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第
回
看護師国家試験のしおり
eck
Ch

試験概要

試 験 期日

平成 30 年 2 月 18 日
（日曜日）

試 験 地

北海道、青森県、宮城県、東京都、愛知県、石川県、
大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県

試 験 科目

人体の構造と機能／疾病の成り立ちと回復の促進
健康支援と社会保障制度／基礎看護学／成人看護学
老年看護学／小児看護学／母性看護学／精神看護学
在宅看護論／看護の統合と実践

合格発表

平成 30 年 3 月 26 日（月曜日）午後 2 時に厚生労働省、
各地の看護師国家試験運営臨時事務所にその受験地、
受験番号を掲示して発表。

受験票は２０１8 年１月中旬以降に学校から配布されます（出願は学校単位で行うた
* め）
。受験票とともに配布される「受験者留意事項」に会場、集合時間、持参品、
注意事項が記載されています。

*厚生労働省HP

（http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/kangoshi/）
より作成

参考

午前

午後

第 106回看護師国家試験の時間割
形式

出題数

点数

必修問題

25

25 点

一般問題

65

65点

状況設定問題

30

60点

必修問題

25

25点

一般問題

65

65点

状況設定問題

30

60点

時間

2 時間 40 分

2 時間 40 分

看護師国家試験に向けてのアドバイスは P.6 〜をチェック！
3

なら、
画面 7-3
③

ここが
すごい

1

国試後すぐに
合格を予報！

第 1 0 7 回 看護師国家試験
合格予報

全国順位・得点をもとにあなたの合格

?

晴れ！

の可能性を判定。登録者が増えるに

あなたの予測点数は…

つれて精度の高いデータが提供されま

必修問題

44／50

判定：

す。みんなで参加しよう！

一般問題

182／250

判定：

メディックメディアの解答をもとにした
あなたの予測点数を自動で採点。
めんどうな丸つけの必要はありません！

総合予測成績表
更新日 2018/2/21 00:00

あなたの得点
全国平均得点

全国順位・平均点がひと目でわかる！

採点人数 2000 人

必修問題

全国順位

44

/50

45

/50

50

/2000

一般問題

182

/250

172

/250

100

/2000

一般問題得点分布表
（点）
250

240
230
220

※画面は開発中のものです。サービス・デザインなどは変更になる場合がございます。
210
200
190
180

にて以下の日時で公開予定！
170
160
150

140

［看護師版］2018年2月18日

18時頃

130
国試
2018年2月16日
120
当日！ ［保健師版］
110

17時頃

100
90

80
〈注〉●メディックメディアが解答を発表するまでは、選択率が高い選択肢を正答として判定を行います。●本サービスの予測判定
・予測点数・
0
50 を保証するものではありません。本サービスを
100
150
200
250
300（人）
順位は、弊社独自の分析にもとづき提供するもので、実際の国家試験の結果（合否・合格点）
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I N F O R M A for Nurse

詳しい結果を見る

気になる

ここが
すごい

2

合格

教えます 。

受験生の
選択率が
わかる！

第 1 0 7 回 看 護 師国家試験
解 答 結 果の詳細

現在の解答者数…2,000人
★＝あなたの解答
メディックメディアの解答

あなたの解答と一致していない場合、
赤く表示されます。

各問題の受験生の選択率がみ
える。難しかったり、迷ったり
した問題や割れ問の確認にも。

選択肢
4 肢択１

問1

4 肢択１

問2

4 肢択１

問3

4 肢択１

問4

メディックメディアの解答速報

4 肢択１

もみられる！

4 肢択１

（保健師版の解答速報は行いません）

問5
問6

4 肢択１

問7

1

2

3

4

★
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16%
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97%
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1
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1%
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★94%

4

0%

0%

★98%

2%

3

1%

★97%

2%

0%

2

94%

★5%

0%

1%

1
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©2017 MEDICMEDI A Co., Ltd. All Rights Reserved.

詳しくはこちら
https://www.medicmedia-kango.com/gokakuyoho2018/
ナーシングナビゲーターの登録はこちら
https://www.mm-nursing-navigator.com/

QRコードからも
アクセスできます！

利用したことによるあらゆる結果に関して弊社は一切の責任を負いかねます。●解答速報は弊社独自の予想解答です。解答に関するご質問
はお受けしておりませんのでご了承ください。●本サービスの著作権は（株）メディックメディアに帰属します。一切の転用・転載を禁じます。
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本番の
イメージを
つかもう！

国試当日

タイムスケ

6:00

7:00
出発

会場到着

説明・問題配布

前 日は早めに就
寝。当日はい

余 裕をもって会
場に着けるよ

受 ら験会場は駅か
5 分と書か

帯電話を入れ
携 た茶封筒を隣

起床

8:00

9:10

つもと同じ時間に起

う、早めに出発！！試験

れていたが、会場内

の机に置くよう指示さ

きて、ご飯をしっかり

会場の近くのコンビニ

がとても広く、 教 室

れた。緊張感が高ま

食べて充電完了。前
日に用意した持ち物
を再チェック！

は混んで品薄になりが
ちって聞いたことがあ
るから、電 車に乗る
前にお弁当・紅茶を
購入した。

に着くまで思ったより
時間がかかった。席
を 確 認 した 後、 事
前にまとめておいた
『QB』 で 最 後 の 復
習をした。

るなか、試験開始ま
での時間が長く、プ
レッシャーを感じた。
深呼吸をしてリラック
ス！試験中のトイレ退
出は OK らしい。
（※退出禁止の時間
帯もあるので、試験
監督の指示に従って
ください）

持ち物（特に受験票）

電車遅延などに備え、

復習に使える時間は限

音が 鳴ると不 正と判

の チェックは 念 入り

早めに出発しよう。事

られているので、何を

断される場合があるの

に！ 天候・交通機関・

前に会場までのアクセ

するか事前に決めてお

で、携帯電話の電源は

道路状況や厚生労働

スを下見しておくと◎

こう。女子トイレは混

切っておこう！

（先輩 A さん )

6

省の HP の 情 報も 確

雑するので早めに行っ

認しよう。

ておこう。

注 意

試験当日のスケジュールは、受験票とともに配布される
「受験者留意事項」や厚生労働省HPをご確認ください。

ジュール例
9:50

12:30
昼休み

午後問題開始

試験終了

必 修１問目から
意外な問題が

前問題の答え
午 が気になった

必 修問題、一般
問 題 とも に、

成感と充実感
達 でいっぱい
！！

出てあせった！！

けど、気持ちを切り

今までに見たことの

まぁまぁ手ごたえもあ

ひと通り解き終えて、

替え、昼食をとった。

あるものが多く、少し

り。解答速報が気に

マークミスがないか
何回も見直しをした。
特に複数選択肢の問
題はよく注意した！

量は途中で眠くなら
ないように腹八分に。
友達と午後問題の予
想をして、緊張をほ
ぐした。

ホッとする。 終了時
間まで見直しをした。
特に計算問題は念入
りに確認した。

なるけど、まずは友
達と夕食に！

マークミスがないかの

午後問題にむけて気

見直しは必ずやろう。

分転換も忘れずに。

午前問題開始

あとで自己採点できる

いよいよラストスパー

よう、問題 用紙にも

ト！！

マークしておこう。

14:20

17:00

国試当日の
イメージはできましたか？
本番では自分の力を
出し切ろう！！
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Check Sheet

Check!!

Check!!

Chec
k!!

国試当日

Check!!
試験会場への
行き方メモ

数通り考えて
トラブルに備えよう！

Check!!
時計

携帯や電卓付きは NG !

Check!!
鉛筆

4 ～ 5 本用意しよう！

Check!!
消しゴム

落としたときのために
2 ～ 3 個あると安心！

Check!!
ボールペン

赤黒あると安心！

8

Check!!
受験票

絶対に忘れないで！

Check!!
財布

タクシー代が
あると安心！

Check!!
鉛筆削り

念のために！

Check!!
定規

マークシートの
ズレ防止に！

Check!!
昼食

腹が減っては、
試験は挑めぬ！

国試直前、詰め込んだ知識で頭はいっぱい。でも、当日の準備も忘れないで！
先輩からのアドバイスのもと、当日必要な持ち物のチェックリストをつくりました。
国試前日・当日はこのシートを使ってね!!

Check!!
ピン・ゴム

本気モードのお供に

Check!!
参考書

直前の復習に

Check!!
上着

Check!!
常備薬

もしものときのために

Check!!
携帯電話

試験中の使用は厳禁！

Check!!
ひざかけ

温度調節しやすい
ように

座布団にもなる！

Check!!

Check!!

ティッシュ

あると便利 !

