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マーク
レビューブックコード

過 去 10 回 の 国 試
で 3 回以上出題さ
れている頻出テー

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

マの問題には、よ
くでるマークを付

ビューブック』から探せます！

けています。

チェックボックス

正答率・
選択率

解 け たら○、要 復 習 は △、間
違えたら×などのように記入し、
学習の進捗や理解度の把握が
可能です。

各選択肢の選択率
と正答率を掲載し
ています。 合格の
ために必ずおさえ

充実の解説

ておくべき高正答
率問題がひと目で
分かります。 また、

【解法の要点】【解説】【基本事
項】【補足事項】で構成。 充実

選択率からは受験

の内容で過去 10 回分の国試内
容をカバー。

生がどこで迷った
のか、間違えたの
かが把握でき、よ
り有意義な学習が
可能です。

豊富なイラスト
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。
また、『病気がみえる』や『看
護がみえる』にも掲載されてい
るイラストが、理解をさらに深め
てくれます。

類題演習
『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。
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スマホで QRコードを
読み込むと…

WEB上で類似問題を
演習できます！

『クエスチョン ・ バンク』は、国試合格者に一番選ばれている過去問題集です＊。 国試
レビューブック

分析により厳選した1,713問を収録し、不正解選択肢についても丁寧にわかりやすく解説。
また、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 10 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ましょう！
＊メディックメディアの採点サービス「ネコナースの合格予報」調べ（2018 年、回答者 31，740 名）

クエスチョン・バンク︵ Q B ︶

レビューブックと一緒に使うなら『QB』シリーズ！
●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、解け

ら、レビューブックで学んだテーマの国

ないところはすぐに『レビューブック』で

試 ・ 予想問題をすぐ解くことができます。

調べることができます！

QB

レビューブック

QB 必修
QB必修

3 冊が「レビューブッ
クコード」
（p.17）に
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、
効率よく国試対策ができる！

無料アプリでいつでもどこでも国試対策
H 感染症

17 回分 ・ 4000 問以上の看護師国家試験問題が解けます。
107A87

human immunodeficiency virus infection

１．本人より先に家族に病名を告知する．

1 回目 2 回目 3 回目

クエスチョン・バンク 看護師国家試験問題集

２．国内では異性間性的接触による感染が最も多い．

［無料アプリ］

３．適切な対応によって母子感染率を下げることができる．
４．性行為の際には必ずコンドームを使用するよう指導する．
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５．HIV に感染していれば後天性免疫不全症候群〈エイズ〉と診断できる．

RB 保 健 師・Q B 保 健 師

ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症について適切なのはどれか．2 つ選べ．

20 問

HIV 感染症は慢性的な経過をたどる性感染症のひとつである．感染経路やエイズと

●書籍と連動した解説が読める

●
QRで書籍の類問も解ける
の違いなどについて理解しておこう．

（RB-H31～35（RB-H30）
）

H 感染症

×１ 本人より先に家族に病名を告知することはない．家族に告知するときは必ず本
QBN2020_
なぜ 8 版 _QR リンク
107A87

ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症について適切なのはどれか．2 つ選べ．
human immunodeficiency virus infection

人の同意を得る必要がある．

1 回目 2 回目 3 回目

１．本人より先に家族に病名を告知する．

２．国内では異性間性的接触による感染が最も多い．

×２

３．適切な対応によって母子感染率を下げることができる．

平成 28 年エイズ発生動向（厚生労働省）によると，日本の HIV 感染者の感染
４．性行為の際には必ずコンドームを使用するよう指導する．
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５．HIV に感染していれば後天性免疫不全症候群〈エイズ〉と診断できる．

20 問

経路は，同性間の性的接触が 58.7 ％と最も多い．
HIV 感染症は慢性的な経過をたどる性感染症のひとつである．感染経路やエイズと

書籍付録
シリアルで

の違いなどについて理解しておこう．（RB-H31～35（RB-H30）
）

○３

×１ 本人より先に家族に病名を告知することはない．家族に告知するときは必ず本
QBN2020_
なぜ 8 版 _QR リンク

母子感染を防止するために，妊娠初期の HIV スクリーニング検査の実施，妊娠
人の同意を得る必要がある．

×２

平成 28 年エイズ発生動向（厚生労働省）によると，日本の HIV 感染者の感染

中や分娩時の抗 HIV 療法，選択的帝王切開術，帝王切開時の抗 HIV 薬点滴投与，
経路は，同性間の性的接触が 58.7 ％と最も多い．

問題番号：31
○３

母子感染を防止するために，妊娠初期の HIV スクリーニング検査の実施，妊娠

中や分娩時の抗 HIV 療法，選択的帝王切開術，帝王切開時の抗 HIV 薬点滴投与，

問題番号：31
問題番号：36
出生児への抗
HIV 薬シロップ予防投与，人工乳哺育などを行う．
出生児への抗 HIV 薬シロップ予防投与，人工乳哺育などを行う．

