．国家試験では
肝炎ウイルスにはいくつかの型があり，型によって感染経路や慢性化の

所要時間 約 25 分

B-3 章

国試頻出テーマをおさえよう

■ ウイルス性肝炎（概論・慢性・急性）

実習

国試頻出テーマをおさえよう

肝障害の症状や肝癌の治療法
肝障害の症状や肝癌の治療法を中心に出題されています．

しやすさに違いがあります（p.190）．国家試験でよく問われるので，おさ
この内容は B-2 章で扱います．

国試

B-2 章

国試

えておきましょう．特に慢性化しやすい B 型肝炎と C 型肝炎が頻出です．
この内容は B-1 章で扱います．

実習

■ 黄疸

実習

はじめて
国試

MEMO

各分野の基礎となるストーリーです．
看護師国家試験において頻出のテーマが含まれるストーリーです．

黄疸は肝障害による症状のひとつです．肝臓で代謝されるからだの老廃
実習
実習で出会いやすい疾患・症例が含まれるストーリーです．
※メディックメディアで実施した国試分析やアンケート結果をもとに設定しています .

物，ビリルビンと黄疸の関係（p.222）をおさえておきましょう．国家試験
※所要時間は，何名かの看護学生に読んでもらった実績をもとに算出した目安の時間です．個人差があることをご了承ください．

4

B - 1 肝臓のはたらきと疾患
本章で重要なポイントです．国家試験で出題されたところは
赤字になっているので，赤シートでチェックしましょう！
□

で国試にチャレンジ!
国試番号

100A85

肝機能

103P50

ウイルス性肝炎概論

□

□

肝臓の主な機能は代謝，解毒，胆汁の生成・排泄で，アルブミンやコレス

B-4
B-11

レビューブックで復習しよう!

□

□

科目

コード名

RB2018ページ

各章のまとめ

肝障害の症状や肝癌の治療法を中心に出題されています．
見直し

肝臓

B-2

□

胆汁には脂肪の消化吸収を助ける役割と，肝臓で生じた不要物を腸管中に

B

肝機能

B-6

□

排泄する役割がある（p.172 参照）

B

胆汁

B-8

□

B

肝性脳症（肝性脳症）

B-15

□

B

肝機能検査

B-16

□

B

ウイルス性肝炎概論

B-22

□

B

急性ウイルス性肝炎

B-22

□

B

慢性ウイルス性肝炎

B-25

□

B

急性肝不全（劇症肝炎）

B-27

□

B

脂肪肝

B-35

□

B

アルコール性肝障害

B-36

□

内服した薬が肝臓を通過した際に化学変化を受けることを初回通過効果と

肝機能障害の原因はアルコールの多飲，ウイルス，肥満や糖尿病，薬物，

□

肝機能を測る代表的な検査項目は ALT，AST，γ‐GT である（p.184 参照）

□

日本の慢性肝炎の 70 ～ 80％が C 型肝炎ウィルスによるものであり，無症
状のまま慢性化しやすい（p.190 参照）

はじめて

この内容は B-2 章で扱います．

MEMO

実習

※メディックメディアで実施した国試分析やアンケート結果をもとに設定しています
.
『看護師・看護学生のためのレビューブック
2018』との対応表
です．2019 年版をご利用の方は右の QR コードもしくは以下の

※所要時間は，何名かの看護学生に読んでもらった実績をもとに算出した目安の時間です．個人差があることをご了承ください．

URL から 2019 年版の対応表をダウンロードしてくださいね .

4
2

What, why & how
vol.3 Chapter 0

看naze_7th_vol3_分野扉.indd 4-5

24

問題を解き、『レビューブック』にまとめて
※書籍に掲載されているのは、2018年版との対応表で
す。2019年版との対応表は、「2019年版をご利用の

2019年版をご利用の方

実習で出会いやすい疾患・症例が含まれるストーリーです．
上記は，
『クエスチョン・バンク看護師国家試験問題解説 2018』

What, why & how
vol.3 Chapter 0

ストーリーを読んだら、『QB』で関連する
知識を定着させましょう。

各分野の基礎となるストーリーです．

A 型肝炎の感染経路は，生牡蠣や飲料水などによる経口感染である C 型肝
炎の感染経路は血液であり，輸血や経静脈薬物使用，性行為などによるも
国試
看護師国家試験において頻出のテーマが含まれるストーリーです．
のである（p.190 参照）

5

2017/02/23 16:40

た結果として腹水や黄疸などさまざまな症状が起こります．国家試験では

B

自己免疫によるものがある（p.177 参照）

□

■ 肝硬変・肝癌

看naze_7th_vol3_分野扉.indd
4-5
QB2018ページ
再演習

テロールは肝臓で合成される（p.166 参照）

いう．（p.175 参照）
□

What, why & how
vol.3 Chapter 0

この内容は B-2 章で扱います．

肝臓は非常に多くの機能をもっており，肝硬変ではその機能が障害され

肝臓は肝小葉という塊が密集した充実性臓器といわれ，予備能力・再生能
力が高い臓器となる．（p.162 参照）

□

内容

What, why & how
では主に黄疸の病態の理解，観察部位が問われています．
vol.3 Chapter 0

https://www.medicmedia-kango.com/why/rbqb2019/

方」中の QRコードまたは URLからダウンロードしてく
5
ださい。
What, why & how
vol.3 Chapter 0

What, why & how
vol.3 Chapter 0

3

2017/02/23 16:40

保健師国家試験のための

レビューブック2019
第 19版 A5判 384頁／定価（本体2,500円+税）

務員専門試験対策のバイブル！
●国試で出題された箇所が青字に
なっているので、 重要事項がひ

ています。 常に持ち歩く参考書
として最適！

と目でわかります。

クエスチョン・バンク︵ Q B ︶

●過去 10 年分の国試のポイントをま ●全 220 点のイラスト・ 図表を使
とめた、 保健師国試・ 保健師公
い、 要点をコンパクトにまとめ

レビューブック

参考書

保健師国試対策はこの1冊から！

今年の改訂ポイント
QB必修

▶最新の法改正、 統計情報に対応！
▶「社会保障制度改革」「医療介護総合確保推進法」など
平成 30 年版国家試験出題基準の重要項目を新たに追加！

保健師国家試験問題解説2019

なぜ ？ どうして ？

クエスチョン・バンク

問題集

先輩たちからの絶大な支持！

第 11版 B5判 856頁／定価（本体3,500円+税）

●最新保健師国試＋厳選過去問題＋
オリジナル問題をイラストや図解で

●『レビューブック保健師』と参照
ページで 相 互リンク！『レビュー
ブック看護』『公衆衛生がみえる』
『国民衛生の動向』など関連書籍
への参照ページも掲載！

RB 保 健 師・Q B 保 健 師

●保健師国試対策で最も使われてい
る過去問題集！
（紀伊國屋書店 PubLine 調べ
期間 : 2017 年 4 月〜翌 3 月）

わかりやすく解説しています。

▶ 2018 年 2 月に実施された最新の第 104 回保健師国家試験の問題を追加！
▶掲載問題を 60 問増量し、 全 855 問に！

かんごろ

今年の改訂ポイント

▶最新の法改正、 統計数値に合わせ、 すべての関連問題をアップデート！
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2018年

参考書

看護師国家試験のための

予定

5月2日発行

ゴロあわせ集

5 年ぶりの大改訂！
！

●第 6 版 B6 変型判 288 頁
●定価（本体 1,500 円＋税）

脳・神経疾患

96

視床下部の働きは？

師匠のかぶ 食べて 体温 上がる
①

②

③

と重要度
（★）
必修問題に関するゴロ
には必修マークがつい

笑えるゴロと
インパクトのある
イラスト

ています。
★印は重要度を表しま
す。

一度覚えたら、 頭から離れない！
新 作を 120 点 以 上 盛り込 ん だ、
大ボリュームの 263フレーズ！
keyword

①師匠のかぶ
②食べて
③体温
上がる

補足・図表

視床下部
摂食行動の調節
体温調節

関連国試
ゴロに関連する国試番
号を掲載しています。

【関連国試】104P11, 103A83, 101A26

ゴロの周辺知識を補うことができ

視床下部には自律神経系，内分泌系，本能行動（摂食・飲水など）の中枢が存在
し，これらの機能を統合することによって体内環境（体温，体液など）の恒常性
を保つ．
（104P11, 103A83, 101A26）

ます。 国試でよく問われる内容
をピックアップしているから、 得
点につながる！

脳の部位
脳梁

大脳
小脳

間脳

中脳
橋

脳幹

下垂体

脳幹

延髄

体温調節の仕組み（100A26）
汗腺が刺激され，発汗が亢進する．汗が気化する際に発生す
体温上昇時 る気化熱によって体温を低下させる．また皮膚の血管を拡張
させ，熱の放散を行う．
骨格筋を収縮させることで熱を産生し，体温を上昇させる．
体温低下時
また皮膚の血管を収縮させ，熱の放散を防ぐ．

118
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国試番号
過去に国試で問われた
内容には国試番号がつ
いています。

約80％の看護学生が
ゴロを使っていた！

第 107 回看護師国試受験者（回答人数 : 5063 人）に対してメディック

レビューブック

事実

メディアが行ったアンケートによると、 約 80％の看護学生が「国試勉
クエスチョン・バンク︵ Q B ︶

強にゴロを使った」と回答。 実習などで忙しい看護学生にとって効率
よく勉強できるゴロは強い味方になること間違いなし！

『かんごろ』が
使える理由

9回分の看護師国試を
徹底分析し、ゴロを厳選！

QB必修

第 99〜106 回看護師国試を分析し、 国試で問われやす
いものからゴロを作りました。 また暗記モノにしぼってい
るから、 看護学生にとって「使える」ゴロが盛りだくさん！

豊富な基準値ゴロ！

『レビューブック』の参照ページを
掲載しています。
ゴロをコピーしたり、 ふせんに書

過去に必修問題で問われたテー
マに関するゴロが 100 点以上も収
録されているから、 必修問題対

31 点の基準値ゴロを掲載！実習で
指導者さんから質問されてもバッ
チリ対応できちゃいます！ 近年増

き直したりして、『レビューブッ
ク』に集約しよう！

策に最適！ゴロですぐに答えを導

えている国試のアセスメント問題

けます。

にも使えますよ。

なかった
文に載せられ
袋とじには 本
ているんや。
なゴロが入っ
激
過
と
っ
ょ
ち
やろ〜！！
するしかない
これはゲット

RB 保 健 師・Q B 保 健 師

必修に強い！

なぜ ？ どうして ？

『レビューブック』と
一緒に使える！

かんごろ

落ち着け
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特集

春から 国試
始める 対策！
春

ははじまりの季節。 国家試験対策を始めるにも最適な時期なんです！
この特集では、「国試ってナニ？」といった基本的な情報から、 本番ま

での具体的な勉強スケジュール、 さらに今年の国試を受けた先輩たちからのア
ドバイスなど、 国試対策についていろんな角度から紹介します。 入学したばか
りの 1 年生から次の受験を控える方まで、 どんな方にも役立つ記事が満載です！
INDEX

1

PART

国試について知りましょうこくしり

p.29

2 国試対策ってなにをすればいいの？

p.32

PART

3 国試の勉強スケジュール

p.38

4 受験者座談会 看護師国家試験を終えて

p.42

5 私の不合格体験記

p.46

PART

PART

PART

6 メディックメディア模試／クエスチョン・アワード p.48

PART

7

PART

小田嶋先生の国試対策講座 障害者法規のポイント

8 保健師 Q&A

PART
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p.52
p.54

PART

1

国 試 に つ い て 知 りましょう

看護師国家試験の
きほんの「き」を
まとめました。

1

試験実施日は？ 曜日に実施されています。 直近の第 107

看護師国家試験は例年、 2 月中旬の日

回看護師国家試験は、 平成 30 年 2 月 18 日

例年、2月中旬の
日曜日

2

（日）に行われました。 第108回の日程は、
平成 30 年 8 月 1 日に発表される予定です。

国試受験までの
流れは？

1. 詳細発表
日程や試験委員などが官報（政
府の広報誌） と厚生労働省の
ウェブサイトで発表されます。

2. 受験手続き
学校で一括で申し込むのが
一般的です。

8月
3. 受験票が届く
受験場所や試験当日の
スケジュールなどが記
載されています。

国家
試験

2月

3

4. 合格発表

5. 免許申請の手続き

厚生労働省、 看護師国家試験運営臨
時事務所での掲示発表のほか、 厚生

個人で行う場合がほとんど。
関連書類をなくさないように。

労働省のウェブサイトでも発表されます。

2 月中旬

試験会場は？

秋

3月下旬

合格後

11 都道府県にて。
会場は毎年違う。

11 の指定都道府県に会場

北海道

石川県

が設営されます。 指定都道

大阪府

府県は毎年同じですが、 会

福岡県

場は毎年変わります。 受験

青森県
宮城県

広島県

票で確認しましょう。

東京都
沖縄県

香川県

愛知県
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4

当日の流れは？

必修問題 ・ 一般問題 ・ 状況設定問題の全 240

問を以下のスケジュールで行います。

午前
午後

5

時間

9:50〜12:30

問題の種類

出題数

必修問題

25

一般問題

65

状況設定問題

30

試験時間
2時間40分

休憩時間（1 時間 50 分）

14:20〜17:00

出題基準は？

厚 生 労 働 省 が 発 表 する

「看護師国家試験出題基
準」に基づいて出題されま
す。4年に1度改定されます。

6

※どの問題が必修問題に該当するかの公表はなし。
問題の難易度から弊社推定による。

出題形式は？

必修問題

25

一般問題

65

状況設定問題

30

試験科目

●人体の構造と機能

●小児看護学

●疾病の成り立ちと回復の促進

●母性看護学

●健康支援と社会保障制度

●精神看護学

●基礎看護学

●在宅看護論

●成人看護学

●看護の統合と実践

●老年看護学

（平成 30 年版出題基準より）

4肢択一

4 肢 択 一、 5 肢 択 一、 5
肢択二、 直接数字を解答す

5肢択一

る形式があります。 問題の
題材として、 カラー写真や
イラスト、 表が用いられる
こともあります。解答はマー
クシートに記入します。

2時間40分

5肢択二

●全体を通して最も多い
●必修問題は主にこの形式で出題
●主に一般問題、状況設定問題で出題
●必修問題でも一部出題
●一般問題、状況設定問題で出題
●1つ正解しても部分点はもらえない