Check!!
おやつ

糖分を補給して
集中力アップ！

ハンカチ

つい忘れがちな
アイテム

Check!!
おまもり

心のよりどころ

荷物はコンパクトに。本番は 1 回だけ！ 自分の力を信じて！

いってらっしゃい！

9

国試に合格した先パイが教える

国試前の過ごし方
師
看護
合格

S.A さん

（Ｋ看護専門学校）

これまで
授業と実習の合間を縫って、春か
らコツコツ『QB 必修』や『QB』を
解いてきました。年末まで実習が
残っているけど、そろそろ集中して
国試対策しなきゃ！

師・
保健 師
看護
合格

U.M さん

（M 大学）

これまで
保健師国試を受けると決めた大学
3 年生の春からは、少ない時間を
有効活用するために実習や普段の
授業に合わせて『QB 看護師』の
問題を解いていましたよ。
10

12月

December

1 日の
勉強時間

7h

これまで『QB 必 修 』
と『QB』をそれぞれ 1 周
はしていましたが、ここ
からは本気モード！ 国
試までに 3 周を目標に
学習を進めていきました。
まだ 間 違えちゃう問 題
があるので、そのたびに
『レビューブック』に間
違えた内容を書き込み
復習しました。

12月

December

1 日の
勉強時間

6h

学校のテストや卒論が
あってなかなか時間がと
れなかった12月。看 護
師と保 健師両方の勉強
をしなきゃいけないんだ
けど、まずは『QB 必修』
と『QB 看 護 師 』 で 問
題 演習を中心に進めて
いました。 年内に『QB
看護師』は 2 周解き終
えることができました。

1月

January

1 日の
勉強時間

8h

中旬までに
『QB 必修』
、
『QB』両方とも 2 周目に
入りました。かなり順調
かも！ 2 周目からはこ
れまで間違えた問題を
中心に、徹底的に演習し
ました。また、模試で点
数が低かった分野は『レ
ビューブック』や教科書
などでも復習しました。

1月

January

1 日の
勉強時間

9h

『QB 必修』
『
、Q B看護
師』の問題はほぼ解ける
し、模試の点数もよかっ
たので、中旬から保健師
の勉強量を増やしました。
保 健 師 対 策 も『QB 保
健師』で問題演習を進
めるのが基本でしたが、
空いた時間は『レビュー
ブック保 健 師 』で理 解
度をチェックしました。

いよいよ国家試験が３か月後に迫ってきました。
「どんな勉強を、どのくらいすればいいんだろう？」と、気になっている受験生は多いはず。
そこで、国試に合格した先パイたちに、直前期の過ごし方について聞きました！

2月

February

1 日の
勉強時間

2月

のP

oin

1 日の
勉強時間

10 h

保健師対策は
『レビュー
ブック保健師』を常に持
ち歩いて知識を確認し、
不安な箇所だけ『QB 保
健師』
で問題を解きました。
看護国試も、
『QB 必修』
での必修最終 確認や模
試で間違えたところの復
習など、新しいインプット
よりも知識を確実にする
ための勉強に努めました。

t

問題を繰り返し解いて
自信をつける

9h

『QB 必修』
、
『QB』は
それぞれ目標 の 3 周目
に。問題演習→間違えた
問題を『レビューブック』
で復習というサイクルを
国試まで時間がある限
り繰り返しました。寒く
て乾燥しやすい時期なの
で、勉強だけじゃなく体
調管理にもとても気を遣
いました。

February

勉

強

問題集や模試で多くの問題に
触れて、解けない問題は必ず解け
るようにするつもりで学習を進めまし
た。そのために、過去問演習の中心は
『QB』
、必修対策は『QB 必修』とやり
込む問題集を絞り、書き込みやふせん
でボロボロになるまで徹底的に使い倒
しました。試験当日もこの 2 冊を持っ
て行って「分厚い問題集がこんなにな
るまで勉強したから大丈夫！」っておま
もりのように心の支えにしました（笑）

勉

強

のP

oin

t

時間を区切って
勉強する

時間がないなかで看護師と保健師 2
つの試験を受けるので、時間の区切り
方を工夫しました。たとえば午前は看護
国試、午後は保健師国試と、片方に偏
り過ぎないように時間を割り振って勉強
するようにしたんです。それで長い時間
同じ本を進めるよりも、時間を割り振っ
て両方やる方が集中力を保てたと思い
ます。あと、保健師を受ける友達と学校で
一緒に勉強していたので、お昼の時間に気
分をほぐせたのも効果的でしたね。
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自宅学習が
中心でした！

S

ュー
スケジ ル
んの
さ
.A

国試直前の
必修・一般をバランスよく

6：00
7：00
8：00 起床・朝食
9：00
10：00
11：00
12：00 昼食
ヘッドフォンをして
集中できるようにしました

13：00
14：00
15：00 ひと休み

❶『QB』で過去問演習（3h）
◦一般問題を中心に
問 題 集を解 いて、
間違えた問題につい
ては
『レビューブック』
に書き込んだ。

❷ 模試の復習（2h）
◦過去に受けた模試を、本番と同様に時間
を測って、再実施した。
◦必修問題を解いて、間違えた問題について
は『レビューブック』に書き込んだ。

16：00
17：00
18：00 夕食
19：00
疲れたら家のソファでゆっくりします

20：00
21：00

❸ 必修対策（4h）
◦必修問題だけを集中的に模
試形式で実施した。
◦ 1 日の勉強内容の振り返り
をした。

22：00 就寝
23：00
私のリフレッシュ法

家で休憩時間をとると、環境が同じでダラダラしすぎちゃうので、近くに散歩にいったり買い物したり
と外出するのがいいかも。SNS やテレビを見てるとあっという間に時間が過ぎちゃいます。ネットショッ
ピングも相当危ない……｡
12

1日に密着
午前は保健師，
午後は看護師

主に学校で勉強
してました！

M
U.

ケジュール
のス
さん

6：00
7：00 起床

❶ 保健師対策（2h）

8：00 朝食・準備

◦午前はまるまる保健師対策。基本は
『QB

9：00 登校

◦通学中に『レビューブック保健師』を読

10：00

保健師』の演習を中心。
みながら、苦手な分野をチェック。

11：00
12：00 昼食

❷ 看護師対策（6h）

13：00

◦基本は『QB 看護師』と『QB 必修』で

14：00

◦間違えた問題にはふせんを貼って、解け

過去問演習。
たら外すように。国試が近づくにつれて

15：00 ひと休み

だんだんふせんが減っていきます。

16：00
17：00
18：00
19：00

赤シートを使って問題を出し合いました

20：00 帰宅・夕食
21：00

学校近くのカフェで友人とおしゃべり

22：00
23：00 就寝
私のリフレッシュ法

せっかく学校で友人と勉強しているので、お昼休みやおやつの時間は勉強と関係ないことをしゃべっ
ていた方がリラックスできますよ。ただ緊張感がなくなり過ぎないように時間はきっちり守って休み
ましょうね。
13

私は、夏休みに国試勉強を
スタートさせました。
午前中は必修問題、午後は
一般問題という感じで手をつ
け始めました。必修問題はな
んとか夏休み中に終えること
ができ、 月の模試では手ご
たえを感じました。

リピリし始めたのもこのころ
です。１月には２周目が終わ
り、残りの時間は苦手部分を
中心に進めました。でも、勉
強すればするほどわからない
ことが増えていき、不安がつ
のるばかりの時期でした。
２月に入ってから、もう一
度、必修の確認のため、問題
集や模試などを総復習し、国
試本番を迎えました。

満を持してというわけには
いかず、気持ちに余裕はあり
ませんでしたが、なんとか合
格することができました。

編）比較的早い時期である夏から始めたところがよ
かったようです。また、苦手部分の復習や必修
問題といったように、そのときの自分に必要な
勉強をしっかり診断できているところがすばら
しいですね。

10

月までに一般問題の過去
問題集も１周し、２周目に入
りました。学校の雰囲気がピ
12

「夏から始めた国試対策」

A.I さん

長野県

私は、慌てるのが嫌だった
ので、余裕をもって４月から
国試勉強を始めました。

「計画的にゆとりをもって」
Y.H さん

東京都

国試当日の朝、大雪の影響
で電車が遅延し、試験時間が
変更になってしまいました。
交通経路の変更や教員との情
報共有などでバタバタしてし
ま い ま し た が、準 備 は 万 全
だったので、あまり焦ること
なく試験に臨むことができま
した。

合格者のなかには、辛かっ
た思い出がスポっと抜けて
「○月からやれば大丈夫」な
どと後輩に言ってしまう先輩
がときどきいます。でも、そ
ういった情報をうのみにして
はいけないと思います。焦っ
て国試対策をするのは心や体
の調子を崩しやすいし、本当
に危険だからです。私は「早
めに対策すると、ゆとりがで
きて安心だよ」というアドバ
イスを送ります。

14

まずは『ＱＢ必修』を使っ
て必修対策を行い、６月頃に
１周終わらせました。
その後、
夏の終わりには『ＱＢ』も１周
することができました。また、
苦手分野を『なぜ？』や教科書
で復習しました。特に、周り
の友達が解けたのに自分は解
けなかった問題は、重点的に
見直しました。その他、大事
なポイントやわからなかった
ところは、『レビューブック』に
書き込むように心がけました。

毎日計画的に進めること
で、 月には『ＱＢ』を３周
解き終わることができまし
た。早めに国試対策を始めて
い た の で、私 生 活 も 余 裕 を
もって送ることができまし
た。やる気が出ないときは、
コタツやお風呂の中でスマホ
を使って「ＱＢナースオンラ
イン」をやっていました。
11

私の国試体験談～先輩はどのように

込まなければと、日中は大学
の図書館に閉じこもり、夜は
自宅で深夜まで勉強しまし
た。必 修 問 題 集 が 終 わ れ ば
『レビューブック』、その次は
『ＱＢ』と、とにかくこなし
続ける毎日。不安で眠れず、
睡眠時間はみるみる少なくな
り、あまり体調もよくない状
態が続きました。このときに
や っ と、も っ と 早 く 取 り か
かっていればと心底後悔しま
した…。
このコーナーでは、国試を受験した 4 人の先輩たちの体験談をまとめました。
先輩たちのアドバイスや反省点を読んで、今後の計画にぜひ活かしてくださいね。

受験したのか～

私が勉強を始めたのは、ちょ
うど国試の２か月前でした。
それまでずっと、さぼり続
けていましたが、当然友達は
とっくに勉強を始めていて、
ラストスパートに入っていま
した。

勉強を始めると猛烈に焦り
ました。それまで国試対策を
していなかったので、なかな
か理解できないし、全然進ま
ないのです。
とにかく必修問題から叩き

編）勉強開始時期が大変遅
く、必死の勉強でなん
とか取り戻せたパター
ンです。しかしリスク
が高く、絶対にマネし
てはいけません。

イラスト／くるみ

私は、国試前の冬を迎えて
も、なんとかなるさと気楽に
かまえていました。
教員に
「こ
のままじゃ落ちるよ」と言わ
れ、国試勉強を始めたのは、
結局 月の終わりでした。先
輩が直前の追い込みで受かっ
た姿を見ていたこと、今まで
のテストを一夜漬けで乗り切
れていたことなどがあり、大
丈夫だろうと完全に油断して
いました。
12