書籍と連動

○４

○４

テーマ［食中毒の種類］
に必ずコンドームを使用する．

×５

テーマ［頭蓋内圧亢進とは］

HIV に感染した後に数年が経過し，CD4
陽性 T 細胞が徐々に減少し免疫不全
QR コードをスキャンすると

QR コードをスキャンすると
Hなぜ？どうして？が読める！

なぜ？どうして？が読める！

となった状態をエイズという．ニューモシスチス肺炎などのエイズ診断のための

テーマ［

指標疾患のうち，1 つ以上を認めればエイズ発症と診断される．

×５

【正答率】78.2 % 【選択率】1：0.1 % 2：16.7 % 3：83.4 % 4：94.4 % 5：5.4 %

正

解

３，４

HIV に感染した後に数年が経過し，CD4
陽性 T 細胞が徐々に減少し免疫不全
QR コードをスキャンすると
HIV 感染症／後天性免疫不全症候群（エイズ）の類題演習
105A82, 102P77

➡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！
問題番号：32
問題番号：37
なぜ？どうして？が読める！
QR コードを Check ！

となった状態をエイズという．ニューモシスチス肺炎などのエイズ診断のための
テーマ［HIV とエイズ］
QR コードをスキャンすると
なぜ？どうして？が読める！

QR コードをスキャンすると
なぜ？どうして？が読める！

2：16.7 %

問題番号：33

3：83.4 %

4：94.4 %

5：5.4 %

問題番号：38

105A82, 102P77

テーマ［呼吸運動のしくみ］

テーマ［パーキンソン病の薬物
療法］

問題番号：32

QR コードをスキャンすると
QR コードをスキャンすると
➡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！
なぜ？どうして？が読める！
なぜ？どうして？が読める！
QR コードを Check ！

正

解

かんごろ

指標疾患のうち，1 つ以上を認めればエイズ発症と診断される．
【正答率】78.2 % 【選択率】1：0.1 %

３，４

問題番号：37

（RB- ○○）は『レビューブック 2020』
（RBH ○○）は『レビューブック 2019』の参照ページです．
，
『レ
⿇

問題番号：39
テーマ［HIV とエイズ］

テーマ［
のコミュ

ビューブック』がすぐ開けるから効率アップ！
問題番号：34
QUESTIONBANK for nurse 2020

HH17

テーマ［スパイロメトリーとは
／肺活量］

QR コードをスキャンすると
なぜ？どうして？が読める！

テーマ［骨の生理］

QR コードをスキャンすると
なぜ？どうして？が読める！

QBN2019_20_H.indd
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クエスチョン・バンク
問題番号：35

QR コード
なぜ？どう

QR コードをスキャンすると
なぜ？どうして？が読める！
2019/01/17

12:36:40

で検索

問題番号：40

テーマ［気道クリーニング］

テーマ［シーネ固定とギプス固
定］

QR コードをスキャンすると
なぜ？どうして？が読める！

問題番号：33

QR コード
Hなぜ？どう

テーマ［言語障害をもつ患者と
のコミュニケーション］

HIV 感染症／後天性免疫不全症候群（エイズ）
（エイズ
エイズ）
の類題演習

全解説が
OPEN

問題番号：36

HIV は血液，精液，膣分泌液などに多く分泌されるので，HIV 感染を防ぐため

HIV は血液，精液，膣分泌液などに多く分泌されるので，HIV 感染を防ぐため

テーマ［食中毒の種類］
に必ずコンドームを使用する．

QR コードをスキャンすると
なぜ？どうして？が読める！

-4-

テーマ［呼吸運動のしくみ］
QR コードをスキャンすると

問題番号：38

19

テーマ［
療法］

QR コード