直接数字を ●一般問題、状況設定問題で出題
解答
視覚素材

●基本的に計算問題
●平成21年から導入されている
写真を用いた問題

約74%

約14%

約7%

約1%

約3%

（第 107 回看護師国家試験で集計）
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7

問題の種類は？

80％ （40 点）とらないと絶対落ちる！

必修問題

看護師として基本的かつ重要な事項に関する問題で、
合格基準は 50 点中 40 点以上 （＝絶対基準）。 これ
をクリアしないと一般 ・ 状況設定問題でいくら高得点

必修問題
状況設定
問題

60問
計120点

50問
計50点

をとっても不合格になってしまいます！

合格基準 : 80％以上の得点

合計

240問
計300点

一般問題
1 問 1 点の問題で、 合格基準は毎年変動する相対基準。

一般問題

1 問 2 点、 配点高し！

状況設定問題

130問
計130点

1 問 2 点の長文問題で、 合格基準は相対基準。 これま
では 1 題につき 3 連問で構成されていましたが、 第 106
回から 2 連問や単問でも出題されるようになり、 今後も
この形式での出題は継続すると予想されます。

※一般・状況設定問題の合格基準（ボーダーライン）は毎年
変動。 例年 60〜70％の間で推移しており、 第 107 回看護師
国試では 62.3％となった。

第107 回 看 護 師 国 家 試 験

合格状況
過 去 6 年の合 格 率 推 移

合格率

受験者数

合格基準: 60〜70％以上の得点※
（一般問題＋状況設定問題）

合格者数

合格率

64,488人 58,682人 91.0%
合格者

受験者数

合格基準

必修問題および一般問題を 1 問 1 点、
状況設定問題を 1 問 2 点とし、
次の①、 ②を満たす者を合格とする。
①必修問題

39点以上／48点※

但し、必修問題の一部を採点除外された受験者は、38
点以上 /47点、37点以上 /46点、36点以上 /45点、36点
以上 /44点、35点以上 /43点またはは34点以上 /42点。

②一般・状況設定問題

154点以上／247点 （62.3％）
※

※ 第 107 回 国 試 で は、 採 点 除 外とな る 必 修 問 題 が
2 問、 不正解選択肢のみ採点除外となる必修問題が 6
問ありました。 また、 採点除外となる一般 ・ 状況設
定問題が 2 問ありました。

国試についての基本情報は
『レビューブック』の付録
きほんのき（p.17）にも
載っているよ！

Chec

k!

PART

2

！
メくん
マ
て
教え

国試対策って
なにをすればいいの？

〜「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。
わっ！突然なんだ！
？きみはだれ！
？
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。
分析ってなに？どうやったの？
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。
何についての問題か、1 つひとつ分類したってこと？
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？
う〜ん…4 割くらいかな！
？
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ブー！例えば最新の第107 回国試では、 過去 10 回の国試を確認し
ても問われていないテーマの問題は約 12％、 問題数にして240 問中
29 問出題されていたよ。 ちなみに難しいと評判だった第106 回では
約 7％、 第105 回では約 12％だったよ。

「みたことないテーマの問題」の割合

過去 10 回の国試において一度も問われていない
テーマの問題は、 例年 10％前後しか出題されていない
ふーん…意外と少ないのね〜。
そうだね、 逆に約 90％の問題は、 過去 10 回の国試で
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？
え〜と…。
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60〜70％くらいの得点が最低限必要なんだ。
あぁそうか。
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
に答えることができれば、 まず合格できるといえるんだ。

そういうことになるね。

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！
？
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よっしゃー！さっさと解いて
遊ぶぞ！オー！

待 ち たまえ！！
うわ、びっくりした！
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。
えぇ…。
この問題を見て。 輸血療法に関する問題だよ。

テーマ

輸血療法

第 99 回午後 51 番

58 歳の男性．下腹部痛と下血とで来院した．
Hb4.8g/dL で緊急入院
し輸血を行うこととなった．輸血時の看護で正しいのはどれか．
１．小児用点滴セットを用いる．
２．交差試験の結果は医師や看護師が複数で確認する．
３．
アレルギー反応を観察するために開始後 3 分間は側にいる．
４．輸血後 3 日以内は輸血後移植片対宿主病発症に注意する．

うーん…えーと…答えは 2 かなあ？
そう、正解。

解説

○ 2 血液製剤を使用する際には，血液型や交差適合試験の結
果，患者氏名などを複数名で確認する（ダブルチェック）．

へへへ…！
では続いて、 下の問題を解いてみよう。 第107 回国試で問わ
れた、さっきと同じ輸血療法についての問題だよ。
テーマ

輸血療法
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第 107 回午前 39 番
輸血後，数日から数週間経過してから出現する副作用（有害事象）はどれか．
１．溶血性反応

２．末梢血管収縮反応

３．
アナフィラキシー反応

４．輸血後移植片対宿主病〈PT-GVHD〉

さっきと同じ輸血についての問題だけど、
こっちはちょっとわからない…！
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。
なによそれ！
なんとかしなさいよ！
大丈夫、これを見て。 最初に解いた問題
（第99 回午後 51 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
×１ 消化管出血に対しては急速に輸血する必要があるため，細い径の小児用点滴セッ
トは不適切である．急速輸血では注射針は 18〜20G を使用する．
○２ 血液製剤を使用する際には，血液型や交差適合試験の結果，患者氏名などを複数
名で確認する（ダブルチェック）．
×３ 輸血開始直後 5 分間は，ベッドサイドにてアレルギー反応の有無などの患者の状態
を観察する必要がある．
×４ 輸血後移植片対宿主病（輸血後 GVHD）は，輸血の 1〜2 週間後に発症する．

あ！もし選択肢 4 の解説を読んでいたらその
後の問題（第107 回午前 39 番）も解けるね！
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。
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。

もう少しそばにいるよ。

わかった！じゃあ解いてくるから！
バイバイ！

あ、そう。とにかく問題を解いていこう。
35

まずこれをといて、
解説まで読む！

テーマ：高齢者の服薬・薬物動態
第 102 回午後 62 番

【解説】
×１ 体内水分量の変化は，薬物動態のう
ちの体内分布に影響を及ぼす．

加齢による身体生理機能の変化と
それによって影響を受ける薬物動

第 107 回午後 50 番
老年看護学
高齢者の薬物動態の特徴で

正しいのはどれか．
×２ 体内脂肪量が増加すると脂溶性薬物
の蓄積が起こるため，
薬物動態のうち，
１．薬物の吸収の亢進
神的活動能力が低下しているため，日中の活動量は減り，熟睡が困難になる．また，
体内分布に影響を及ぼす．

●高齢者の睡眠の特徴：高齢者は，社会的な刺激が少ない状況におかれ，身体的・精

態の組合せで正しいのはどれか．
１．体内水分量の減少ー代謝

２．薬物の代謝の亢進
身体的要因や疾患のために夜間睡眠が妨げられやすくなる．さらに加齢や脳の器質

○３ 薬物には，蛋白質に結合して運搬さ
３．薬物の排泄の増加
れるものがある．アルブミンなどの血
中蛋白質の減少は，これらの薬物分
３．血清アルブミンの減少ー分布
４．血中濃度の半減期の延長
して夜に睡眠するという単相性だが，高齢者では日中の覚醒が持続しなくなり，1 日
布に影響を及ぼす．

２．体内脂肪量の増加ー排泄
４．糸球体濾過値〈GFR〉の
低下ー吸収

的障害に伴うサーカディアンリズムの変化が生じる．

●高齢者の睡眠・覚醒パターンの特徴：成人期の睡眠・覚醒パターンは，日中は覚醒
のなかで何度も睡眠と覚醒が入れ替わる多相性に変化する．

×４ GFR は排泄に影響する．
GFR の低下
は腎機能低下を意味し，薬物を排泄
しにくくなる．

●光は交感神経を亢進させるだけでなく，メラトニンの分泌を抑制したり，深部体温

次にこれをとく！
を上昇させたりする効果があるため，日中の覚醒度を上げるのに有効である．

服薬管理
★★

あれ！
？

回午後
62 番の選択肢解説を全部
（RB- 老 16）
（RB老 15）
高齢者の服薬・薬物動態 第102

102P62
1 回目 2 回目 3 回目

読んでいても第107
回午後 50 番が解けないよ！
？
加齢による身体生理機能の変化とそれによって影響を受ける薬物動態の組合
せで正しいのはどれか．
１．体内水分量の減少

代 謝

排 間違い
泄
２．体内脂肪量の増加
ﾌﾑﾌﾑ、 この問題はテーマは一緒だけど、
３．血清アルブミンの減少
分 布
選択肢を読んでいたとしてもまだカバーできない
34
４．糸球体濾過値〈GFR〉の低下
吸 収
73 問
知識が問われているね。
加齢による薬物動態の変化はしばしば出題されている．薬物の体内動態は，
① 吸収，
もうだめだー！
！
！
② 分布，③ 代謝，④ 排泄からなる．加齢によって生じる生理的変化と関連づけて検
） 老 15）
討する．（RB- 老 16（RB-

×１

体内水分量の変化は，薬物動態のうちの体内分布に影響を及ぼす．

×２ 体内脂肪量が増加すると脂溶性薬物の蓄積が起こるため，薬物動態のうち，体
これを見て。 第102
回午後 62 番の基本事項だよ。
内分布に影響を及ぼす．

○３

薬物には，蛋白質に結合して運搬されるものがある．アルブミンなどの血中蛋
白質の減少は，これらの薬物分布に影響を及ぼす．
質 減 は これ の 物分 に影 を ぼす

×４ GFR
FR は排
は排泄に影響する．GFR
泄 影響する G R の低下は腎機能低下を意味し，薬物を排泄しに
の 下は 機能 下を意味
物 排泄 に
くくなる．
く る
【正答率】
【正
率】63.7 ％ 【選択率】1：18.4 ％ 2：3.8 ％ 3：63.7 ％ 4：14.1 ％

正

解 ３

▼ 薬物の代謝・排泄に対する加齢の影響
薬物
（101A64）
吸 収

胃酸分泌や消化管運動，胃腸管血流量の低下，皮下脂肪・筋肉の組織透過性と末
透 性と
梢血流の低下
→内服薬の吸収への影響は少ないといわれているが，経皮薬や注射薬の吸収は低
低
下する場合がある．

分 布

① 総水分量の減少→水溶性薬物の血中濃度が高くなりやすい．
② 体脂肪の割合の増加→脂溶性薬物の血中濃度は低下するが，脂肪組織へ蓄積す
ることで薬効が変化しやすい．
③ 血清アルブミンの減少→アルブミンと結合していない遊離型の薬物の血中濃度
が高くなりやすい．

老

肝細胞数や肝血流量，薬物代謝酵素の減少によって，薬物代謝は低下する．肝臓
代 謝 での代謝率の高い薬物（カルシウム拮抗薬，鎮痛薬 等）では，血中濃度の増加と
半減期の延長によって副作用（有害事象）が出現しやすい．
排 泄

腎臓や肝臓の機能低下により，腎・肝排泄型薬物の半減期が延長し副作用が出現
しやすい．

QUESTIONBANK for nurse 2019

老 老23

おお！バッチリ書いてあるぞ！答えは 4 だ！
QBN2019_36_老年.indd 23
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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。
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 2019』

10 年分以上の国試過去問題
から 1,738 問を掲載。

ということは、いろんな問題に対応できるってことだね。
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。
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！
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！

マメくんのおさらい！
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！

クエスチョン・バンクなら
詳しい解説やまとめが充実！
国試合格力を
確実に身につけよう！
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なにか

国試の勉強スケジュール
PART2を読んで、看護師国家試験の概要がわかってきましたか？
次は、“いつから” “なんの本を使って” 対策していけばいいのかを見ていきましょう。
このページでは、3 年制の専門学校と4 年制の大学の先輩たちへのインタビューをもとに、
学校タイプ別に入学から国試までのイベントとそれぞれの時期に使用した
本・学習法を紹介します。皆さんが今後のスケジュールを立てるときの参考にしてくださいね。

3 年制の専門学校と4 年制の大学の学生さんを例にみていきましょう。

☟

3年制

B 看護専門学校

4年制

I 大学看護学部

1 学年約 40 人、合格率は例年 90％台後半。

1学年約30人、合格率は例年90％台前半。実

先生による熱心な国試対策指導がある。

習に力を入れているが、国試対策は学生主導。

うちの学校は先生から早めに国試

2017年度卒業生
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対策をするよう指導があるので、
2 年生から少しづつ対策を始めて
いました。