ようやく過去問題集を開い

「こんなはずでは…」

K.N さん

群馬県

国試前の３日間は、ほぼ睡
眠時間が取れず、ゾンビのよ
うな足取りで国試会場へ。運
よく合格できたものの、睡眠
不足とプレッシャーで体調を
崩す可能性が高かったし、大
事な試験なのに直前で焦るの
は本当に危険です。早めに準
備し始めることを心の底から
お勧めします …。

「油断大敵！ 痛い目を
見ました」鳥取県 N.M さん

そうして、準備が全く間に
合っていない状態で国試に臨
みましたが、必修が合格点に
届かずに不合格となってしま
いました…。少しでもまじめ
にやっていれば…と後悔が尽
きませんでした。

て勉強を始めましたが、問題
が難しくて全く進みませんで
した。それまでは「ラストス
パートで間に合わせる！」と
強気でいたのですが、一瞬で
打ち砕かれたのです。それか
ら一日中勉強の日々が始ま
り、とにかく知識を詰め込み
ましたが、所詮は付け焼刃、
頭に入れたそばからどんどん
忘れてしまい、あまり身につ
きませんでした。

編）先輩の姿を見て、直前の追い込みだけ
で大丈夫と思ってしまったことが大き
な原因のようです。
あとから追い上げようとしても、思う
ように勉強が進まないということを忘
れないようにしましょう。
ちなみに、Ｋ . Ｎさんは次の年、無事
合格することができました★

15

第

冬から始める
107 国試必勝法
回

いよいよ国試本番が近づいてきましたね！ この特集では、

今から国試対策を始める人でも問題なくスタートできように、
7 つの PART に分けて対策を紹介します。
新出題基準に不安な気持ちを抱いているあなたも、
全部読めば、国試対策マスターに！？

INDEX
PART
PART
PART
PART
PART
PART

PART
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始める
国試必勝法

Part

どうする？

1 新出題基準の

国試対策

あ〜出題基準が変わってもうた〜！
よりによって私が受験するときに…トホホ
国試対策どうすればいいんだよ〜！
どうしたのかな？

うわー！だれやきみー！
国試分析官のさくらです。 出題基準が変わった後の
国試対策に不安があるようですね。

（そんな仕事あるのか…）だって出題基
準が変わるってことは、今までの国試対
策が通用しなくなるってことじゃん！
なるほど〜、 かなりカン違いしていますね。
まず新出題基準の何が今までと違うかは知っ
ていますか？
知らぬ！
まずはそこからですよ〜

2017-2018 Autumn/Winter
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出 題 基 準 はどう変 わった の か
今回の新出題基準で、一体どれくらいの項目が追加されたか調べてみました。

365 項目／［全項目数］2079 項目

［追加項目］

あれ…意外と少ないぞ…
しかも、 365 項目のうち198 項目は、
過去の国試で問われたことがある項目なんですよ。
半分以上が既出項目なの？
！
今まで明確に記載されてはいなかったけど、
出題されていた項目って結構多いんですよ〜
へ〜！じゃあ今回そういうのをはっきり書いてくれたってことね。
そうですね。 そして、 残りの 167 項目、 これが
新しく追加された項目で、 なおかつこれまでの国
試でも問われたことがない項目です！

167 項目：8％

［過去出題なし］

まったく新しい項目は、1 割以下だったのか〜
そうなんです。しかも次の国試（107 回）で
これがすべて問われることは、 まずありません。
つまり、新規項目を心配しすぎるより、
過去問対策をしっかりやったほうがいいってこと？
そのとおり！出題基準が変わっても、
一番大切な勉強は、 やっぱり過去問対策なんですよ。
18
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出 題 形 式 は 変 わるでしょ！？
でも、問題が長文になってるとか、難しくなってるとかって聞いたことが
あるよ！新しい内容がなくても、問われ方は変化するんじゃないの？

そうですね、長文化については、以下のように予想されています。

問題の長文化
第 106 回国試で既に長文化傾向が見られた。一般／状況設定問題どちらも長文化すると
思われる。従来より必要な情報の選別、アセスメント力が問われることになる。

また、 長文化に加えて106 回国試では、 5 肢選択問題が大幅
に増加しました。 年々平均点が低下していることからも、 問題
難易度が上昇しているとみて間違いないでしょう。
やっぱり！でも、一体どうすればいいのさ…
そうですね、 ただ過去問題を解けば OKという国試
対策はもう通用しなくなっているといえます。
え？過去問題はどんどん解くものでしょ！
もちろん解く数は多いほうがいいですが…。 より重
要なのは、 解いた過去問題の関連知識までしっかり
頭に入れておくことです。
そんなこと言われても、どうやって…
そうですね、 まず問題を解いた後に、 正解選択肢だけでなく、
間違い選択肢の内容も必ず確認することが大切です。 そして基
本事項、 補足事項などの周辺知識も忘れずチェックしましょう。
2017-2018 Autumn/Winter
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このページでもっと詳しく、 効果的な過去問題演習法に
ついて解説しているので、 ぜひ一度確認してみてください。

過去問題は、「正解した！終わり！」では通用しないのね…
早く終わらせたい気持ちもわかります。 でも、 1 問ごとに理解度を高
め、 関連する内容も覚えておくことで過去問とは違う角度から問わ
れても対応できるし、情報の選別力、アセスメント力につながります。

新 規 項 目へ の 対 策もしたい！
過去問対策が重要なのはわかったけど、それでもやっぱり
新しく出題基準に追加された項目が気になるなぁ〜
そうですよね、 もちろんそっちも分析していますよ。

な、なんだってー！
この次のページに、 新規追加項目の予想問題を掲
載しています。 確認してみてね。
わかった！この漫画読み終わったら勉強するね！
昨日はそのまま寝ちゃいましたよね。

なんで知ってるの！こわ！
20
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それでも気になる？

新出題基準の予想問題に
チャレンジ！
出題基準が変わっても基本の勉強は過去問対策です。
とはいえ、「実際どんなふうに出るんだろう？」と不安な人も多いはず。
ここでは必修分野で追加された項目の予想問題を2 問紹介します。

項目 :

ウェルネスの概念

健康に対処する行動とその概念の組み合わせで正しいのはどれか。
１.医療者から指示された運動を実施する

情動焦点型コーピング

２.たばこをやめようと思い禁煙外来を受診する

コンプライアンス行動

３. １日１万歩歩く

ウェルネス行動

４.仕事でミスをしたのでカラオケで発散する

問題焦点型コーピング

【解説】
×１ 医療者から指示された運動を実施するのはコンプライアンス行動である。 指示をよく守る
場合を「コンプライアンスが高い」、 守らない場合を「コンプライアンスが低い」という。
×２ たばこをやめようと思い禁煙外来を受診するのは、 ストレスコーピングのうちの問題焦
点（解決）型コーピングである。
○３ 1 日１万歩歩くのは、 ウェルネス行動である。 ウェルネスとは、 よりレベルの高い健康
状態を目指して知識を深め、 健康を維持 ・ 発展させてゆく生活行動である。
×４ 仕事でミスをした際にカラオケで発散するのは、 情動焦点型コーピングである。

正解 ３
「ウェルネス」は健康についての概念として、 教科書などで勉強す
る機会の多い言葉です。 今後は国試に出るキーワードとして意識
し、 普段から周辺知識を含めて学習しておきましょう。

2017-2018 Autumn/Winter
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項目 :

地域支援事業

地域支援事業について正しいのはどれか。
１. 国が実施する。
２. 地域住民が要支援・要介護とならないよう予防することを目的としている。
３. 任意事業はどの自治体でも同一のものが行われている。
４. 地域保健法に基づいて行われる。

【解説】
×１ 地域支援事業を実施するのは市町村である（『介護保険法』115 条の 45）。
○２ 文章どおり。 また、 要介護となっても住み慣れた地域で自立して生活できることも目的
に含まれる。
×３ 地域支援事業には、 全市町村が行う必須事業として介護予防 ・ 日常生活支援総合事業
と包括的支援事業、 そして各市町村の判断によって行われる任意事業がある。 任意事
業では地域の実情に応じた様々な事業が含まれる。
×４ 地域支援事業は『介護保険法』に基づく。

正解

介護保険制度の基本的な内容は必修問題の出題基準に含ま
れていますが、 今回はそこに「地域支援事業」が追加されま
した。 関連する地域包括支援センターについてはこれまでも
出題がありましたが、 地域支援事業としての目的やサービス
全体についてもしっかり押さえておきましょう。

必修分野の新出題基準予想問題、
ホームページに載ってます！
『QB 必修 2018』以前をお持ちの受験生のために、必
修分野で新出題基準に追加された２２項目に対して予
想問題を作成しました。問題をプリントして『QB 必修』
に挟めば、新出題基準にもバッチリ対応できますよ！

22
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QRコードから
アクセス！

2

冬から
始める
国試必勝法

Part

国試対策

2

はじめの 4歩
国試対策とは……。教科書を端から端まで覚えること、ではありません。
いろんな参考書を買ってガムシャラに勉強すること、でもありません。

では、国試対策とは何なのか、どう進めればよいのかを４ステップで紹介します。

S TA R T !
１歩目

まず、
国試の全体像を知ろう！
突然ですが、知人にプレゼントをするとき、どうやって選びますか？ ほとんどの
人は「贈る相手が喜んでくれるか」を考えますよね？

実はコレ、国試対策でも同じです。受け取る人（国試）の好み（出題分野）や行動

パターン（出題傾向）を知ることで、初めてプレゼント（学習）に価値が生まれるの

です。

表（ p.24 ）を見てみましょう。この表は、第 99〜106 回看護師国試 ※ の 2,160 問

（2,700 点）を分野別に集計・分析した配点数ランキングです。たとえば、1 位の
基礎看護学では、以下のようなことがわかります。

※第 103 回追試を含む全 9 回。出題基準が大幅に見直された第 99 回以降を集計対象にしています

● 300 点満点のうち、32.2 点分の出題
（必修：12.7 点、一般：14.6 点、状況：4.9 点）がある
●国試全体の 10.7％を占めている
●必修と一般問題でよく問われている
●最も問われているのは、褥瘡（18 点、国試１回あたり約２点）
この調子で、各分野の傾向をつかんでいきましょう。「この分野は、●点分出題さ
れるからがんばらないと！」
「1 問 2 点の状況設定問題で出題されやすいから得点