うちは4 年生の夏まで続く実習が
かなり忙しいので、勉強時間を
2017年度卒業生

確保するだけでも大変でした。

B 看護専門学 校
学年

1年生

2年生
前期

3年生
後期

前期

後期

実習
看護研究
就職活動

国試

学校のイベント

授業

国試対策本

レビューブック

QB必修
QB
なぜ

国試対策のスタートは2年生の春から、
『レビューブック』と『QB 必修』で
学校での授業や演習は 1 年生がピークで、2 年生は比較的時間
がある時期でした。まずは、先生に勧められた『QB 必修』で基
礎的な問題演習をしつつ、
『レビューブック』にまとめていきました。

3 年生の春に『クエスチョン・バンク』
と
『なぜ？どうして？』を購入、実習に合わせてコツコツと
最終学年の春に『QB』と『なぜ？どうして？』を購入しました。ちょうど領域別実習が本
格化した頃なので、回る科や担当する患者さんに関係する『なぜ？』を読んで知識を深
め、
『QB』で過去問をコツコツ解いていきました。
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I 大学 看護 学 部
国試対策のスタートは 2 年生の春に『なぜ？』を読むことから！
2 年生から「基礎看護学」など看護についての授業が本格化してきました。教科書以外にわかりや
すい参考書がほしかったので、書店で『なぜ？』を購入しました。

学年

1年生

2年生

3年生
前期

4年生
後期

前期

後期

実習
卒業試験
卒業論文

国試

学校のイベント

授業

就職活動
国試対策本

なぜ
レビューブック

QB
QB必修

実習が本格化する3年生で
『レビューブック』を購入

4 年生の春に『QB』
『QB 必修』を
購入、でも秋までは忙しくて……

3 年生は実習漬けの日々でしたが、事前

春に『QB』
『QB 必修』を買ったのですが、実習はも

学習やレポートを書くときに『レビューブッ

ちろん、就活や卒論なども重なって忙しくなり、なか

ク』を参照していました。国試に出たとこ

なか手が付けられませんでした。結局秋になってから

ろが青字になっているので、意識して読ん

一気に『QB 必修』と『QB』の問題を何周も解いて、

でいたら後で国試対策に役立ちました！

国試に間に合わせました。ただ、2年生で『なぜ？』、
3 年生で『レビューブック』を読み込んでいたので、意
外とスムーズに国試の問題が解けましたよ。
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実習 と 国試対策 の
両立を目指そう
国試後の先輩たちにインタビューすると、「実習の時期は国試対策ができず、
直前に苦労した」という話を聞きます。確かに実習期間は学生生活のなかで特
に忙しいのですが、ここで国試対策をしないと、実習が終わる最終学年の秋
ごろまで対策が進まないことになり、とてもリスキーです。そこで、実習と国試
対策を効率よく両立できた先輩達の勉強法を紹介します。

☟

☆実習前に『なぜ？』で学習する
実習前は、「事前学習」として実習で学ぶ内容をレポートなどにまとめる課題
があることが多いです。このときに『なぜ？』を参考書に使うのがオススメです。
『なぜ？』は臨床現場が舞台のストーリーなので事前学習に活用できるのは
もちろん、国試に出た内容が強調されているから、同時に国試対策にもなる
んです。

☆「基礎看護学実習」に合わせて
『QB必修』を解く
実習の序盤にある「基礎看護学実習」は、患者さんに対する基本的なマナー
やコミュニケーションといった内容が中心です。
これら基礎看護学の内容って、
実は必修問題でよく問われるんです。この期間に『QB 必修』を解いておくと、
知識をスムーズにインプットできますよ。

☆領域別実習では、回る科や患者さんに
ちなんだ『QB』の問題を解く
最も大変といわれる領域別実習ですが、
「母性看護学実習」のときは「母性
看護学」の過去問を解く！ というふうに、同じ分野の過去問をやるのがオス
スメです。『QB』はミシン目でページを切り離せるので、実習に関連するペー
ジだけ持って行って、スキマ時間にサッと解くことができますよ。
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PART

4

受 験 者座談 会

看護師国家試験を終えて

第107回看護師国家試験は
どうでしたか？
T 大学 M さん

本当に必修問題？？
午前の必修問題が難しくて、「これ本当に必修！？」と
疑いたくなるような問題がたくさんありました。 焦って
ペースが乱れてしまい、 午前の試験が終わったあとは
「落ちたかも」と呆然…。 周囲には悲観して泣いてし
まっている子もいて、 私もどんよりした気持ちになりま
したが、「このままじゃマズイ！」と気持ちを切り替え
て午後の試験に臨みました。

ブラウンってだれ… (; ;)
聞いたことのない用語や疾患がいくつか出題されて、
ヒヤッとしました。 印象的だったのは午後 38 番の「こ
れからの看護」という報告書の執筆者を答える問題
（右記参照）です。 見覚えのないタイトルに、 頭の中

107 回国家試験午後 38 番
1948 年に，看護教育の現状等に関する大規模な調査報告書「こ
れからの看護〈Nursing for the future〉」を著した人物はどれか．
１．
リチャーズ , L.
２．
ブラウン , E.L.
３．
レイニンガー , M.M.
４．
ゴールドマーク, J.C.

が「？」マークだらけになってしまいました。

でも、結局は過去問
M 高等学校 A さん

まわりで「難しかった！」という声をたくさん聞きまし
たが、 過去問によく似た問題もけっこう出題されてい
たし、 全体的な難易度は実はそんなに高くなかった
印象です。 大切なのは、 予想外の問題が出ても落ち
着いて、 今まで勉強した内容でしっかり点数を積み重
ねていくことだと思いました。

基準値の暗記はマスト！
問題文中の検査値からアセスメントして、 状況を把
握するような問題がいくつかありました。 基準値はな
かなか覚えられないところではありますが、 看護師に
なったあとも役立つので、 ちゃんと頭に入れておいた
ほうがいいと思います。 私は『レビューブック』巻頭
の「主な検査の基準値」を定期的に見返して思い出す
ようにしていました。
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先日、 第 107 回看護師国家試験を受験した学生さんに集まっていただき、
座談会を行いました。 国家試験当日の様子や、
国試に向けた勉強方法 ・ 工夫など、 これから国試対策を始めるあなたに
ピッタリの情報が盛りだくさんです。 早速みていきましょう！
※各エピソードは、 10 名以上の座談会参加者の声をまとめて再構成したものです。

国試当日、
印象に残っていることは
ありますか？
仕込みは前日からしよう！

Y 専門学校 I さん

方向感覚に自信がなかったので、 前日に会場の下見に行
きました。そのおかげで当日はすんなり会場に到着！ 国試
当日に会場の入口の場所がわからず焦ったという友だちも
いたので、事前に確認しておいてよかった…と思いました。
ただでさえ緊張する当日の朝なので、 不安の芽をなるべく
摘んでおきたいですよね。

万里の長城より長い（気がする）
先輩から「国試会場のトイレはえげつないくらい並ぶ」と
いう話を聞いていたので、 会場に到着してすぐにトイレの
場所を確認。 お昼休憩に入ってダッシュで向かったのです
が、 すでにびっくりするくらいの行列になっていました。
会場によってはトイレがもっと少なかったという話も聞いた
ので、 早め早めの行動をオススメします…。

バナナの皮が捨てられない！？
T 高等学校 F さん

私が受験した会場では、 ゴミ箱がすべて封鎖されていま
した。 私は昼食としてバナナを持っていったのですが、
捨てられなくて困惑…。 さすがにバナナの皮をそのまま
持ち帰れず、 友人のゴミ袋に入れてもらいました。 来年
受験するみなさんは、 念のために
念のためにゴミ袋を持っていった
ほうがいい
ほうがいいと思います。

まわりの焦りに付き合わない！
お昼休みに午前問題の答え合わせをしている声が聞こえ
てきたので、 すかさずイヤホンを装着。 答えを確かめた
くなる気持ちもわかるのですが、 すでに終わっている午
前問題に一喜一憂するよりも、 午後問題に力を注いだほ
うがいい
うがいいと思います！
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どんな勉強をしましたか？
必修からはじめると吉◎
私の国試対策のスタートは『QB 必修』。 まず 1

J 大学 T さん

周解き終わったところで、 一般 ・ 状況設定問題
対策を『QB』で進めました。 必修問題は基礎的
な内容が多いので、 先にやっておくと一般 ・ 状
況設定問題を進めやすくなりますよ！ あと、『QB
必修』と『QB』は同じクエスチョン・バンクシリー
ズなので、 ページの構成が同じなのも取り組み
やすかったポイントです。

インスタグラマーは神
国試勉強のことは、 Instagram で情報収集するこ
とが多かったです。 なかでも、 有名な看護学生
インスタグラマーさんの影響力は絶大！ 参考書の
情報や暗記モノの覚え方、 印象に残るイラストな
ど、 参考にしたことは数え切れません。 まさに
神様的な存在でした… （笑）

みんなができた問題は落とさない
私は『QB』を使っていたんですが、 解くときに
はまず正答率
正答率
はまず正答率をチェックしました。
正答率が８割
K 専門学校 T さん

を超える問題は必ず解けるようにしようと決めて、
できない問題は根拠も合わせてしっかり復習しま
した。 逆に正答率が低すぎる問題は解けなくて
もいいと割り切って、 正答率が高い問題に集中し
て取り組むようにしました。

ゴロパワー全開！
！
国試当日は、 模試とは比べ物にならないくらい緊
張していました…。 今まで勉強してきたことがう
まく思い出せなくて焦りましたが、『かんごろ』
で覚えたゴロが浮かぶと、 イラストと一緒に内容
もスラスラ思い出すことができてひと安心
もスラスラ思い出すことができてひと安心でした。
ゴロパワー全開でしたよ！
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最終兵器、『なぜ？どうして？』

A 専門学校 I さん

12 月ごろ、 苦手な循環器の点数がどうしても上がら
なくて焦っていました。 そんなとき先生に勧められた
『なぜ？』を読んでみたら、 ウソみたいに理解できる
ようになったんです！『なぜ？』を読んで『QB』の問
題を解くという学習法を繰り返しているうちに、 気づ
けば循環器が得意科目になっていました☆

ドアノブ周りに
ビッシリ…。

生活はふせんとともに…
なかなか身につかない内容はいつでも目に入るようにしたい
と思い、 ふせんに書いて家中に貼りまくりました。 気づくと
部屋の壁、トイレのドア、 キッチンの柱…いたるところにふせ
んがビッシリ（笑）。 その甲斐あって、 生活のなかで何度も
目にしているうちに自然と覚えることができました。

後輩にメッセージをお願いします！
看護の道はつながっている

H 専門学校 S さん

先生からよく「実習から国家試験は始まっている」と言われて
いましたが、 実際に国試を受けてみてその意味がよくわかりま
した。 国試には判断を問われるような問題も多く、 知識だけ
では解答を導けないんですよね。 ここで役立ったのが実習時
の考え方でした。 実習で得た学びは国試にも、 そして看護師
になってからも活きると思います。

まずはゆっくり深呼吸
受験生のみなさんに強く伝えたい！努力は裏切りません。 国
試の勉強から当日まで緊張や不安はつきものです。 ネガティ
ブな気持ちになることもあると思います。 でも自分が積み重ね
てきたことを信じてとにかく落ち着くことが大切だと思います。
本番中に緊張が高まってきてしまったら、 まずはゆっくり深呼
吸をしましょう。 応援しています★

座談会に参加してくださったみなさん、 ありがとうございました。
これから国試を受験するみなさん、 いかかでしたか？
先輩の体験談や勉強法、 アドバイスを活用してがんばってくださいね！
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後 輩に送

る

不
学校の先輩から国試対策について聞いたことはありますか？
いつから対策を始めたか、どんな書籍を使ったか、どのように勉強したか…。
先輩はいろいろ教えてくれる心強い存在です。
では、国試に落ちてしまった、という体験談は聞いたことがあるでしょうか？
今回編集部では、残念ながら国試に不合格だった先輩
（大学生：T.Hさん）
に
お話を聞きました。不合格の原因はどこにあったのでしょうか。

意外に思うかもしれませんが、国試対策は学内で誰よりも早く、4年生の4月から取りかかりました。4年
生では国試はもちろん、就活や卒業研究などイベントがたくさんあるので、計画を立てて1年間やりきりたい
という思いがあったんです。それと、誰よりも早くスタートを切りたかったので、国試対策として一番早く発売
された過去問題集を買い、さっそく解きはじめました。
しかし、ほとんど理解できず、解けない問題ばかりでした。でもそのときは、これから勉強していけば解ける
ようになるし、どうせみんな受かるんだからと軽く考えて、それほど気にしませんでした。

夏休み
国試対策において重要な時期である夏休み、私は卒業研究がうまく進まず時間を取られてしまい、ほとんど
勉強ができませんでした。そのときは、国試よりも目の前の卒業研究で頭がいっぱいだったのです。
「このまま
ではヤバい！」と思い、スキマ時間に勉強できるような小さめの本を買いましたが、結局あまり使いませんでした。

この時期、まだまだ卒業研究が終わらず、本格的な国試対策はできていませんでした。また、時間をみつ
けてたまに国試対策をしても、毎回 1 ページ目から勉強したり、各分野のさわりの部分をつまみ食いしたりする
だけで、結局なにも身につかないままでした。12月にやっと卒業研究が終わりましたが、春から国試対策を始
めたはずなのに、この時点で学力はあまり向上していませんでした。
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やっと本腰をいれて国試対策に取り組めるようになりました。普通はこの時点で
焦ると思いますが、
私は悪い意味で冷静でした。それは、
「なんだかんだ受かるはずだ」
という根拠のない自信をもっていたからです。さらに悪いことに、家にこもって一人で
勉強していたことや、模試の結果
（もちろん不合格判定）
をしっかり見なかったことも
あり、学力がついていない状態と向き合わないまま国試当日を迎えてしまったのです。
また、勉強方法にも問題がありました。私は国試の情報をちゃんと調べなかったた
め、8 割未満だと不合格になるという必修問題の重要さを認識しておらず、一般問題
の対策ばかりしてしまったのです。
ちなみに私はこの時期になっても、6時間のアルバイトを週 2〜3日していました。
勉強は、アルバイトのない日に朝 6 時から18時くらいまでやる、という感じでした。

国試後
結果として不合格に終わりました。申し訳ない気持ちでいっぱいになりながら、内定を頂いた病院に電話
をかけ、不合格だったことを報告しました。そんな私をよそに、受かった友人たちは大喜びで、私は腫れ物に
触るように扱われたのでした．
．
．
。

後 輩 たち へ
私の反 省点をまとめると、以 下のことが 思い浮かびます。

1 意気 込みだけで、きちんと計画を立てられていなかったこと
2 時間が 限られていたにもかかわらず、非効率な勉 強 法をしていたこと
3 模試の結果などを軽 視し、自分の学力を認識できていなかったこと
4 国試のことをよく知らず、効果的な対策ができなかったこと
最後に、具体的な勉強法についてアドバイスしたいと思います。まず、必修
問題と一般・状況設定問題の勉強は分けて考えたほうがよいということです。
必修は専用の問題集を用意したほうが安心です。また、使う参考書や問題集
は浮気せず、これと決めたものを最後までやったほうがよいです。そのほうが間
違ったところや苦手なところなどを把握しやすいし、さっと見返せるので効率
的です（もちろん解き終わって物足りない場合は買い足してもよいと思います）
。また、国試のしくみをよく把握
して対策すること（必修は8 割以上必要、状況設定問題は1問 2 点で配点が大きいなど）
が大切だと思います。

国試の基本情報や勉強法については p.29 からまとめてあります。
必ずチェックしておきましょう★
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お申込・詳細はこちら！ ☞

第 108 回対策

受験後の復習まで、
しっかりサポート！
業界初！

W E B 復 習 教 材 つき

●国試と同じ難易度で「合格までの距離がわかる」

● 『なぜ？どうして？』『レビューブック』『病気がみえる』と連携！

セット割

キャンペーン実施中！

240問模試
最大

2,000円

必修模試

1,600円

（税込）

最大

1,500円

1,100円

（税込）

受験期間
2018年

6月1日

2018年

8月1日

2018年

2019年

10月1日

3月31日

第1回 240問模試
第2回 240問模試
第3回 240問模試
必修模試
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申込受付期間

〜2019年3月15日㊎

マークシート返送締切日

2019年3月31日㊐ 発送分まで

※学校教員さまを代表者としたお申し込みのみ承ります。

解答結果から“あなただけの復習教材”を提供
復習完了までの４STEP
STEP

1

受験２〜４日後に、
WEBで結果を確認
自分のニガテ分野や合格までの不足点数を
確認します。『レビューブック』と連動した要
チェックポイントもわかります。

STEP

2

解答・解説書と弊社書籍を確認
▶ 解説書は『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
▶ 各回 150 点前後のイラスト・図表を掲載
▶ 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
▶ 弊社書籍の参照ページつき

SAMPLE

弊社書籍の活用方法
『レビューブック』に

『QB』シリーズで

復習内容を書き込む

類題を解く

p.14

『病みえ』
『フィジみえ』などで

『なぜ？どうして？』で

基礎から理解する
p.22

STEP

p.18

理解を深める

p.64

間違えた問題に対応した

3 『なぜ？どうして？』を読む
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（詳細は p.22 参照）。

STEP

4

間違えた問題の

類題を演習
模試で間違えた問題の類題（国

タップ

試過去問）を解いて、ニガテ分
野を徹底的に克服します。
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第

2回

クエスチョン・アワード

240 問部門

日本赤十字豊田看護大学

愛知県豊田市にある一学年定員 120 人の看護系大学。 赤
十字の基本原則である人道 ・ 公平 ・ 中立 ・ 独立 ・ 奉仕 ・
単一 ・ 世界性を行動指針とし、 国内外の保健 ・ 医療 ・ 福
祉 ・ 救護の場面で活躍できる看護専門職を養成している。

「ポジティブに学習できる環境をつくる」
国試対策で最も大切なのは、 学生の学習意欲を向上さ

例えば、 ある模試の必修問題の平均点が 32 点で、 学

せて国試当日まで維持することだと考えています。 そのた

生の得点が 38 点だったとします。「必修は絶対基準で８

めに、 本学では「学習方法を限定しないこと」と「データ

割」と盲目的に考えると「不合格」となってしまいます

の見方を教えること」の２つを心がけています。

学習方法を限定しない

が、 平均点よりも高い得点をとっているので、「この模試
の難易度が高すぎただけで、 上位 90％に入っているから
大丈夫」とフィードバックすることも可能です。このように、

例えば、「どの会社の参考書を買えばいい？」と学生か

得点という部分的な結果だけを見て一喜一憂するのでは

ら質問があったとき、 本学では「勉強した分だけ合格に

なく、 本質を捉えてデータを解釈するようにとアドバイス

近づくのだから、 自分が『これなら勉強できる』と思える

しています。

ものであれば何でも OK」と答えています。
また、 大学内の空いているゼミ室を自己学習用に開放
して、 学内で学習できる環境を作っています。 その際、
教員が定期的に学内を回って、学生の様子を観ています。

学年
２年次

こうすることで、 教員に気軽に質問 ・ 相談ができますし、
疲れたら教員と雑談してリフレッシュすることも可能です。
「何かあったら話を聞いてくれる」という環境が、 学生の

データの見方を教える
模試の受験前後には、「全国成績で下から 10％に入っ

後期
１月

国試対策のガイダンス（国試の合格条件、
勉強の進め方など）

２月

必修模試を受験。1、２年次で学習した内
容の補講

４月

問題集、参考書の使い方を指導
→どれを使うかは各学生に委ねる

６月〜

定期的に模試を受験。下位 10％の学生
に対して個別指導
→下位 5％の学生に対しては、週２コマの
補講を実施

８〜１月

領域ごとに補講を実施
→「補講の補講」も並行して実施

３年次

学習姿勢をポジティブにしているのではないでしょうか。

ていなければ合格できる。 上位 90% に入ることを目指そ

国試対策の内容
国試に準拠した学内テストを実施し、国試
を意識づける

４年次

う」と伝えています。 また、 得点を見る際には、 全国平
均や偏差値を踏まえて自分の立ち位置を判断するよう指導
しています。
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各回の総合成績 １位の学校に、 弊社オリジナルのクリスタルトロフィーを謹呈します。
メディックメディア模試の受験校※で総合成績１位の学校の国試担当教員に、 国試対策について
インタビューするコーナーです。 ※第２回は、 2017 年６月１日〜12 月 31日における受験校で選定

必修部門

一宮市立中央看護専門学校

愛知県一宮市にある定員 40 人の専門学校。「一宮市民の
期待に応え、 医療水準のレベルアップと健康の向上に支
援できる人材を育成すること」を目指して運営されている。

学年目標を設定し、みんなで国試合格を目指す
国試対策は個人戦になりがちですが、 当校では学年目
標を立てることで「学生全員で学習する環境」をつくろう
と心がけています。 全員で同じゴールを目指して努力す
ることで団結力と自覚が芽生えて、 学習意欲も高まると考
えているからです。 ちなみに、 学年目標は学生全員で協
議のうえで決めるのですが、 今年度は「12 月の業者模試
で、全員が『必修80% 以上、一般状況75% 以上』をとる」
という目標でした。

スタンプラリー「解剖生理学」
多くの学生が苦手とする解剖生理学を楽しく学べるよう
に、 単元を理解できたら教員がスタンプを押す、 というス
タンプラリーを行っています。 こうすることで、 単元ごと
の理解度を視覚化できますし、 苦手分野を把握することも
できます。 また、「あと２つでコンプリートするから頑張っ
て勉強しよう」という学生も少なくありません。

もちろん、 学生一人ひとりに対してもサポートを行って
います。 入学から卒業までに合計 17 回の業者模試を受験
して、 定期的に各自の学力を振り返る機会を設けている

学年

ので「どうすれば学年目標を達成できるのか」ということ
を教員と繰り返し話し合って、 それぞれに適した勉強方法
を身につけていきます。

１年次

このほかにも、 学生の学習意欲を高めるために工夫し

２年次

•５月：業者の国試ガイダンスを実施
•８月：必修対策として『QB 必修』を３周する

３年次

•４月：業者模試の年間計画を立案
•４月：業者の国試ガイダンスを実施
•４月：問題集と『レビューブック』を購入

学生が２人ずつペアを組み、 クラス全員に国試過去問
の解説講義を行うものです。 人に教えるためには自分が
理解していないといけないので、 必死に勉強したり資料
にまとめたりするなかで、 知識が身についていきます。
なかには、 教員顔負けのスライド資料を作ってクラスをわ
かせる学生もいます。

•９月：校内模試を実施
•３月：低学年向けの業者模試を受験
•４、７、９、１２、３月：校内模試を実施

ていることが２つあるので紹介します。

学生ペアによる解説講義

国試対策の内容
•５月：業者の国試ガイダンスを実施
•６月：業者の入学時模試を受験

•９月：業者の必修模試を受験
•３月：低学年向けの業者模試を受験

•４、５、７、８、１
１、１２、１月：業者模試を受験
•８、１２、１月：校内模試を実施

51

PART

7

小田嶋 先生の
国試 対策講 座

障害者
ポイ

受験生のみなさん、こんにちは。 今回は国試に出題される障害者の法律を学習します。
過去問では、 各障害者手帳に関係した問題がよく出題されています。 また、 社会情勢
を受けて精神疾患の出題が増加している印象を受けます。 精神保健では、 措置入院
は頻出となっています。 それでは問題です。

問題
次の各文の正誤を判定し、 誤文は正しい文に直しなさい。
1． 『障害者基本法』には、 ノーマライゼーションの理念が記載されている。
2． 『障害者総合支援法』の自立支援給付を受けるには、 都道府県による障害支援区分の認定
を受けなければならない。

3． 『障害者総合支援法』の給付での自己負担は、 原則 1 割の応益負担である。
4． 自立支援医療とは、 更生医療、 育成医療、 養育医療をいう。
5． 身体障害者手帳の等級は、 1 級から 3 級までである。
6． 療育手帳は、『知的障害者福祉法』に基づき交付される。
7． 『精神障害者福祉法』での「精神障害者」とは、 一定の精神疾患により精神障害者福祉手
帳の交付を受けた者をいう。

8． 精神障害者保健福祉手帳には、 本人の写真が貼付される。
9． 措置入院は、 自傷 ・ 他害のおそれがあるときに、 2 人以上の精神保健指定医の診察を経
て公費で入院させるものである。

10． 発達障害者の手帳は、『発達障害者支援法』に規定されている。
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法規の
ント

講師 : 小田嶋 晋
1962 年生まれ
1987 年 行政書士試験合格
1989 年
1990 年

社会保険労務士試験合格
東京アカデミー仙台校講師

同校東北ブロック講師として、民法、社会保障法を中心に大学卒業
程度公務員、保健師・看護師国試、社会福祉士国試などを担当。
東北地方の公立・私立大学を中心に講座講師としても出講中。

解説
1． ○正解 『障害者基本法』１条（目的）や 3 条（地域社会における共生等）などでノーマライゼーションの理念が記
載されています。

2． ×誤り 都道府県ではなく、 市町村が正しいです。 自立支援給付を受けるには、 市町村による障害支援区分の認
定を受ける必要があります（『障害者総合支援法』19 条，51 条の 5，52 条 等）。 認定は、 市町村審査会が審査 ・ 判
定し、 市町村が認定します（同法 15，21 条）。 障害支援区分は 6 段階です。 介護保険での要介護 ・ 要支援の
認定と似ているので注意しましょう。

要注意 3． ×誤り 自己負担は、 原則として上限 1 割の応能負担が正しいです（同法 29 条 3 項）。
応益負担…利用者が受けた利益に応じて負担すること。 医療保険や介護保険の自己負担が該当します。
応能負担…利用者の負担能力などに応じて負担すること。『障害者総合支援法』で採用されています。

4． ×誤り 養育医療ではなく、 精神通院医療が正しいです。 すなわち、 自立支援医療は、 更生医療、 育成医療、
精神通院医療の 3 つになります。 措置入院などの『精神保健福祉法』での入院は含みません。 また養育
医療は、 未熟児養育医療といわれるもので、『母子保健法』に規定されています（20 条）。

5． ×誤り 身体障害者手帳の等級は、 1 級から 6 級までです。 身体障害者障害程度等級表には、 1 級から 7 級まで定
められていますが、 7 級の者には手帳は交付されません。 ただし、 7 級の障害が 2 つ以上重複する場合は、
6 級に繰り上げられ、 手帳が交付されます。