源になりそう」などと、これから始める国試対策のモチベーションになるはずです。
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9.3%

基

1

配点

0.4

0.1
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4.9

必修 一般 状況

10.7% 32.2 12.7 14.6

分野＊1

順位

出題
割合

表 分野別配点ランキング

口腔ケア（4）、歯・口腔（2）

疥癬（6）、表皮・真皮・皮下組織（2）

白内障（5）
、斜視（4）、眼底検査（3）
、眼の解剖と生理（2）、点眼薬（2）、緑内障（2）

性感染症（STD）
（6）、感染経路（4）、食中毒（3）、ノロウイルス感染症（3）、HIV 感染症／後天性免疫不全症候群（エイズ）
（3）

全身性エリテマトーデス（SLE）
（10）、関節リウマチ（RA）
（7）、免疫系構成因子（5）、アレルギー性疾患（4）、レイノー現象（2）

突発性難聴（6）、難聴／聴覚障害（5）、扁桃炎（4）、耳（3）、嚥下障害（3）

急性白血病（6）、造血幹細胞移植（5）、貧血総論（5）、輸血療法（4）、血球（3）

胆石症（7）
、黄疸（6）
、肝癌（6）
、急性膵炎（6）
、ウイルス性肝炎概論（3）
、肝硬変（3）
、膵癌（3）

更年期障害（10）、乳癌（8）、女性ホルモン（7）、月経困難症（4）、不妊症（4）

四肢切断術（11）
、骨折総論（7）、上腕骨顆上骨折（7）、腰部脊柱管狭窄症（6）、固定法（5）、骨粗鬆症（5）

慢性腎臓病（CKD）／慢性腎不全（CRF）
（13）
、透析療法（7）
、ネフローゼ症候群（6）
、乏尿／無尿（4）
、尿失禁（4）

ストーマ（人工肛門）
（11）、消化と吸収（7）、イレウス（腸閉塞）
（7）、便秘（6）、食道癌（6）

糖尿病（18）、内分泌総論（14）、糖尿病の合併症（5）、ビタミン欠乏症（5）、甲状腺中毒症／甲状腺機能亢進症（4）

こころのケア（22）、災害の定義とサイクル（15）、トリアージ（13）、多様な文化と看護（9）、インシデント／アクシデント（8）

心不全（15）、急性心筋梗塞（11）、不整脈（11）、経皮的冠動脈インターベンション（PCI）
（8）、心電図（5）

副腎皮質ステロイド薬（10）、精神疾患治療薬（10）、強心薬（5）、体液と浸透圧（4）、酸塩基平衡（4）、人間の死（4）

慢性閉塞性肺疾患（COPD）
（15）、気管支喘息（11）、胸腔ドレナージ（10）、気道クリーニング（8）、人工呼吸器（6）

加齢による身体的機能の変化（17）、高齢者の尿失禁／便失禁（17）、高齢者の生活（8）、高齢者の食生活の援助（7）、高齢者の脱水（6）

認知症総論（16）、頭蓋内圧亢進／脳ヘルニア（14）、パーキンソン病（14）、意識障害（11）、てんかん（11）

術後患者の看護（15）、化学療法（11）
、がん疼痛コントロール（11）、心肺蘇生法（10）、熱中症（9）、セルフケアの支援（9）、終末期にある患者・家族の看護（9）

継続看護（32）、家族看護（21）、終末期の在宅療養者（19）、在宅における多職種連携（17）、在宅での薬物療法（11）

疾患・障害のある小児と家族の看護（15）、運動・言語・心理社会的発達（13）、検査・処置・手術を受ける小児の看護（13）、小児の糖尿病（9）、病気や入
院が小児に与える影響と看護（8）

統合失調症（24）、精神疾患患者の家族支援（23）、精神疾患患者とのかかわり方（15）、アルコール依存症（14）、双極性障害（躁うつ病）
（13）

産褥の経過（25）、新生児の生理（17）、母乳栄養／授乳（13）、妊娠に伴う母体の変化（11）、新生児の看護（10）

精神保健福祉法（15）、介護保険制度の概要（14）、保健師助産師看護師法（11）、医療保険制度の概要（10）、施設サービス（10）、医療法（10）

褥瘡（18）、コミュニケーション（14）
、輸液（13）、看護過程（12）、誤嚥リスクのある患者の食事介助（12）

頻出テーマ＊2 ( )内は、第99〜106回の合計配点数

※第 99〜106 回（103 回追試を含む）看護師国家試験の全 2,160 問（2,700 点）を対象に、弊社が独自に集計・分析したものです
＊1:『レビューブック』および『クエスチョン・バンク』の章 ＊2: 弊社独自のテーマ名で、『レビューブック』の目次項目。
厚生労働省 : 看護師国家試験出題基準の項目ではありません

2歩目

「得点につながる勉強」
をしよう
各分野の出題割合や特徴はおさえられましたか？では次に、「どこを勉強するか」

を考えていきましょう。

結論から言うと、出題されやすいところを中心に勉強することです。なんだか当た

り前の話ですが、好きな人の気を惹こうとするとき、自分の趣味・嗜好を押しつ

けるのではなく、相手の希望を尊重しますよね？ それと同じことです（←えっ？）。
例を挙げてみましょう。

間違った勉強パターンの例
●パターン 1 得意な A 章（消化器）だけを熱心に勉強
結果
反省点

A 章の問題をすべて正解できても 8.8 点しか得点できない
A 章も大事な得点源のひとつですが、ほかの分野も勉強しましょう

●パターン 2 L、M、N、O 章（眼、耳鼻咽喉、歯・口腔、皮膚）だけを熱心に勉強
結果
反省点

4 章分の内容だが、すべて正解できても 7.8 点しか得点できない
勉強量はすばらしいですが、勉強すべきところはそこだけではありません

●パターン 3 精神看護学を「苦手だから」と後回し
結果

24.1 点分の得点チャンスを放棄することになる

反省点

合否に直結する問題です。考え方を改めましょう

どうでしょうか。いずれも極端な例ですが、勉強の量だけでなく質も大事というこ

とがわかったと思います。つまり、同じ勉強時間でも、「どこを勉強するか」で得

点が変わってくる、もっと言うと、
「どこを勉強するか」で合格の可能性が変動する、

ということです。

上記のような “MOTTAINAI 勉強 ”をしないためにも、表を『レビューブック』や『ク

エスチョン・バンク』などの目につく場所に貼って、効率よく学習を進めましょう。

3歩目

「必修40点、
一般・状況170点」
をゴールに
ここまで読むと、「優先して勉強すべき分野はわかったけれど、どれくらい勉強す
ればいいの？」という疑問が出てきますよね。過去の国試を踏まえると、「必修 40

点、一般・状況 170 点」が確実に合格できるラインと考えられます。この合格ライ

ンに到達するために、
「どの分野から何点出題されるから、そのうち何点ずつ得
点できるようにしよう」ということを意識して、学習を進めましょう。
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4歩目

3

配点TOP をおさえよう
国試の全貌がなんとなく見えてきたでしょうか？ PART2 の締めくくりとして、国家試

験の配点ランキング TOP３を紹介します。よく出題されるということは、捨てたら落ち

る科目とも言えますので、必ず学習しておきましょう。
※集計対象：第 99～106 回（第 103 回追試を含む）

2

2 位 27.8 300点 範囲は広いが、覚えれば得点できる科目
健 康支援と社会保障制度
配点 第

健康支援と社会保障制度は、他章とは

大きく異なり、統計、法律、制度という

配点
合計

１回あたりの
配点

暗記テーマがずらりと並びます。そして、

精神保健福祉法

15

1.7

必修で 9.9 点出題されている（p.24）の

介護保険制度の概要

14

1.6

で、基礎看護学と同じく“ 捨てたら落ちる

保健師助産師看護師法

11

1.2

科目 ”といえます。

医療保険制度の概要

10

1.1

施設サービス

10

1.1

が、逆に言えば、覚えなければ得点で

医療法

10

1.1

きないうえに範囲も広いので、後回しに

地域密着型サービス

9

1.0

せず少しずつ学習を進めることをオスス

世帯構造

7

0.8

メします。特に、介護保険制度は毎年出

労働基準法

7

0.8

題されているので、必ず学習しておきま

DV防止法

7

0.8

しょう。

環境の変化と健康への
影響

7

0.8

人口構成

6

0.7

国民健康・栄養調査

6

0.7

覚えてしまえば 得点できる科目です

また、最新年度版の資料・参考書で

学習する、ということも覚えておいてくだ

さい。例えば、平成 26 年に『難病の患

者に対する医療等に関する法律』という
法律が施行され、難病に関する制度が大

きく変わってきています。せっかく覚えた

のに古い情報だった、ということになら

ないよう気をつけてください（本書発行

時点での最新版は、
『レビューブック』
『ク

エスチョン・バンク』が2018年版、『なぜ ?