頻出

6． ×誤り 療育手帳は通知に基づき交付されるが、 正しいです。 療育手帳は、 昭和 48（1973）年の「療育手帳制度
について」という当時の厚生省の通知に基づき交付されます。『知的障害者福祉法』に規定されているも
のではないので、 注意が必要です。 国試に出る「法律に根拠のないもの」のひとつです。 交付は都道府
県知事により行われます。

7． ×誤り 精神障害者とは精神疾患を有する者をいうが、 正しいです（『精神保健福祉法』5 条）。 精神障害者とされるには
手帳の交付を受けていることは要件ではありません。 なお、 法律上の身体障害者とされるには、 手帳の交
付を受けていることが要件になります。 どちらの手帳も都道府県知事が交付します。

8． ○正解 精神障害者保健福祉手帳の様式は施行規則で定められており、 本人の写真が貼付されます。 当初は貼付
されていませんでしたが、 改正により貼付が必要となりました。 なお、 身体障害者手帳、 療育手帳とも写
真が貼付されます。

頻出

9． ○正解 措置入院は、 2 人以上の精神保健指定医の診察が必要で、 都道府県知事が決定します（『精神保健福祉法』29
条）。

費用は全額公費で、 自己負担はありません（同法 30 条）。

10． ×誤り 『発達障害者支援法』には、 手帳の制度はありません。 発達障害にある者が精神障害や知的障害に該当す
るのであれば、 精神障害者保健福祉手帳や療育手帳の交付を受けることができます。

上記の事項について、『クエスチョン ・ バンク』『レビューブック』などを使って確認し
ておきましょう。 このほか、『心神喪失者等医療観察法』が複数回出題されています。
今回学習した事項が国試で出題されるとよいですね。 がんばれ受験生！
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PART

8

気にな
る！

保健師
Q&A

い！
知りた

「保健師課程を選択したけど何をすればいいの？」 看護師と違って情報量の
少ない保健師課程について、 編集部によく寄せられる質問をまとめました。

Q1.
A.

始まります！
もうすぐ保健師の実習が
アドバイスをください！

保健師の実習といえば、 家庭訪問と

すく教室」といっても、 A 市では育児教室、 B

保健事業への参加です。

市では放課後児童クラブを指します。 そのため、

家庭訪問では、 対象者の疾患や家庭の問題

事前学習では、 必ず自治体の計画を確認しま

点だけでなく、 その人の生活をみることが重要

しょう。 特に「子ども・ 子育て支援事業計画」

です。 訪問前の限られた情報から、「生活のな

「介護保険事業計画」「高齢者保健福祉計画」

かで心配な部分はあるかな？」「この人の強み

はおさえておきましょう。 また、 各事業の根拠

はどこかな？」と考えてみましょう。 自分なりに

法について『RB 保健師』で確認

対象者の生活を整理したうえで訪問に同行する

しておくとよいでしょう。 実際

と、 表面上の会話だけではわからない、 保健

に 参 加した 事 業を『RB 保 健

Check!

師の意図が見えてきて、実習が楽しくなりますよ。 師』の該当ページに書いてお
保健事業は、 その名称だけでは何の法律で
規定された事業かわかりません。 例えば「すく

Q2.
A.
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けば、 国試対策にもなるのでお
勧めです。

保健師国家試験のための
レビューブック（RB 保健師）

師の国試と
保健師の国試って看護
どう違うんですか？

看護師国試との大きな違いは必修問

成されています。 また、 保健師国試では絶対

題がないことです。 保健師国試の問

基準が用いられており、例年6割（87点 /145点）

題は、 午前 55 問、 午後 55 問の計 110 問で、 1

以上とれば合格となっています。 合格率は 90％

問 1 点の一般問題と 1 問 2 点の状況設定問題で構

程度で推移していましたが、 直近の第 104 回国

試では 81.4% まで下降しました。
保健師国試では、「対象者の状況に合わせ

だけでなく、 問題文の状況を読み取る力が必
要となります。 さらに看護師国試ではほとんど

た保健師の判断」を問う出題が多くみられま

触れられることのない「疫学」「統計学」につ

す。 なかでも「優先順位の高いもの」を選択す

いても必ず出題されます。『QB 保健師』を活

る問題では、「どの選択肢も間違いとは言い切

用して、 保 健 師 国 試 の 問 題 に

れない」「状況設定が変わると解答が変わる」

慣れていきましょう。

といった判断に迷う選択肢が並んでいます。 こ
れらの問題に対応するためには、 知識を覚える

Q3.
A.

Check!

クエスチョン ・ バンク
保健師国家試験問題解説
（QB 保健師）

受験したいのですが、
保健師の公務員試験を
ん！
対策の仕方がわかりませ

公務員試験の日程は、 自治体によっ

『QB 保健師』『RB 保健師』を活用して基礎

て異なりますが、 多くの自治体で 6〜

知識を備え、 さらに 『公衆衛生がみえる』で、

9 月に実施されます。 試験日が重なる自治体も

視覚的にもイメージをつけておくとよいでしょう。

あるので、 自分が受験したい自治体の試験日程

受験生の多くが専門試験の勉強に力を入れてい

を確認して勉強の計画を立てましょう。 試験に

るため、 基礎ができていないと、 ほかの人が

は教養試験、 専門試験、 面接などがあります。

正答している問題を落としてしまう可能性もあり

大学 4 年の 6〜9 月というと、 実習や卒論などと

ます。 教養試験と同様に、 遅くとも受験の半年

も重なるため、 計画的に準備を進めましょう。

前には対策を始めましょう。
そのほか、 論述試験や面接試験については学

●教養試験
教養試験は、 歴史、 数的処理、 文章理解な
ど大変幅広い知識が問われます。 自治体が公開
している過去問や書店にある参考書などで、 遅
くとも受験の半年前には対策を始めましょう。

●専門試験

校の先生に相談して練習する
Check!

方法があります。 論述試
験のテーマはさまざまな
ので、 医療保健福祉関連
の最新の情報や時事問題
をおさえておきましょう。

専門試験では、 保健師の専門知識が問われ
るため、 保健師国試レベルの知識を身につけて

公衆衛生がみえる

おくことが肝心です。

いかがでしたか？ 卒論や看護師国試の対策と並行しながら保健師の勉強をするのは
大変ですが、 早いうちから対策を進めましょう！
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なら…

スマホでいつでもどこ
完全無料で
必修模試に
取り組める！

Web必修
模試50問
さらに！

『QB2019』掲載問題は
もちろん第99〜第107回の
国試全問が解ける！

QB
オンライン
さらに！

間違えた問題の傾向から

学習結果が記録されるの

自動生成したあなただけ

で、 間違えたところだけ

の復習コンテンツに取り

を集中的に取り組むこと

組めます！

ができます！
※フルバージョンのご利用には、書籍版『ク
エスチョン・バンク看護師国家試験問題解
説2019』付録のシリアルコードが必要です。

●関連サービス
あなたが合格しているかを
国試当日に予報します！

（2018 年冬公開予定）
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でも国試対策ができる！
！
『なぜ？どうして？』が
気軽に片手で読める！

なぜ？
どうして？
オンライン
注目！

直近８回分の国試問題を
織り込んだストーリーなの
で、読むだけで国試が解
けるようになります！
※スマートフォン・タブレット専用のサービ
スです。
※ご利用には書籍版『なぜ？どうして？』
（第 7版）各巻付録のシリアルコードが必
要です。

●ナーシングナビゲーターの登録はこちら
PCの方は

こちらから

https://www.mm-nursing-navigator.com/

スマホの方は
こちらから
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ネコナース
直伝！

実習のニガテ
誰もが一度は悩む、実習記録の書き方。がんばって書
いて提出しても、先生からは赤字ばかり…ということ

を見直そう！

はありませんか？ 以下の例で、注意すべき点をチェッ
クしましょう。

胃 が ん 患 者 のアセ ス メント
機能的
健康パターン

Poi n t

S は主観的情報（患者さん
の発言）
、O は客観的情報
（観察・カルテから得られ
た事実）
！ 混同してしまう
人は、
「S ＝さ行→主観的」
と覚えておきましょう。

情

報

アセスメント

Poi n t

S は主 観 的 情 報なので、
患者さん本人の発言を記
載します。
「落ち込んでい
る様 子」という情 報は、
観察者からみたときの客
観的情報です。

S：Subjective data の略。
O：Objective data の略。

健康知覚
健康管理

Poi n t

「血小板数が低値」という情報から、医学の
視点で「疾患名」をつけるのではなく、看護の
視点で
「血小板数が低値」→
「出血傾向」→
「止
血しづらい」と、生活上でどのような影響が考
えられるかということをアセスメントします。

58

意識 克 服 ! 特集
実習記録って
何のために
書くの？

免許取得後に、看護記録を書く練習や準備のためです。看護記録は、看護過程を言語化
したもので、患者さんの状態とともに、専門職としての看護師の行為の目的や必要性、
実施した内容を記します。①医療・看護の継続性・安全性を図ること、②診療情報を医
療従事者間で共有すること、③看護の内容を評価することという 3 つの役割があります。
ときには、なんと裁判の証拠資料として使われることもあるんですよ。学生のうちにきち
んと練習して、慣れておきましょう！

看護診断

Poi n t

不安と出血傾向では、どちらが生命にかかわ
る優先度の高い看護問題でしょうか。出血
傾向ですね。基本的には、 生命にかかわ
る重大な問題→
→

すでに起こっている問題

リスク状態という順番で記載しましょう。

看 護 計 画 ・実 施 ・ 評 価
期待される
結果

具体的な援助計画

実施・評価

Poi n t

看 護 計 画は OP（観察
計画）
、TP（実施計画）
または CP（ケア計画）
、
EP（指導計画）に分け
て、看護問題ごとに記
載します。看護師が行
うケアについての計画
は、OP ではなく TP（ま
たは CP）です。

Poi n t

このような記載では、なぜ「異常なし」と結論づけたのか、他者に
伝えることができていません。
「末梢血液データ：血小板数が 15
万 /μＬと改善傾向、尿・便の潜血反応：
（−）
、バイタルサイン：
体温 36.5℃、血圧 120/80…、皮膚・粘膜の出血班：
（−）であ
るため異常なし」というように、きちんと根拠を記載しましょう。
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相談室
み
悩
お
習
実

さんや家族、
。指導ナース、教員、患者
病棟で長時間を過ごす実習
る人も多いはず。
てい
抱え
みを
りのなかで、ざまざまな悩
グループメンバーとの関わ
！
ます
答え
スが
ネコナー
そんな皆さんのお悩みに、

患者さんが
きて…
受け持ったのは、
高齢の女性患者さん。実習を通してよい信頼関係を築くことができ、
「本当の孫みたい」
と可愛がっ
てくれていました。ある日、その患者さんを訪室すると、
「一緒にこのお菓子、食べない？」とお誘いが。実習中に
飲食するのはあまりよくないと思い、やんわり断ると「それじゃ、いつもよくしてくれているから、代わりにこれで
何か買ってね」と、5,000 円をポケットに入れてきました。このようなときは、どうすればよいのでしょうか？

コレで解決！
このように、感謝の気持ちを込めて看護学生にお菓子や現金などを渡そうとする患
者さんはいますが、現金や物品を受け取ってはいけません。患者さんの気持ちに感
謝を示しつつ、
「学生という立場のため、受け取ることができません。お気持ちだけ
頂戴します」と、お断りの理由を丁寧に説明しましょう。それでもうまく伝わらない
場合は、指導ナースや教員に付き添ってもらいましょう。一方で、お手紙や手作りの
プレゼントなど、受け取らないと失礼になってしまう状況もあるので、指導ナースや
教員にきちんとホウレンソウ（報告・連絡・相談）を行って、対応しましょう。
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が測れない…！
母性看護学の実習で新生児のバイタルサインを測定しようとすると、いつも大声で泣かれてしまって…
うまく測定できません！ どうすればスムーズに測定することができますか？

コレで解決！
新生児のバイタルサインはきわめて不安定で、環境や測定時の条件
により変動してしまいます。突然、新生児の身体に触れたり、聴診
器をあてたりすると、驚いて泣きだしてしまうので、まずは触れなくて
も測定することのできる「呼吸」を観察しましょう。その後、新生児
に優しく声をかけながら、手際よく体温計を脇にはさみ「体温」を測
定し、最後に手の平で温めておいた聴診器をあて、
「心音」を測定し
ます。
「呼吸」→「体温」→「心音」という順番は、新生児をはじめ
とする小児のバイタルサイン測定の基本なので、覚えておきましょう！

とうまくいかない…！
毎日、教員とグループメンバーで反省会をしています。でもメンバーのなかで少し気の強い子がいて…
「それは違うと思う、私は○○だと思う」と発言してきて、少しやりづらいです。どうすればうまくいきますか？

コレで解決！
人間同士なので、どうしても意見の相違や相性はあります。こ
れは、学生同士だけでなく、指導ナースや教員との関わりの
なかでも、同じことがいえます。
「自分の意見が絶対正解」と
思わず、自分の考えとは異なる意見も受け止めるマインドをもつ
こと、そのうえでさらに自分の考えを述べられるようになると、
円滑なコミュニケーションができるようになります。せっかく
の学習の機会なので、積極的な議論の場としましょう。
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指 導 ナ ー ス か ら の 評 価 UP ！

３ポイントアドバイス
への㊙アドバイスを聞きました！
指導ナースの Y.Mさんに、看護学生さん
られるかも！
実践すれば、ほかの学生さんに差をつけ

評価up

point1

指導ナースに

学生さんから、
「忙しそうで指導ナースに話しかけるタイミングがわからない…」という悩みをよく聞きます。でも、あ
くまでも学生さんから声をかけるようにしてください。これも実践的な訓練のひとつです！ ただ、基本的に常に忙し
いので、いつ声をかけられても同じかも…（笑）
。ポイントは、まず「××さん、○○について報告したいので、少々お時
間いただいてもよろしいですか？」と一声かけること。本当に忙しいときは「あと 5 分、待って！」と答えられますし、
こちらも「話を聞こう」と、気持ちを切り替えることができるので！

評価up

point2

だけでは困ります！

学生さんはよく、
「陰洗（陰部洗浄）やりたいです！」などと、朝の目標発表時に伝え
てくれます。でも、それだけでは正直、指導者側は困ってしまいます。まず第一に、 や
りたい ではなく 患者さんに必要か が大切です。目標を伝えるときは、右のような
順番で伝えましょう。また、たった一つのケアでも、患者さんのご都合や職員側で時
間を調整しなければならないこともあります。教員ではなく、患者さんをよく知る病
棟の看護師が付き添ったほうがよいこともあります。いろいろと調整する必要があるの

自分が見学したもの・
経験したもの
そのうえで自分が
できることは何か
やるべきケアは何か

で、前もって計画しているケア内容は、朝のうちに伝えてください！

「ずっと病室にいると、患者さんに迷惑かも…」と
心配する看護学生さんは多いのでは？ でも、せっ
かくの機会なので、積極的に患者さんにかかわり、
患者さんから学ぶ姿勢をもちましょう。看護師にな
ると、学生時代のように時間をかけて１人の患者さ
んにかかわることが難しくなります。もちろん事例

評価up

point3

患者さんに
かかわりましょう

検討で１人の患者さんについて深く学ぶこともあり
ますが、ほかの業務もたくさんありますし、多くの
患者さんを同時に受け持つので、患者さんとお話で
きるのは、バイタルサイン測定の時間だけになって
しまうことも…。学生時代の実習という貴重な機会
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に、患者さんときちんと向き合っておきましょうね！

＼心の栄養

／

先輩の
実習エピソード
教えて！

「意識がなくても…」
ICU で実習していたとき、男性の患者さんを受
け持ちました。患者さんは、腎臓がんの手術中
に大出血、昏睡状態で鎮静薬・鎮痛薬を投与し
ているという危険な状況でした。
「意識がない患
者さんに何ができるだろう？」と看護ケアについ
て悩んでいましたが、指導ナースのアドバイスで
ケアのときは声かけをしたり、空いた時間に手を

ハードな実習を通して、

握ったりしていました。
無事に意識レベルが上がっ

心が折れそうになることも、

て話ができるようになったとき、患者さんは私を

やりがいを感じる嬉しいときも
ありますよね。先輩たちも同じように、
いろいろな経験をしています。

見るなり「いつも声をかけてくれて、手を握ってく
れて、ありがとうね」と話してくれました。一見、
意識がなさそうでも、患者さんがきちんと認識し

ここでは、先輩たちの印象的な

てくれていることがわかり、感動しました。
（大学 4 年 C.Kさん）

実習エピソードをご紹介します。

「患者さんとの大泣き」
30 歳代の難病の患者さんを受け持ちました。友好的な関係性
だったと思います。受け持ち始めてから2 週間たったある日、
突然、
患者さんが「なんで私は、この病気になってしまったのかな…」と
ポツリ、ポツリと話し始めてくれたんです。
「少し前に、同じ病気
の知人が亡くなってしまって、正直に話すとね、
死ぬのが怖いのよ」
と。その話を聞いているうちに、私も「どうして、よりによってこ
の人が病気になってしまったの…？」と、ただただ悔しくなりまし
た。必死に泣くのを我慢していると、それが伝わったのか、患者
さんも涙がポロリ…。結局、2 人でワンワン泣いてしまいました。
その後、
「ありがとう。あなたに打ち明けられたおかげで、スッキ
リした」と言ってくれたときの患者さんの笑顔は、きっと一生忘
れないと思います。その患者さんは、最後に「あなたの夢を聞か
せて。これから何年先でも、ずっと応援していたいの」と言ってく
れました。もう患者さんに会うことはできず、状況もわからないの
ですが、数年経った今でもときどき、空を見上げて患者さんのこ
とを思い出しています。

実習
エピソード
募集！

（看護師 E.Hさん）

メディックメディアでは、みなさんの実習エピソードを募集しています！
メールの件名・本文に以下の内容を記入して、kango@medicmedia.com までご応募ください！
『INFORMA』に掲載された方には、図書カード 3,000 円分をプレゼント！
件名：★わたしの実習エピソード★
本文：●患者さんの性別・年齢・疾患（教えていただける範囲で OK） ●印象的だったエピソードの内容
●お住まいの地域

●学年・職業

●ニックネーム（イニシャル可）
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万部
3
3

看護の

シリーズ

おかげさまで大、大、大好評の看護の「みえる」シリーズ。
実習前にぜひ手に入れよう！

日常生活援助の
技術がみえる！

侵襲的な技術を
ビジュアル化！

身体のみかたが
わかる！

看護技術がみえる vol.1
基礎看護技術

看護技術がみえる vol.2
臨床看護技術

フィジカルアセスメント
がみえる

■第1版 B5 判 314頁 フルカラー

■第 1版 B5 判 386 頁 フルカラー

■第 1版 B5 判 360頁 フルカラー

■ 定価（本体3,000円＋税）
■ 2014年 3月発行
■ ISBN 978-4-89632-511-9

■ 定価（本体 3,600円＋税）

■ 定価（本体 3,200円＋税）

■ 2013年3月発行
■ ISBN 978-4-89632-459-4

■ 2015年 4 月発行
■ ISBN 978-4-89632-566-9

収録内容
●
●
●
●
●
●
●
●
●

看護技術に共通する要素

環境整備

活動援助

食事援助
清潔ケア

排泄ケア（おむつ交換など）
与薬

罨法

創傷管理

収録内容
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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感染予防
採血

注射

輸液
輸血

血糖管理
吸引

酸素療法

栄養管理

排泄ケア（導尿、浣腸・摘便）
救急蘇生法

収録内容
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

フィジカルアセスメント総論
バイタルサイン

頭頸部のアセスメント

呼吸器系のアセスメント

循環器系のアセスメント
腹部のアセスメント

乳房と腋窩のアセスメント

直腸・肛門・生殖器のアセスメント
脳・神経系のアセスメント

筋・骨格系のアセスメント

※スマートフォンや PC で呼吸音と心音を
聴くことができます。

2,000点以上の
かかわる
他書に類を見ない数の写真とイラストが
大変支持されています。

読者の皆さんに好評な必要物品一覧。
実習中に指導者さんから突然「物品一
通り準備して！」と言われても安心◎

教科書的な手順だけではなく、実践に
必要なコツもしっかり載っています。

多くの学生さんたちを悩ます「根拠は？」
という質問。そんなとき、解剖生理に
立ち戻らなければならないこともしばし
ば。このシリーズなら解剖生理も網羅し
ています！

最初に

を看る

入れています。
つく
（専門学校 3 年 K.N さん）

から

（高等専門学校 2 年 K.R さん）

なの

（病院勤務 1 年目 F.S さん）

第 19 号（2018 年 4 月発行）
発行者：ツル先生 北海道出身。
某看護学校の教員。

看護学校だより

看護学校教員、ツル先生のコーナーです。
実習中の看護学生はみんな必死！ 看護に真剣に向き合うからこそ、
壁にぶつかったり、自分を不甲斐なく感じたりすることも。
今回は、ツル先生の心に残った、
ある看護学生の心の揺れと葛藤のエピソードを紹介します。
イラスト 荒井敬子

―― 看護学生の気持ちの揺れに気づいたとき ――
実習中、学生の様子を見に行くと、ナースステーションでひとり退屈そうにしている学生 A
がいました。
ツル

「どうしたの？ 患者さんのところに行かないの？」

学生 A 「え？ 実習めんどくさくて……」A は視線も合わさず答えます。
ツル

「
（心の声：めんどくさいって……そんなの患者さんに申し訳ないわ。
）じゃあ、帰る？」

学生 A 「それもちょっと……」
ツル

「…………。
」

A の受け持ち患者さんは、寝たきりで自発的にお話なさる方
ではないけれど、かといって拒否的な態度をとる方でもありま
せん。そして A は、いつも学校で会うと明るく挨拶してくれる
ような学生です。
実習では、環境の変化や膨大な調べものにとまどい、気持ちに余裕をもつのが難しくなる学
生が多くいます。そのため、これまで見たことのない学生の一面が垣間見えることも……。
私は、A がどんな気持ちで実習に臨んでいるのかということに思いをめぐらせながら、A

の

生
ツル先
場
4コマ劇
教員あるある
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1
看護教員に
はすごい能
力が あるん
です！

2
街なかでも居
酒屋でも、
看護
学生や看護師
を見 分けられ
ます！

の受け持ち患者さんのもとに伺いました。すると、患者さんは痰が絡んで咳き込んで苦しそう
にしていました。その患者さんの痰を取り除くには吸引をする必要があったため、私はすぐに
病棟の看護師さんを呼びました。
そして、患者さんの状態が落ち着いたところで、ふと思うこ
とがあり、私は A の元に戻りました。
ツル

「もしかして、患者さんのところに行くのが怖かった？」

学生 A 「え ?! なんでですか？」
ツル

「私の思い込みだったらごめんね。でも、もし、自分が

看護学生で、あなたの受け持ち患者さんのような方と接した経験がなかったとしたら、患者さ
んが苦しんでいる様子を目の当たりにしたときに、どうしようって怖くなるかもしれないな、
と思ったの」
学生 A 「私…患者さんのこと、怖いなんて言ったらいけないと思って……。患者さんの姿を
見て余計怖くなっちゃったらと思うと、お部屋に行こうにも足がすくんで行けなかったんです
……」そう言って、A は泣き出してしまいました。あぁ、そういうことだったのか……。
看護師としての臨床経験がある私は、そのような場面で自分がやるべきことを判断できるので、
少なくとも「怖い」とは思いません。でも、仮にそのような場面で「怖い」と思い、その気持ち
を誰にも打ち明けられなかったとしたら、誰だってその場から逃げ出したくなると思います。
それでも、A は真剣に患者さんと向き合おうとしているからこそ、
「患者さんが苦しくなっ
たらどうしよう」という不安や逃げ出したい気持ちと葛藤していたのだと思います。
私は、A の「めんどくさい」という無責任ともとれる言葉の裏に隠れていた、
「怖い」という
感情に気づいたときに、はじめて A の本当の気持ちを理解することができたと思いました。
その後、私たちは指導ナースとともに患者さんのところへ行き、病態を確認し、
「こんな症
状が出たらナースコールで看護師を呼ぶ」など、
症状出現時の対処の仕方を一緒に考えました。
翌日、ベッドサイドで、笑顔で患者さんに話しかける A の姿がありました（^^）

3
今では看護教
員も見分けら
れます！

4
でも…… 、
この
能力が役に立っ
たことはありま
せん。
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メディックメディアでは、
皆さんの勉強をサポートするお役立ち情報を
さまざまな方法で無料配信しています。

がんばれ
看護学生!
看 護 学 生のための学 習 情 報サイト。
看 護 師 国 家 試 験に向けた勉 強 法や
先 輩が 育てた『レビューブック』の紹
介 、学 生 生 活 の 過ごし方など、看 護
学生必見の情報がもりだくさんです！

Instagram

フォロワー
23,000人突破！

先輩や現役生の
「マイ・レビューブック」
や
『かんごろ』、
新刊情報などを公開中♪
真似できそうな小ワザをみつけたら、
自分
のレビューブックに取り入れよう！
「マイ・レビューブック」に使える文房具も
紹介しています！

twitter

がんばれ看護学生！

ネコナースのアカウント
(＠neco̲nurse)

フォロワー
13,000人突破！

ネコナースの
アイコンが目印！

クイズや『かんごろ』、
「マイ・レビュー
ブック」のつくり方など、勉 強に役 立
つ情報をつぶやいています！
ネコナースのアカウント
（@medic̲kango）
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看護技術をつぶやく
「@kan̲mie」もあるよ
by マメくん

配信もやってます！

❶メディックメディアからの
お知らせ・国試クイズ

頻出分野のポイントを出題する国試クイズや、
新刊書籍、模試に関する情報など、
看護学生にうれしい情報をお届けします。
今すぐ友だち追加してね♪

または

QRコードを読み取る

メニューの
「友だち追加」
で
@medicmedia̲kangoとID検索する

❷看護用語の検索がラクチン！
検索したい語句の後ろに「？」を入れてメッセージを送信すると、
『レビューブック』に記載されている看護用語の意味や検査値が
出てきます。また、
『レビューブック』
『クエスチョン・バンク』
『QB
必修』の該当ページも表示されます。
調べたいページが
すぐわかる！