どうして ?』が第 7 版です）
。
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出題項目

I N F O R M A for Nurse

1
3

1 位 32.2 300 点
基礎看護学
配点 第

捨てたら落ちる！最重要科目

基 礎 看 護 学 は、 国 試 300 点中 32.2 点

（10.7%）を占める最重要科目です。特

出題項目

配点
合計

１回あたりの
配点

に注目してほしいのが、必修で 12.7 点

褥瘡

18

2.0

コミュニケーション

14

1.6

学の学習をおろそかにすると、
必修が８割

輸液

13

1.4

看護過程

12

1.3

なってしまうということです。

誤嚥リスクのある患者の食事介助

12

1.3

医の倫理／看護の倫理

11

1.2

ません。“ 基礎 ” という名のとおり、授

導尿

11

1.2

業や実習で学んだ基本的な内容が出題

多職種間の連携・協働

9

1.0

されるので、これまでの学習をおさらい

消毒／滅菌

9

1.0

することで対策できる科目です。

経腸栄養法
（経鼻経管／胃瘻・腸瘻）

9

1.0

基本的な体位

9

1.0

酸素療法

9

1.0

出題されていること。つまり、基礎看護

（50 点中 40 点）に到達せず、不合格に

だからといって、心配する必要はあり

3 位 24.6 300 点
母 性看護学
配点 第

状況設定問題で頻出の重要科目

頻出科目の第３位には、母性看護学がラ

ンクイン。注目すべきは、状況設定問題

出題項目

配点
合計

１回あたりの
配点

で 16 点も出題されている点です。状況設

産褥の経過

25

定問題は１問２点（必修・一般問題は１問

新生児の生理

17

1.9

１点）なので、得点源として活用できる分

母乳栄養／授乳

13

1.4

野です。一方で、必修問題では 1.4 点分

妊娠に伴う母体の変化

11

1.2

しか出題がありません。

新生児の看護

10

1.1

低出生体重児

8

0.9

経過。全科目、全テーマのなかで 2 番目

早産／切迫早産

7

0.8

に多い 25 点をマークしています。第 103、

分娩経過

7

0.8

105 回以外で毎回出題されているので、

急速遂娩

7

0.8

必ず学習しておきましょう。

マタニティブルーズ

7

0.8

頻出テーマは、なんといっても産褥の

2.8
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冬から
始める
国試必勝法

Part

3

4

4

4

出るとこおさえて
得点アップ！

4

国 試 によくでる

四大 疾患

PART 2
（p.23）では、分野別に頻出ランキングを紹介しましたが、PART 3 では
疾患に焦点をあて、国試でよくでる四大疾患について、出題ポイントをまとめまし
た。要点をおさえて学習すれば得点アップ間違いなし！

疾患別 出題問題数ランキング （第99〜106回看護師国家試験の累計）
順位

疾患

出題問題数

１位

糖尿病

14 問

２位

統合失調症

13 問

心不全

10 問

慢性閉塞性肺疾患
（COPD）

10 問

３位

次のページから、国試で問われる各疾患のポイントを分析していくよ！
学 習ツール のご 紹 介

RB

（レビューブック）
みんなが使っている看護学生の
マストアイテム！

28

I N F O R M A for Nurse

QB

（クエスチョン・バンク）

RBと一緒に使える唯一の問題集！
わかりやすい解説と豊富なイラストで
看護学生から絶大な支持を
得ています！

コレダケ
国試合格に必要な最低限の知識
を詰め込んだ１冊。RBの別冊付録
として付いてきます！

1 位 糖尿病

1番出てるよ！

参照ページ

RB2018

D-33〜40
QB2018

D-21〜26、42〜45

国試分析

出題歴

傾向

必修問題：4 問、一般問題：6 問、状況設定問題：4 問（第 99〜106 回国試）
●糖尿病患者に対する看護についてさまざまな側面から問われている（14 問中 5 問）。
●必修問題では、糖尿病の診断指標についての出題が多くみられる（4 問中 2 問）。

他の国試分析情報を知りたいときは、
QB2018をチェックしよう！

コレダケは覚えよう！
□糖尿病は、インスリンの作用不足によって引き起こ

□糖尿病を診断するうえでは、血糖値と HbA1c ( グ

される、糖質代謝を主とする種々の代謝異常を起

リコヘモグロビン ) の 2 つを検査し、糖尿病型かど

こす疾患である。

うかを判断する。

□膵臓のβ細胞障害による高度のインスリン分泌障害

□インスリン療法を行う患者への援助として、血糖自

が成因となる 1 型糖尿病と、インスリンの作用不足

己測定、自己注射の方法、インスリン療法の目的、

が成因となる 2 型糖尿病に大別される。

薬剤効果などの説明を十分に行う。
国試でよくでるポイントをギュッとまとめた正文集
『コレダケ』
（RB2018の付録）でさらに得点アップ！

国 試 問 題 に チャレン ジ！
第 99 回午後 54（一般問題）

第 106 回午後 42（一般問題）

2 型糖尿病の患者に食事療法について指導し

1 型糖尿病と診断された人への説明で適切なのはどれか。

た。2 か月後の外来受診日に食事療法の長期

1．自己血糖測定の試験紙の費用は医療保険の対象外である。
2．食事が摂取できないときはインスリン注射を中止する。
3．低血糖症状には振戦などの自律神経症状がある。
4．運動は朝食前が効果的である。

的な評価指標として最も適しているのはどれか。

1 ．尿糖
2 ．体重
3 ．HbA1c
4．空腹時血糖

答えは次のページにあるよ！
詳しい解説はQB2018の
本冊D-25、別冊p.141で確認しよう！
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状況設定問題で
頻出！

2 位 統 合失調 症

参照ページ RB2018
精 -31〜35
QB2018

精-27〜29、
38〜45

国試分析
出題歴
傾向

一般問題：3 問、状況設定問題：11 問（第 99〜106 回国試）
●状況設定問題の出題数は全疾患中で最も多い。
●服薬管理に関する問題が多い（14 問中 7 問）。

他の国試分析情報を知りたいときは、
QB2018をチェックしよう！

コレダケは覚えよう！
□統合失調症とは、考え ( 思考 ) や気持ち ( 感情 )、行動を
まとめて統合する能力が長期間にわたって低下し、特徴
的な思考障害や行動障害が生じた病態をいう。

□拒薬があった場合には、患者の薬に対する思いを聴く。
説明や時間をおいての促しにも応じないときは、医師に
も相談する。

□患者の訴えをよく聴き、内容に異常があっても否定せず、 □退院の見通しや退院後どのように生活していくかは本人、
その体験をしていることで患者が受けているつらさに共感
家族、医師、看護師、精神保健福祉士などと話し合いな
し、それを受容することが大切である。

がら決めていく。必要により精神科デイケアなどの情報
も提供していく。

国試でよくでるポイントをギュッとまとめた
正文集『コレダケ』でさらに得点アップ！

国 試 問 題 に チャレン ジ！
第 102 回午前 103〜105（状況設定問題）
A さん (40 歳、女性 ) は統合失調症で入院歴があり、退院後は共同生活援助 ( グループホーム ) を利用していた。1 週前か

ら同じグループホームに住む女性と口論したり、夜中にグループホームから飛び出したりするようになったため、職員に付
き添われて精神科病院を受診した。診察時は、A さんは意味不明の言葉を発し、時々興奮したように大声で叫んだ。また、
診察室から飛び出したり、衣服を脱いだりする行為も観察された。
〔103〕入院を開始するために必要な情報で優先度が高いのはどれか。
1．保護者の有無
2．前回の入院形態
3．自立支援給付の受給状況

4．精神障害者保健福祉手帳の取得状況

〔104〕診察の結果、A さんは入院することになり、外来看護師に付き添われて閉鎖病棟に来た。病棟の入り口でドアを開
けた看護師が優先的に行うのはどれか。
1．持参した薬を確認する。
2．病棟のホールに誘導する。
3．他の病棟スタッフに協力を要請する。

4．入院のオリエンテーションを実施する。

〔105〕入院後 2 週、症状が安定して、意思の疎通も良好となり、興奮もみられなくなった。入院後 1 か月には ADL もほぼ
自立していた。入院後 1 か月の A さんへの看護で適切なのはどれか。2 つ選べ。
1．長期間の入院が必要であると説明する。
2．退院して家族と同居することを検討する。
3．入居していたグループホームと連絡を取る。
5．服薬の自己管理を開始するためのアセスメントを行う。
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4．警察に A さんの退院予定日を知らせておく。

答えは次のページにあるよ！
詳しい解説はQB2018の精-38、
39で確認しよう！

［問題のこたえ］第 99 回午後〔54〕3

／

第 106 回午後〔42〕3

参照ページ

3 位 心不全

RB2018

C-38〜42
QB2018

C-26〜28、42

国試分析
出題歴
傾向

一般問題：4 問、状況設定問題：5 問（第 99〜106 回国試）
●左心不全に伴う咳嗽や呼吸器症状に関連した問題が最も多い (10 問中 6 問 )。
●右心不全による下肢の浮腫に関する問題も多く出題されている (10 問中 3 問 )。
他の国試分析情報を知りたいときは、
QB2018をチェックしよう！

コレダケは覚えよう！
□心不全とは、心臓のポンプ作用が低下し、心拍出量低下、 □右心不全では、体循環のうっ血による四肢末梢の浮腫、
末梢循環不全、肺・体循環のうっ滞を起こす病態をいう。
急激な体重増加、頸静脈怒張、肝腫大 ( 肝うっ血 )、胸
水 ( 両心不全によることが多い )、腹水などがみられる。
□左心不全では、肺循環のうっ血や心拍出量低下による症
状がみられる。

国試でよくでるポイントをギュッとまとめた
正文集『コレダケ』でさらに得点アップ！

参照ページ

3 位 慢性閉塞性 肺疾患
（ COPD）

RB2018

I-53〜55
QB2018

I-31〜33、
44〜47

国試分析
出題歴
傾向

一般問題：5 問、状況設定問題：5 問（第 99〜106 回国試）
●病態（10 問中 4 問）や患者への指導（10 問中 4 問）が
出題されており、状況設定問題が多い。