検査値の基準値も
調べられる！

清拭の
ページは
ココね！

勉強中

アルブミンの
基準値は
これね！

実習期間中
効率よく勉強できるね！
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200点のグラフと
800点のイラスト・図表で
法律・制度・統計を解説
2018 年改訂版好評発売中！
Visual Guide : Medical Care and Public Health

医療保障制度

医療保険

（衛 - 231 ）

ての国民が何らかの医療保険に加入している
（国民皆保険）
．被保険者は保険者に保険料を納めることで，
傷病の際に保険医療機関を通して医療の給付を受け，残りの医療費を自己負担で支払う．

社会保険方式
主に加入者の支払う
保険料を財源とする方
式．医療制度のみを目
的として資金を拠出す
るため，他の制度から
独 立して運 用される．
日本，ドイツ，フラン
スなど．
税方式
租 税（税 金）に財 源
を求める方式．政府に
よる経済的，政策的管
理が容易であり，予防
を含めた広 範なサービ
ス提供が可能．イギリ
ス，北欧諸国など．

象

すべての国民が何らかの公的な医療保険に加入する仕組みとなっている（国民皆保険）．

全国民

医療保険

退職者医療制度
後期高齢者医療制度（p.233）― 75 歳以上，もしくは 65 歳以上の障
害認定者
医療扶助（生活保護法）
低所得者，戦傷病者などのような経
―― 済的・社会的配慮を要する者や社会
公費負担医療 ―― 障害者の自立支援医療
防衛的手段を要する感染症患者など
（p.166）
感染症の強制入院 など

制

度

（p.161）

医療保険
●

被保険者（加入者）は，所得に応じた保険料を保険者（運営主体）に納める

●

傷病の際，保険者から医療の給付を受け，残りを自己負担で支払う

❶ 医療保険の種類
被用者保険（職域保険） 国民健康保険
（地域保険） 後期高齢者医療制度
根拠法

●
●

加入者

健康保険法

●

サラリーマン， その
家族など

加入者比

●

国民健康保険法
自営業者，農業従事
者など

約 60％

約 30％

●

高齢者医療確保法

●

75 歳以上の者など

健康
保険

保険者

法

全国健康保険
協会
（協会けんぽ）

主に大企業の
サラリーマンと
その家族

A

船員と
その家族

共済
保険

公務員，
私立学校教職員と
その家族

全国健康保険
協会

業務外の病気・
怪我，出産，死亡
※業務上の病気・
怪我，死亡は
労災保険

船員保険法

各共済組合

特定業種（医歯薬，
弁護士，酒屋など）
の自営業者

給付事由

規

健康保険法

健康保険組合

TOYAT

船員
保険

後期
高齢者
医療制度

約 10％

被保険者
主に中小企業の
サラリーマンと
その家族

各共済組合法
病気・怪我，出産，
死亡

国民健康保険
組合

上記以外の
一般住民

都道府県，
市町村，特別区

75 歳以上の者 および
65〜74 歳で
一定の障害のある者

後期高齢者医療
広域連合

国民健康保険法

高齢者医療
確保法（p.232）

※業務上・外の
区別なし

医療保障制度

現物給付
物やサービスにより
給付を行う方式．医療
サービスなどがこれに当
たる．

●

が事業所単位で加入する（職域保険）．

社会保障と医療経済

現金給付
保険の給付を現金で
行う方式．年金などが
これに当たる．

――

被用者保険の適用を受けない者は，居住地ごとの国民健康保険に加入することとなる（地域保険）．

○ 診
×療所

診療報酬制度
医療保険を適用でき
る診療行為の種類と点
数が事 前に決まってお
り，提供した診療行為
の点数に相当する金額
が支払われる．医療費
抑制のため，出来高払
い制度に代わり，包括
評価による定額払い制
度が導入されつつある．

対

被用者保険
国民健康保険

医療保険 ―――

医療保険制度は，被用者保険と国民健康保険に大別される．被用者保険は企業などの被雇用者（被用者）

●

国民健康保険

保険診療
保険医の登録をした
医師，保険医療機関の
指定を受けた医療機関
での診 療のこと（二 重
指定制）
．

法規・保険制度

―

―

●

被用者保険

地域保険
被用者でない者が加
入する国民健康保険は
居住地域によって加入
する保 険が決まるため
地域保険と呼ばれる．

医療保障制度

職域保険
被用者保険は被用者
（被雇用者）の所属する
会社によって加入する
保険が決まるため，職
域保険と呼ばれる．

（衛 - 231 ）

医療保険の種類と対象

医療保障とは，国民が傷病の際に，必要な医療を効果的に受けられることを保障する制度である．すべ

病気・怪我

❷ 自己負担割合
基

本

3割

例

外

●

小学校就学前 ･･･ 2 割

●

70 〜 74 歳 ･････ 2 割（一定以上所得者は 3 割）

●

75 歳〜 ････････ 1 割（一定以上所得者は 3 割）

❸ 国民皆保険
●

加入者数を年齢別にみると，若い年齢層で健康保険（被用者

保険料を財源とする（⇔税方式：租税を財源とする）
健康保険と総人口

公費医療
●

加入者数

（p.166 ）

国や自治体が，税を財源として医療費を給付する制度

法律によるもの （主なもの）
●

感染症法 ････････1・2 類感染症

●

精神保健福祉法 ･･措置入院

●

生活保護法 ･･････医療扶助

●

母子保健法 ･･････未熟児養育医療

●

難病法

･･･････難病医療費助成制度
対

加入者全体でみると，6 割が被用者
後期高齢者医療制度に加入している．

年齢階級別にみた健康保険と国民健康保険の加入者数（2016 年度）

現金ではなく，現物（医療サービス）を給付される

❺ 社会保険方式
●

●

保険，3 割が国民健康保険，1 割が

保険）の加入者の割合が高い．

すべての国民が，何らかの医療保険に加入している（1961 年に実現）

❹ 現物給付
●

医療保険の加入者

健康保険（被用者保険）
と国民健康保険の年齢構成
●

象

潰瘍性大腸炎，パーキンソン病，

1,200 1,000 800 600 400 200
万人

0

70〜74
65〜69
60〜64
55〜59
50〜54
45〜49
40〜44
35〜39
30〜34
25〜29
20〜24
15〜19
10〜14
5〜9
0〜4 歳

総人口

全身性エリテマトーデス など

国民健康保険と総人口

医療保険制度の加入者内訳（2016年3月末）
後期高齢者
国保組合 医療制度
12.9％
2.3％

全国健康
保険協会
29.5％

国民健康
被用者保険
市町村 保険
（職域保険）
国保 （地域保険）
59.6％
25.2％ 27.5％
23.1％
船員保険
0.1％
0

200 400 600 800 1,000 1,200
万人
資料：厚生労働省保険局調べ

7.0％
共済組合

健康保険
組合

資料：厚生労働省保険局調べ
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イメージするカラダのしくみ

解剖生理の
イラスト満載！

第3版 B5判 484頁
2018年3月発行

定価（本体3,600円＋税）

イメカラ公式webサイ
ト http://www.imekara.com

サンプル
ページも
見られます

シリーズ
新刊発行
疾患，
どの代謝
糖尿病な
る！
か
わ
も
患
内分泌疾
■イメカラ内分泌・代謝
第1版 2017年12月発行
A5判 280頁

定価（本体1,900円＋税）

■イメカラ循環器
第１版 2010年4月発行 定価（本体1,400円＋税） A5判 142頁
■イメカラ呼吸器
第1版 2011年6月発行 定価（本体1,600円＋税） A5判 198頁
■イメカラ腎臓
第1版 2012年5月発行 定価（本体1,500円＋税） A5判 170頁
■イメカラ消化管
第1版 2013年11月発行 定価（本体1,700円＋税） A5判 220頁
■イメカラ肝・胆・膵
第1版 2016年1月発行 定価（本体1,800円＋税） A5判 240頁

友達どうしで
使ってね！

スタンプ

ありそうでなかった！ 看護学生さん向けの LINE スタンプ。
ナースになってからも使える！

40 個
120 円
（税込）

スタンプの
ダウンロードはコチラ

こんなふうに
使える

がんばれ
看護学生！

近くに書店がない…。書店に行く時間はないけれど、
今すぐ本がほしい…。
こんなときでも大丈夫! スマホやPCからいつでも本を注文できます。
https://www.medicmedia.com/cgi-bin/webshop/shop/index.cgi

4,000円
（税込）
以
上のご購 入で、
オリ
ジナルコッ
トンバッグ
をプレゼント！

ポイントを集めて、
タン
ブラーやネコナース
のハッ
トピンなどと交
換できる！
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メ デ ィッ ク メ デ ィア の 書 籍 一 覧
参 ……参考書

問 ……問題集

看護師国試対策
参

問

看護師・看護学生のための

レビューブック
2019

クエスチョン・
バンク
Select 必修

看護師国家試験
問題解説
2019

第20版 A5変型判
1,536頁
定価（本体5,400円＋税）

なぜ？どうして？シリーズ

問

クエスチョン・
バンク

2019
看護師国家試験
問題集

第19版 B5判 1,512頁
定価（本体5,400円+税）

第14版 B5判 約580頁
定価（本体2,500円+税）

参
看護師・看護学生のための

なぜ？どうして？ 2018-2019 シリーズ
第7版 B6判 全10巻 各定価（本体1,500円＋税）

国 試

①基礎看護学
②成人看護学総論
③消化管／肝胆膵／循環器
④内分泌・代謝／腎・泌尿器
⑤免疫／血液／感染症／呼吸器
⑥脳・神経／運動器／感覚器
⑦老年看護学／小児看護学
⑧女性生殖器／母性看護学
⑨精神看護学／在宅看護論
⑩看護の統合と実践／健康支援と社会保障

対 策
参
看護師国家試験のための
ゴロあわせ集

かんごろ
2018年
5月2日
発行予定

第6版 B6変型判 約300頁
定価（本体1,500円＋税）

保健師国試対策
参
保健師国家試験のための

レビューブック
2019

第19版 A5判 約380頁
定価（本体2,500円+税）
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問

クエスチョン・
バンク

参

公衆衛生がみえる
2018-2019

保健師国家試験
問題解説 2019

第11版 B5判 約860頁
定価（本体3,500円+税）

第3版 B5判 484頁
定価（本体3,600円+税）

参

参

参

看護技術が
みえる vol.1

看護技術が
みえる vol.2
臨床看護技術

フィジカル
アセスメント
がみえる

第1版 B5判 314頁
定価（本体3,000円+税）

第1版 B5判 386頁
定価（本体3,600円+税）

第1版 B5判 360頁
定価（本体3,200円+税）

基礎看護技術

病気がみえるシリーズ B5判

参

実 習
対 策

vol.1 消化器
第5版
定価（本体3,600円+税）
vol.2 循環器
第4版
定価（本体3,600円+税）
vol.3 糖尿病・代謝・内分泌 第4版
定価（本体3,300円+税）
vol.4 呼吸器
第2版
定価（本体3,500円+税）
vol.5 血液
第2版
定価（本体3,200円+税）
vol.6 免疫・膠原病・感染症 第1版
定価（本体3,000円+税）

イメカラシリーズ A5判

おま

詳細はWEBページへ

参

循環器 第1版 定価（本体1,400円+税）
呼吸器 第1版 定価（本体1,600円+税）
腎臓 第1版 定価（本体1,500円+税）

vol.7 脳・神経
第2版
定価（本体3,900円+税）
vol.8 腎・泌尿器 第2版
定価（本体3,300円+税）
vol.9 婦人科・乳腺外科 第3版
定価（本体3,200円+税）
vol.10 産科
第3版
定価（本体3,500円+税）
vol.11 運動器・整形外科 第1版
定価（本体3,800円+税）

NEW

https://medicmedia
-kango.com/
book/kokushi

消化管 第1版 定価（本体1,700円+税）
肝・胆・膵 第1版 定価（本体1,800円+税）
内分泌・代謝 第1版 定価（本体1,900円＋税）

け

ー 現在担当している書籍は？

看護学生さんのマストアイテム、
『看護師・看護学生のためのレビューブック』です！
第4 回

ー 初めての書籍作りで一番大変だったことは？

『レビューブック』本体はもちろんですが、今年は新
しい付録である『study schedule』をイチから
作りました。看護学生さんが使っていてテンションが上がるようなかわいい
皆さま、ごきげんいかがですか。イネ科 紙面に仕上がるよう、デザイナーさんとやり取りを重ねました。ぜひ使っ
花粉の到来によりティッシュの手放せな てみてくださいね♪
い日々が続いております、新人編集者の
Sです。今回は、入社して2年目に突入し
たJ.T氏を紹 介します。T氏は元 看護 学
科生であり、学生の皆さまと同じく実習
を経験し、国試を突破してきた先輩でも
あります。そんなT氏の素顔に迫ります。

ー 休日は何をして過ごしていますか？

寝るのが大好きなので、ひたすらゴロゴロしています。朝寝坊してのんびり過
ごすのが至福です！

ー 最後に看護学生さんに一言

私も看護学生でした。実習に卒論に国試に・・・寝不足で辛かったり、指導者さ
んに怒られたり・・大変なこともたくさんありますが、明けない夜はありませんよ！応
援しています！
ーありがとうございました〜

次回は誰かな〜？ 気長に待っててね！
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募集

メディックメディアで

アルバイトしませんか？
メディックメディア書籍の一番の特長は 、徹底した 「読者目線」です。
これは 、本の企画〜制作の過程で 、読者である 看護学生 さんや
現役の看護師 さん 、看護教員経験者 の皆さんに参加してもらい 、
その生の声を本づくりに反映している ことによります。
本づくりにかかわってみたい方 、ぜひご応募ください！

看護師として臨床経験のある方
看護教員経験者
看護学生として学校に通っている方
大学編入などで比較的時間に余裕のある方
大学院で研究中の方
イラスト作成や動 画 編 集、 プログラミング
などの特技がある方

こんな方、
募集中

募集要項

仕事内容

●『レビューブック』
『クエスチョン・バンク』

『なぜ？どうして？』などの編集補助

● 予想問題作成

応募条件

勤務時間

給

与

など

● 東京都港区南青山のオフィス（最寄り駅：外苑前or表参道）

に通勤可能な方

● 平日

10:0 0 〜 18:0 0 （ご相談に応じます）

※場合によっては 、上記時間外 、土日の勤務もあります。
● 看護師免許なし：時給1,10 0円〜

● 看護師免許あり：時給1, 20 0円〜

応募と詳細は ホームページをご 覧ください ▶▶
https://www.medicmedia-kango.com/entry/arbeit/
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場所は青山だし、
オフィスは
こんな感じで広くて快適！

メディックで働くアルバイトさんの 声

看護学生

ア ル バイト

国試合格

10 0％！

読者として『レビューブック』
や『クエ
スチョン・バンク』のわかりにくい点を伝えたり、改善
するために必要な資料を集めたり、ときには代案を考
えたりしました。それらの意見や資料を元に編集者の
方が監修の先生と相談して誌面に反映してくれたときに
は感動しました。実習や授業の都合に合わせてアルバ
元アルバイト M.Kさん

イトに来られるところも、
とても助かっています！

家族の介護のために学校を退職し、
介護と両立できる仕事を探していまし

出産を機に臨床現場から離れました

た。そんなときに出合ったのが、
この仕

が、子育てが一段落ついたら戻れるよ

事です。これまで培った教え方のノウ

うに、子育てを優先しつつ看護にか

ハウや国家試験対策の知識を活かす

かわれる仕事を探していました。出

ことができ、教員とは違った形で看護

版社で看護の経験が活かせるのか不

教育にかかわれるので充実感もあり

安でしたが、書籍づくりを通して知識

ます。また、
時間の融通が利くので介

の再確認や、
最新の情報をキャッチす

護と両立させることもで

ることもできて、現場に復帰

きています。

してもついていけそうです。

元看護系大学教員 T.Hさん

臨床経験６年 A.Bさん
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p.79から
読んでね！
！

ポジティブに︑
よりよく生きて
いけるように⁝
実際に２つの道を歩み始めて︑
いま改めて音楽と看護師の共通
点の多さを実感しています︒例
えば私は︑聴いてくれた人が少し
でもポジティブになれるように

いなと思っています︒看護にお
いても︑その場限りの笑顔や優し
さではなくて︑その先のことまで
考えて︑患者さんがよりよく生き
ていけるようにかかわることが
すごく大事なんですよね︒
看護をやっていて気づいた患
者さんの表情や気持ちの変化︑
ま
た︑自分が患者さんの力になれな

うふうに看護師としての自分の
想いをベースに曲作りできたと
きは︑看護師をやっていてよかっ
たと思える瞬間ですね︒
一方で︑音楽で培ったことを
看護に活かすために︑将来は病
院や施設でも歌いたいと思って
います︒
もし歌っている私を見かけた

国試受験生
への応援
コメントつき！

に会って笑い合うと︑パワーを

詳しくは、
裏表紙を
check！

味で﹁特別じゃなかった﹂と思
えています︒とはいっても︑勤
務やライブが続いて身体がキツ
いときはありますし︑やはり体
力を使うので食べ物や睡眠には
気をつけていますね︒
あとは︑笑うことが本当に大
事！ すごく疲れていても︑誰か

瀬川あやかさんのサイン入り
『看護技術がみえる vol.1 基礎看護技術』を
3名様にプレゼント！！

ら︑声をかけてもらえるとうれ
しいです︒

Instagram

かったときの経験が︑曲作りにつ
ながることもあります︒そうい

https://www.instagram.com/
segawa_ayaka/

と思って曲作りをしているので
すが︑ただ﹁大丈夫﹂と歌っても
説得力がない︒ときにはネガティ
ブな部分や不安な気持ちも盛り

https://ameblo.jp/ayaka-segawa/

も ら え る︒人 に 会 う こ と で パ
ワーを交換できるんだなと思
い︑人に会うこともすごく大事
にしています︒
込みながら︑
﹁それでもがんばろ
うよ﹂と言えるような歌詞を目
指しています︒これは看護でも

同じで︑ただ﹁大丈夫﹂と声をか
けても患者さんは安心できない︒
不安な気持ちを聞いたり︑わから
ないところを丁寧に説明したり
して︑初めて患者さんの力になれ
るんです︒
それと︑曲を聴いた瞬間にポジ
ティブになってもらえるだけで
なく︑聴いたあとに︑1時間︑1
日︑1か月︑1年後と︑余韻とし
て心に残っていくものを作りた
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瀬川あやかオフィシャルブログ
「AYAKA BLOG」
Blog

歌を聞いたら﹁ソーラン節﹂と
おっしゃったので︑移乗すると
きに私が﹁ソーラン︑
ソーラン﹂
と歌ってみたんです︒するとい
つもは﹁あっちが痛い﹂﹁こっち
が痛い﹂と動けなかった患者さ
んが︑
﹁今日は動ける気がする﹂
とおっしゃって起き上がった
んです︒さらに︑いつもは部屋

で食事していたのに︑﹁今日はロ
ビーに出てみようかな﹂とおっ
しゃって︒自分が元気だったこ
ろの記憶がソーラン節で引き出
されて身体が動いたのかなと思
いました︒
それまで︑音楽と看護は完全
に別物だと思っていましたが︑
この経験をしてからは違うもの

だと考えるのをやめたんです︒
どちらも困っている人や元気の
ない人に寄り添えるものじゃな
いかと思って︑考え方が変わり
ました︒その日から︑２つの道
を歩もうと決心しました︒

いろいろな人から話を
聞いてほしい

くのがいいのかな思います︒

バイスをするなら︑もし何かに
迷ったときは１人で悩まないで
いろいろな人の話を聞いたほう
がいいということです︒私の話
もたくさんのなかのひとつとし
て聞いてほしくて︒いろいろな
人の話や意見を聞いて︑そのあ
とに自分にとって大切なものや
一番やりたいことを考えて︑こ
れだ！ と思うものを選んでい

自分のもやもやした気持ち
を人に話すのは勇気がいるし︑
かっこ悪いと思ってしまうとき

親に﹁歌手も看護師もやりた
い﹂と相談したら﹁小さいころ
から言ってたもんね﹂と応援し
てくれたので︑とてもありがた

もあるけれど︑
今でも私は︑
なる
べくいろいろな人に話すことで
多くの意見をもらえるように気

てしながらお仕事されている方
とか⁝︒だから︑最近はいい意

た︒でも︑よく考えたらみんな
何かしら二刀流をやっているん
だな︑
と思います︒例えば︑
子育

仕事を始めたころは﹁看護も
音楽も両方やるんだ︑二刀流を
やるんだ！﹂と身構えていまし

いい意味で
﹁特別じゃなかった﹂

をつけています︒

か っ た で す︒友 人 に も 相 談 し
ていましたが︑やっぱり所属し
ていたゼミの先生にはなかなか
言えませんでしたね︒まわりに
いるほとんどの学生が看護師に
なるのですごく言いづらくて︒
でもあるとき意を決して︑なか
なか言えなかった理由も含め
て打ち明けると︑
﹁えっ？ なん
で言えないの？ いいじゃない︒
道は１つじゃないんだから﹂と
言ってくださって︒そのとき︑
すごくホッとしたのを覚えてい
ます︒
私から学生のみなさんへアド
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が多かったですね︒
﹃QB﹄で間
違った問題は︑必ずもう１回解
くようにしていました︒

将来は歌 手 か
看護師に な る

にしてしまうことがあります
が︑
本当は︑
自分ががんばること
よりも相手がどう感じるかをメ
インに考えて行動しなきゃいけ
ない︒これ︑看護だけに言える
ことじゃないんですよね︒

本気で国試対策を始めたのは
結構遅くて︑実は年末ぐらいか

です！
﹁やばい﹂
と思って焦りま
したね︵笑︶
︒復習が終わって
もふせんをはがさず︑チェック
マークを入れる方がよかったで
す︒問題集は﹃クエスチョン・
バンク︵QB︶
﹄
を使っていまし
た︒
午前中に﹃レビューブック﹄
の内容を覚えて︑休憩をはさん
でから︑
夜は﹃QB﹄
を解くこと
実習のときだけでなく︑国試
受験前も音楽活動は控えていま
した︒国試勉強では︑模試やテ

らです⁝︒なので国試前︑特に

国試勉強はもう
したくないです︵笑︶

ス ト で 間 違 え た と こ ろ を﹃ レ
ビューブック﹄
でチェックして︑

い看護師にもなりたかったので
たくさん悩み︑最終的に東京に
ある大学の看護科に進学するこ
とに決めました︒
その大学で学生生活を送って
いたわけですが︑あるとき私が
学園祭の催し物に出場している
姿を見たスカウトの方が声をか
けてくださって︒それをきっか

ふせんをたくさん貼っていまし

1月・2月は︑とても集中して
国試勉強をしていました︒今だ
から言えますけど︑もう国試勉
強はやりたくないですね︵笑︶
︒

最初に音楽をやりたいと思っ
たのは５歳のときですね︒おば
あちゃんがピアノを弾いていて
とても楽しそうだったので︑
私も
真似したくなったんです︒それ
から︑
中学生のときにギターにも

たね︒
そのあと︑復習して覚えたら
そのふせんをはがすという方法
で勉強していました︒貼ったふ

卒業後に看護師と歌手のどち

けに子供のころからのもう１つ
の夢だった音楽活動を本格的に
始めることができました︒

それからは看護学生生活と並
行して音楽活動をしていました
が︑さすがに実習中はハードす

せんをどんどん減らしていくの
が快感で︵笑︶
︒そうして︑
国試
当日までに全部のふせんをはが
し終わったんですよ！でも︑実

らの道を選ぶか︑実はぎりぎり
まで悩んでいました︒そんなと
き︑ある実習で全介助状態の認

興味をもち練習し始めたんです
けど全然上達しなくて⁝︒大学
に入ってからプロのギタリスト

が子供のころ︑
母は看護助手をし
ていて︑小さいときから病院に遊
びに行っていたんです︒そこで
ナースステーションの様子や働

ぎて両立できないと思い︑実習
に専念させてもらいました︒実
習って本当にきついですよね︒
ただ︑当時がんばってつくった

はこの方法には落とし穴があり
ま し た︒国 試 当 日 に 見 直 そ う
としたのですが︑ふせんが何も

知症の方を受け持たせていただ
いたのですが︑その方に好きな

識したきっかけは母でした︒私

の方に習ってやり直しました︒
一方で︑看護師になることを意

いている看護師さんの姿を見て︑
﹁私もこうなるのかな﹂となんと
なく思っていて⁝︒そのころか
ら︑﹁将来は歌手か看護師になる﹂

看護計画やアセスメントは︑す
ごく大事だったんだなと今に
なって思います︒例えば︑実習

残ってなくて︑どこを間違えた
かわからなくなってしまったん

看護学生生活と
音楽活動︑両立は
難しいときも⁝

とよく言っていました︒
高校生になってもその気持ち
は変わらなかったんですが︑こ

中に何か行動しなきゃいけない
と焦って︑患者さんを質問攻め

音楽と看護︑違うもの
だと考えるのをやめた

のままの環境だと歌手は難しい
なと考えていました︒同じくら
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看
護
学
生
応
援
イン
タビ
ュー
瀬川あやかさん
Proﬁle
1992 年、
北海道生まれ。ベンヌ所属。2016 年 6月ポニー
キャニオンよりメジャーデビュー。大学の看護学科卒業後、
第 105 回看護師国試に合格。現在、看護師 3 年目のシン
ガーソングライター。楽曲は CM や番組テーマ曲、アニメ
主題歌などさまざまなメディアとタイアップしている。

Ayaka
Segawa

歌手も看護師も、
困っている人や元気のない人に
寄り添える仕事じゃないかと思って。
歌手と看護師、なかなか結びつかない仕事を両立している瀬川あやかさん。
なぜ２つの道を進もうと思ったのか、そこには彼女の熱い想いと決心、
そしてそれぞれの仕事の意外な共通点がありました。
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愛読者

PRESENT QUIZ

プレゼント
クイズ

Q. 2018年5月発行予定の看護師国試に使えるゴロが満載の書籍は？
ヒントは P.26を見てね！

『 か○ ○ろ』

答えがわかったら、
下記 QRコードから応募してね！

10 名様

『レビューブック2019』＆
『レビューブック』カバーセット※
※絵柄は編集部おまかせとなります。

瀬川あやかさんサイン入り

『看護技術が
みえるvol.1
基礎看護技術』

3 名様

お好きなプリペイドカード
※いずれかお好きなカードを
お選びいただけます。

図書カード
or
クオカード

〆切

50 名様

3,000円分

2018年6月29日

※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
発送は 7 月下旬を予定しています。

CARD

応募はコチラから！
http://bit.ly/2D6QRNv
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