他の国試分析情報を知りたいときは、
QB2018をチェックしよう！

コレダケは覚えよう！
□ COPD では、気管支の閉塞により呼気が延長し、
口すぼめ呼吸がみられる。

□動脈血ガス分析では、PaO2↓、PaCO2↑（呼吸性アシドー
シス）、A-aDO2 ↑（拡散障害、換気血流不均等）を示す。

□呼吸機能検査で1秒量（FEV1.0）↓、1秒率（FEV1.0％）↓、 □呼吸困難には、腹式呼吸、口すぼめ呼吸、リラクセーショ
ンなどによる効果的な呼吸法の習得が行われる。
ピークフロー↓、肺拡散能↓などがみられる。
国試でよくでるポイントをギュッとまとめた
正文集『コレダケ』でさらに得点アップ！

［問題のこたえ］第 102 回午前〔103〕1

／ 〔104〕3

／ 〔105〕3、5
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冬から
始める
国試必勝法

Presented by
ひげじい

国試勉強で
大活躍
今すぐ使える勉強法

Part

4

イラスト／桑原正俊

みなのしゅう、勉強は進んでおるか？
うまくいっている人、いっていない人、
まだ始めていない人、いろいろあるじゃろう。
そんな君たちにわしから処方せんを出すぞ。
ぜひ試してくれたまえ。わしも応援しておるぞ。

ひげじい P r o f i l e
［名前］ひげじい
［年齢］106 歳
［趣味］• 国家試験の完全攻略方法を編み出すこと
• 看護学生の悩みを聞くこと
年間何万人もの看護学生の悩みを聞いている、
看護学生のなかではチョット名の知れた存在。
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模試ではなんとかB 判定！ でもニガテな科目は全然でき
なくて、すごく不安……。ニガテ科目っていうだけで教科
書開くのも嫌で、なかなかガッツリ取り組めません。どうし
たらいいかなあ？

ほう、おぬしは苦手科目があるんじゃな。おぬ
しには
「
『なぜ？どうして？』でニガテ克服」の処
方せんを与えようぞ。p.34 を見るのじゃ！
ニガテくん

この間の模試でA 判定がとれました！ 4月から勉強を始め
て、やっと身になってきた感じがします。でも国試までまだ
数か月あるから、何をしたらいいのかな？ 問題集は結構使
い込んだし…正直飽きてきちゃった。

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

こう。
「頻出疾患の病態生理を理解する」という
処方せんを与えようぞ。p.35 を見るのじゃ！

模試で立て続けにD 判定をとってしまいました。春から成績
が全然上がらないんですよ〜。もう時間もないし、さすが
にマズいですよね。どうすればいいですか、ひげじいさん？

ずいぶんのんびりしておるのう。じゃが、国試対
策は今からでも十分間に合うぞよ。おぬしには
ギリギリちゃん

特別な処方せんを与えよう。p.36 を見るのじゃ。
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処 方せん

ニガテくん

様

おくす り

なぜ？どうして？
効能

わかりやすい本で
ニガテを克服できる

B-1章

ニガテ科目のある
おぬしには、この
『なぜ？どうして？
（ 以 下 な ぜ？）
』
じ ゃな！実 際 の
ページをみてみて
くれ。

肝臓の機能
肝機能：B-6

肝臓のはたらきと疾患

肝臓の主な機能
胆汁：B-8

肝性脳症（肝性昏睡）
：B-15

A

① 代謝
② 解毒

B

③ 胆汁の生成・排泄

肝臓って栄養素の処理にかかわっていたのね．

C

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．

1 つ目は代謝かぁ．そういえば代謝って何だっけ？

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

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

わ！なんだか
マンガみたい！

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．

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！

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

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．

肝臓は何を分解・合成しているの？

「代謝」「解毒」「胆汁の生成・排泄」よ．
そうね，主なものを挙げるなら，糖でしょ，
代謝

解毒

胆汁の生成・排泄

PUNCH!

もぐもぐ

蛋白質（アルブミン）でしょ，

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！！

糖やたんぱく質って，

毎日の食事で摂る栄養素よね．
こうした栄養素を体に取り入れるために
肝臓の力が必要なのね．

そのとおりじゃ。
『なぜ？』はストーリー形式でスラ
166
スラ読めることが大きな特長のひとつなんじゃよ。
どうじゃ、これなら勉強に取り組めそうじゃろ？

でもこんなので、
本当に国試対策に
なるのかなぁ？？

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

そうだったんだ！
ちょっとだけ
読んでみようかな。

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

B1_肝臓のはたらきと疾患.indd 166-167

そんなおぬしに、もうひとつアドバイスじゃ。
『なぜ？』を読ん
だあとに、ぜひ問題集で問題を解いてみてくれ。学んだ知識
を問題演習で確認すれば、知識が定着しやすくなるぞ。
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What, why & how
vol.3 Chapter B-1

167

17/02/24 10:11

処 方せん

ジュンチョウちゃん 様
おくす り

レビューブック

病気がみえる

効 能 病態生理がカンペキになる

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

どうやって勉強
すればいいの？

最初に頻出疾患の概要を『レビューブック』で調べよう。疾患の原因・検査・症状・
治療・看護までのおおよその流れはここでつかむのじゃ。
次におぬしに見てほしいのは、
『病気がみえる』シリーズじゃ！『レビューブック』
で見た疾患の内容が、図表によってよりわかりやすく書かれているじゃろ？
わしのオススメの方法は、ここに
書いてあることを一度自分の言葉
でまとめてみることじゃ。ふせんに
まとめて『レビューブック』に貼っ
たり、友達に説明するのもいいぞ。
すでにもっている知識についても、
より根拠をもって答えられるように
なるんじゃ。

RB
病気が
みえる

ぜひやってみてくれ。お大事にな。
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処 方せん

ギリギリちゃん

様

おくす り
クエスチョン・バンク

Select 必修 ＆クエスチョン・バンク
効 能 必修と頻出分野を中心に勉強できる

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

東京都港区南青山 3-1-31
メディック看護専門学校
ギリギリちゃん

様
総合評価

必修

7

点

［合格基準まで］あと
あと

15

点

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

総合成 績
必修
あなたの得点

33／50

あなたの得点率
平均点

一般 + 状況
155／250

総合
188／300

66％

62％

63％

38／50

38／50

38／50

一般問題

［合格基準まで］あと
あと

一般 ＋ 状況

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

こんな状態なんです。
私、これから何をしたら
いいでしょう！
？

ふむ、これはイカンな。必修問題で合格点がとれておらんぞ。必修
対策は、国試対策のなかでも最優先で行うべきものじゃ。おぬしに
必要なくすりは、必修分野の問題集『QB 必修』と過去問題集『ク
』じゃ。
エスチョン・バンク（以下 QB）
では、処方せんを授けようぞ。
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『QB 必修』の使い方：
必修合格ラインに達するまで、『QB 必修』を解く
必修問題は、50 問の問題
乾性咳嗽がみられる疾患はどれか．
問題 134
１．マイコプラズマ肺炎
２．肺水腫
中 40 問（8 割）がとれないと
４．気管支拡張症
３．肺炎球菌性肺炎
即不合格になるという恐ろし
乾性咳嗽とは「コンコン」という乾いた咳をいう．ときに喀痰を伴う「ゴホゴホ」という咳
いものじゃ。まずはここを突
嗽を，湿性咳嗽と呼んで区別する．
○１ マイコプラズマ肺炎は頑固な乾性咳嗽を特徴とする．
破しないと始まらんぞ。模試
×２ 肺水腫は呼吸困難，ピンク色泡沫状痰，喘鳴がみられる．
×３ 肺炎球菌性肺炎は高熱，鉄さび色の喀痰がみられる．
で合格ラインに達するまでは、
×４ 気管支拡張症は多量の喀痰（膿性～血性）があり，湿性咳嗽がみられる．
『QB 必修』による必修対策が必須じゃ。ちなみに必修分野の問題は、それ以外 正 解 １
▼ 乾性咳嗽と湿性咳嗽
の分野とも内容が重複しておるから、看護技術や人体の構造といった分野につい
分 類
特 徴
みられる疾患
気道上皮等の咳受容器が直接刺 咳喘息，間質性肺炎，マイコプラズマ
ての基礎知識も固められるのじゃ。
乾性咳嗽 激を受けて起こる咳嗽．痰の喀 肺炎，気胸，心因性咳嗽，胃食道逆流
Ⅲ．看護に必要な人体の構造と機能および健康障害と回復についての基本的理解

がいそう

咳

嗽

mycoplasma pneumonia

□□□

pulmonary edema

pneumococcal pneumonia

bronchiectasis

Ⅲ -11Ag

（RB-I14（RB-I13）
）

（RB-I40（RB-I34）
）

たん

（RB-I59（RB-I56）
）

（RB-I40（RB-I34）
）

（RB-I63（RB-I61）
）

出はないか，少量のみである． 症，喫煙
湿性咳嗽

慢性閉塞性肺疾患（COPD），肺炎，
痰を出すために起こる咳嗽で，
気管支拡張症，肺水腫，気管支喘息，
気道内病変が多い．
肺結核症

Ⅲ

（なぜ？⑤ 436）
（病みえ呼 37, 134）

『QB』の使い方：
疾患と痰の性状について，次の組み合わせで正しいのはどれか．
問題 135
膿 性
国試出題ランキングで、
よく出る項目を知る１．肺水腫
痰の性状

pulmonary edema

□□□

２．肺炎球菌性肺炎

ピンク色泡沫状

pneumococcal pneumonia

３．肺

癌

鉄さび色

この時期に国試対策が進んでいないおぬし４．気管支拡張症
血 性
は、やみくもに過去問題集を解くよりも国試喀痰・喀血を伴う疾患と，吐血との違いなどについても確認しておこう．
×１ 肺水腫では，ピンク色泡沫状痰がみられる．
でよく出る分野・テーマを中心に対策する
×２ 肺炎球菌性肺炎では鉄さび色の喀痰がみられる．
×３ 肺癌では，血性または膿性の喀痰がみられる．肺癌の三大症状は①咳，②痰，③血痰で
とよいぞ。
『QB』には、各分野のはじめの
ある．
○４ 気管支拡張症では，血性または膿性の喀痰が 1 日 100 mL 以上みられる．最も高頻度に
ページに国試出題ランキングが載っておる
正 解 ４
血痰，喀血がみられる疾患である．
のじゃ。見てのとおり、母性看護学では「産
▼ 気道・消化管からの出血
性 状
出血部位
褥」が飛び抜けてよく出ておるから、重点的
血 痰 血液が混ざった喀痰
気管支・肺胞
喀 血 血液そのものを喀出すること
に対策すると得点がグーンと上がるぞよ。ま
上部消化管（食道，胃，十二指腸）
吐 血 新鮮血または黒色の血性の嘔吐
上部消化管（黒色＝タール便），回腸～右側
だ間に合うから大丈夫じゃ。お大事にのう。
下 血 新鮮血または黒色の血性の糞便
lung cancer

bronchiectasis

Ⅲ -11Ag,h

（RB-I59（RB-I56）
）

（RB-I40（RB-I34）
）

（RB-I55（RB-I47）
）

（RB-I63（RB-I61）
）

おう と

結腸（黒赤色），S 状結腸～直腸（新鮮血）

（なぜ？⑤ 435）
（病みえ呼 38）

QUESTIONBANKSelect必修2017 
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QBNselect2017_03.indd 117

2016/05/20 15:

『コレダケ』
のススメ
さて、最後に『コレダケ』
という便利な本をおススメしておこうかの。
『コレダケ』は『レビューブック2018』の付録に付いているピンク
の表紙の冊子で、国試に必要な最低限の知識 “だ
け”が詰まっておる正文集じゃ。小さくて持ち運び
QBN2017_40_母性.indd 1

必修＆頻出

5

やすいから、通学中やバイトの休み時間など、あ
らゆるところで国試に触れることができるのじゃ。ト

乏尿／無尿

1

正文集

（RB-E14）
（病みえ腎 44）
101P12

98P8

95A15

□①

乏尿とは，1 日尿量が 400 mL 以下の場合をいう．

□②

無尿とは，1 日尿量が 100 mL 以下の場合をいう．

□③

16/02/17

無尿時には，尿中に K を排出できなくなるため血中濃度が上昇し，心停
103追P17 100P18
止のリスクが高まる．そのため，K の投与は原則として禁忌である
．

脱

10

水

（RB-E16）
（なぜ？⑥ 142 ～ 152）

□① 脱水とは，何らかの原因［尿崩症（参照 D-17），発汗，下痢，出血など］で
体液量（特に細胞外液）が減少した状態である．体液のうち，水や Na の
喪失で生じる．

イレに置いている学生もいるようじゃぞ。
15

□② 脱水の初期症状として口渇感［高張性脱水（水欠乏性脱水）で顕著］，
口唇・口腔粘膜の乾燥，尿量低下，頻脈，頭痛，倦怠感，食欲不振，便秘
104P117 103追A10
などがある．また，進行に伴い血圧低下や意識障害が生じるため，十分な

2017-2018 Autumn/Winter
95A112

観察が必要である．
20

電解質
□①

37

（RB-D55）

急激な K 濃度上昇は心停止を招くため，塩化カリウム（KCl）注射液の

冬から
始める
国試必勝法
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トドメの1冊

5
看護師国家試験のためのゴロあわせ集 かんごろ
第 5 版／ B6 変型判／304 頁
定価（本体 1,500 円＋税）

えっ！

『かんごろ』だけで
国試が53点解ける！
53点。この数字は第106回看護師国家試験の全問題のうち（不
適切問題は除く）、
『かんごろ』1 冊だけで解けた点数です。な

ぜこんなに的中するのか？ その理由は国試をしっかり分析し

て、出やすいところだけをゴロにしているからなんです。

理屈では覚えにくい暗記モノも、
ゴロならしっかり身につきます。

ラストスパートのこの時期、トドメの 1 冊として『かんごろ』を使
おう！

実際に解けた
問題がコレ！
第106回午後12番
キューブラー・ロス，E.による死にゆく人の
心理過程で第2段階はどれか．
１．死ぬことへの諦め
２．延命のための取り引き
３．死を認めようとしない否認
４．死ななければならないことへの怒り
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的中！

かんごろが
使える
5つの理由

その3

その1

その4

★の数で国試頻出度が
一目瞭然！
マークがある
ので、必修対策にも◎

32 個の基準値ゴロ付き！

リズミカルなゴロと
インパクトのあるイラストが
頭から離れない！

状況設定問題も安心。

その5

その2

『レビューブック』の参照
ページがあるから、
勉強の効率アップ！

ゴロの下に掲載されている
図表で、関連事項を確認できる♪

Instagramでも
流行っています

イラストが
苦手な人でも、
真似しやすい♪

ふせんに
書いて、

『レビューブック』に

国試当日は緊張するものだ。
「暗記したものが本番出てこなくて焦った」
という先輩もいたぜ…
でもゴロで覚えてしまえば、きっと大丈夫さ！
1 つでも多くのゴロを覚えて、確実に点をゲットしようぜ！

お申込・詳細はこちら！ ☞

冬から
始める
国試必勝法
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第 107 回対策

6

受験後の復習まで、しっかりサポート！
業界初！

W E B 成 績 表 ＋ 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！

受験期間
2017年

6月1日

2017年

2018年

10月1日

3月31日

第1回 240問模試
第2回 240問模試
必修模試

40

申込受付期間

〜2018年3月23日㊎ ※学校教員さまを代表者としたお申し込みのみ承ります。

マークシート返送締切日

2018年3月31日㊏ 発送分まで

I N F O R M A for Nurse

昨年度の実績（的中率）

第106 回対策模試の解答・解説書
第106 回国試が

22.9%

1冊だけで、

55 問 ／240問 解けました 。
※

※解答・解説書の記載内容をもとに正答を導けた問題数

第106回国試

弊社模試
午後23番

午前21番

オートクレーブを用いた滅菌法はどれか。

オートクレーブによる滅菌法はどれか。

１．高圧蒸気滅菌

的中！

１．乾熱滅菌

２．酸化エチレンガス滅菌

２．プラズマ滅菌

３．低温プラズマ滅菌

３．高圧蒸気滅菌

４．乾熱滅菌

４．酸化エチレンガス滅菌

午前7番

午後8番

成人期において基礎代謝量が最も多い

的中！

時期はどれか。

基礎代謝量が最も多い時期はどれか。
１．青年期 ２．壮年期

１．青年期

２．壮年前期

３．壮年後期

４．老年期

３．向老期 ４．老年期

午前64番

午前106番

在 胎 38 週、 出 生 時 体 重 3,200g、アプ

ガースコア 1 分後、5 分後ともに 9 点 の

新 生 児 につ いて、 出 生 12 時 間 後 体 温

在胎40週2日、正常分娩で出生した男児。

的中！

出生時体重 3,300g、身長 48.5cm。生

後 1 日の体重は 3,200g。バイタルサイ

37.2 ℃、呼吸数 68/ 分、心拍数 136/ 分

ンは腋窩温 37.2 ℃、呼吸数 70/ 分、心

正常範囲を逸脱しているのはどれか。

尿が 1 回、排便が 1 回みられた。

であった。

１．アプガースコア

２．体温

３．呼吸数

４．心拍数

拍数 130/ 分。出生後 24 時間までに、排
児の状態で正常から逸脱しているのはど

れか。
１．体温

２．呼吸数

４．排尿回数

５．排便回数

３．心拍数

2017-2018 Autumn/Winter
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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
S TE P

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。

S TE P

2

S TE P

3

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

類題をWEBで解く
模試で間違えた問題の類題（国

試過去問）を解いて、ニガテ分野
を徹底的に克服します。

タップ

STEP

4

解答・解説書と弊社書籍で総まとめ
▶『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
▶ 124 点※のイラスト・図表を掲載

※ 2016 年度の実績

▶バツ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

SA M PL E

弊社書籍の活用方法
『レビューブック』に

復習内容を書き込む

『なぜ？どうして？』で

基礎から理解する
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『クエスチョン・バンク』
『Select必修』で

類題を解く

『病みえ』
『フィジみえ』などで

理解を深める

国家試験出題基準（平成30年版）などに対応
状況設定問題に
おける単問の導入

新出題基準の新規項目から出題
平成 30 年版と26 年版の出題基準を突き合わせて、分野

厚生労働省の通知（下記）の通り、

別に項目の増減を集計しました（下表）
。また、弊社の分析
の結果、第 105・106 回ともに、新規テーマ※の出題は 19.6%

第 106 回で単問の状況設定問題が出
題されました（午前 120 番）。第 107

容を構成しています。

題内容・構成の見直しを行っていま
す。

（240 問中 47 問）でした。これらの結果を踏まえて出題内
※弊社独自のテーマ名（1044項目）で、『レビューブック』の目次項目。厚
生労働省：看護師国家試験出題基準の項目とは異なります。

●平成28年８月１日付：厚生労働省通知

●分野別 項目の増減数（平成26年版→30年版）

状況設定問題における単問の導入

項目の増減数

分野
必修問題

大項目

中項目

小項目

0
1
2
0
0
2
-1
-4
3
1
2
1

0
2
3
-3
3
8
14
5
4
0
13
15

25
13
16
6
-2
19
21
17

人体の構造と機能

疾病の成り立ちと回復の促進
社会支援と社会保障制度
基礎看護学
成人看護学
老年看護学
小児看護学
母性看護学

精神看護学

在宅看護学

看護の統合と実践
●新規テーマの割合

回以降も出題が想定されるため、出

81

-3
5

19

必修

一般・状況

第105回
14.0%（7問／50問）
21.1%（40問／190問）

第106回
10.0%（5問／50問）
22.1%（42問／190問）

合計

19.6%（47問／240問）

19.6%（47問／240問）

現行の１状況あたり２連問又は３
連問の状況設定問題に加え、 長
い状況文を付した単問の状況設
定問題を導入する。

大幅増

NEW

５肢問題の増加

問題文の長文化
第 106 回 は、 問 題 文 の 文 字 数 が
9.4% も増加しました。この結果、解

答するためにより多くの時間が必要
になること、また、長文から必要な
情報をピックアップする能力が問わ
れるようになることが推測されますの
で、このような形式に慣れておきま
しょう。
●問題文の文字数の比較

５肢問題の増加傾向（下表）にも対応しています。今年度
の模試は、約３問に１問を５肢問題で構成しています。

第105回

第106回

増加率

午前

14336文字

16011文字

11.7%

●5肢問題数

5肢択一
5肢択二
合計

第103回

第103回追

第104回

第105回

第106回

午後

14251文字

15250文字

7.0%

10
17

11
18

15
20

40
24

28
31

27

29

35

64

59

合計

28587文字

31261文字

9.4%
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１

各回の総合成績１位の学校さまには、弊社オリジナルのクリスタルトロフィーを謹呈します。

第 回

クエスチョン・アワード
メディックメディア模試の受験校※のなかで、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1回は、2016 年10月1日〜 2017年1月31日における受験校で選定

国試対策のスケジュール
当校では、１年次から国試担当の教員を配置し、国
試を意識した学習に取り組んでいます（下表）。
１・２年次

学年

国試対策の内容
●年間で１回以上の模試を受験
（試験時間に慣れるため、出題傾向を知るため）
●実習のない時期に、サポートが必要な学生に補講を実施
●４月：国試委員の学生と相談し、模試の受験スケジュール
を策定
（2016年度は、業者模試を７回、国試過去問の学
内模試を３回実施）

３年次

●４月：国試対策の年間スケジュール
（模試、補講など）を
告知し、学生に意識づけ
●４月：直近の国試を全問解いて、自分の学力を認知させる
●７月：実習グループごとに、毎朝１時間のグループ学習を
実施
（内容はグループで決定）
●12月：７月同様、グループ学習を実施
●12〜１月：学内教員による補講を実施

具体的には、
１年次は「学習習慣の確立と基礎知識の
定着」
、
２年次は「主体的な学習方法を確立し、
自己課題
を踏まえた学習ができること」
、
３年次は「臨地実習を通し
たアセスメント力の強化」をそれぞれ目指しています。
３年次の業者模試の受験回数は、毎年、国試委

座談会

模試受験

員の学生と相談しながら決めていますが、復習・振
り返りの時間を確保できるスケジュールを組むことを
心がけています。模試をやりっぱなしにせず、「なぜ
正解できたのか」「なぜ間違ってしまったのか」を振
り返ることが、合格への近道だと考えているからです。

「超強化グループ」で心身ともにサポート
当校の特徴としては、業者模試の結果をベースに
次の２つのグループをつくって、学年全体の学力の
底上げを図っていることが挙げられます。
①超強化グループ

80 人中 10 人程度を選抜。学生と面談を行い、
１か月・１週間の計画を立てたうえで学習指導を
行う。教員４人で分担して学生を受け持つことで、
手厚い指導を実現している。
②強化グループ

80 人中 20 〜 30 人程度を選抜。問題演習（１
日 30 〜 50 問）と教員による補講を行う。

者の

メディックメディア模試を受験した、日本赤十字看
護大学の 3 名の学生さんに感想を伺いました。
―メディックメディア模試を受験してみて、
いかがでしたか？
Nさん 本当に、受験してよかったです！成績も3日で返っ

てきたので、記憶の新しいうちに復習できましたし。何よ

りも、復習教材まで利用できるとは思っていませんでした。
Kさん

受験料を支払うだけで復習教材も使えるなんて

…こんなに大盤振る舞いしちゃって、いいんですか？（笑）
Hさん 私は、通学中にスマホで『なぜ？どうして？』が

読めるのが特にうれしかったです。その後に類問にチャレ
左から）日本赤十字看護大学・Kさん、Hさん、Nさん
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東京都立南多摩看護専門学校
DATA

総合

......................

255.1点／300

点

一般・状況 ...................209.5点／250点
必修....................................................45.6点／50点

東京都多摩市にある定員
80 人の専門学校。「豊か
な人間性を養い、幅広い
分野で質の高い看護ができる看護師の育成」
を教育目標に掲げ、
「受ける授業」ではなく「参
加する授業」を実践している。

学習指導時に心がけていることは「前向きさ」で
す。学生は模試などの試験結果で一喜一憂しますが、
「できなかった」と落ち込んでいる場合は、以前より
できるようになったところを伝え、自信を保てるよう
に接しています。また、できなかったところについては、
何がわからないのかを明確にして、学習意欲が低下
しないようにサポートしています。

教員が国試の分析資料を作成
これは、各教員が自主的にやっていることのひと
つですが、国試対策の補講講義時に、各自で分析

自発的に学習させるためのしかけ

した国試情報を学生に配布しています（右図）。

このほか、自主学習をサポートするために、教務

国試過去問を１問ずつ集計・分析するのは大変な

室に問題セット（過去問題集、予想問題集、過去の

作業ですが、勉強方法を確立できていない学生たち

業者模試など）を並べて設置する、という取り組み

にとっては勉強の指針になりますし、
「ココは頻出テー

も行っています。学習意欲の高い学生はもちろんで

マなので必ずおさえておきましょう」などと、国試を

すが、問題セットを持って帰っている姿を見た学生が

意識した授業・指導にもつながっているので、とて

「自分もやらなきゃ」という気持ちになるので、学年

も有意義な取り組みだと自負しています。

ンジすると、本当に解けるようになっているんです！
Nさん 私は、受験の数日後に、もう一度模試の問題を
解き直しました。問題の難易度が国家試験のレベルと同
じくらいで、ちょうどいいんです！

全体の雰囲気づくりに役立っています。

Hさん あとはやっぱり、解説書のわかりやすさですね。
私は次に受験する模試の前に、メディックメディア模試の

解説書を読み込むくらい、ずっと持ち歩いて活用しています。
Nさん 『病みえ』などの書籍をつくっているメディックメ

Kさん マジメ〜！私はそこまでやっていないや（笑）
。

ディアの特長なのかもしれないけど、イラストや表がわ

うのも、いいよね！

て感じだよね。

Nさん 私は解説書の紙質が好きだった！

―ここまで活用していただけるなんて、制作側としても

Hさん 解説書が、『レビューブック』と同じサイズってい

かりやすいから、もはや解説書の域を超えて「参考書」っ

―えっ！紙質ですか？私たちのマニアックなこだわりに、

本当にうれしい限りです！皆さん、受験勉強がんばってく

気づいてくださったんですね（笑）。

ださいね！
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小田嶋 先生の
国 試 直前 講 座

7

国試に出る！

受験生のみなさん、こんにちは。今回は看護師国試に出題される労働関係法規を学
習します。
「そんなの出るの？」と思われる受験生もいるかもしれません。国試では、母
性保護に関する制度を中心に、労働時間など一般常識といえる事項も出題されます。頻出
新しい出題基準には、「統計調査データや法律等、社会情勢を踏まえた最新の知識を
出題する」とあります。ブラック企業や過労による自殺・精神疾患などが社会問題化し
ていることから出題が予想されます。では、始めましょう。

問題

空欄に入る適語を語群から選べ。ただし、1 回しか使わないとは限らない。
（答えはp.47下部）
d、i、j には概数が入る。
必修

1 ．法定労働時間は、原則 1 日（ a ）時間、1 週（ b ）時間である。
2 ．法定の休日は、原則 1 週（ c ）日である。
3．平成 27 年の雇用者（役員を除く）に占める非正規労働者の割合は（ d ）％である。

よく
でる

4．産前産後の休業期間は、産前（ e ）週間（多胎妊娠のときは14週間）、産後（ f ）週間である。
5．育児時間は 1 日（ g ）回、少なくとも（ h ）分ずつである。

よく
でる

6 ．平成 27 年度の育児休業の取得率は、男性（ i ）％、女性（ j ）％である。
7．介護休業の期間は、対象家族ひとりにつき通算（ k ）日間である。
8 ．妊娠中の労働者について健康診査等を受ける時間の確保を定めるのは（ l ）である。
9．生理休暇を定めるのは（ m ）である。
10．子の看護休暇を定めるのは（ n ）である。
〈語群〉
ア．1

イ．2

ウ．4

エ．6

オ．8 カ．10 キ．28 ク．30 ケ．37 コ．40 サ．48

シ．62 ス．65 セ．82 ソ．93 タ．2.7 チ．7.5 ツ．労働基準法 テ．労働契約法
ト．育児・介護休業法 ナ．母子保健法 ニ．母体保護法 ヌ．男女雇用機会均等法 ネ．雇用保険法
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I N F O R M A for Nurse

定番

講師 : 小田嶋 晋

！ 労働関係法規

1962 年生まれ
1987年 行政書士試験合格
1989 年 社会保険労務士試験合格
1990 年 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． 『労働基準法』が定める法定労働時間は、1 日 8 時間、1 週 40 時間以内です。この時間を超え
る労働は時間外労働となり、原則として割増賃金の支払いが必要になります（32 条）。
2． 法定の休日は、原則 1 週間に 1 日です（『労働基準法』35 条）。
3． 役員を除く雇用者に占める非正規労働者の割合は、37.4% です。5,293 万人のうちの 1,980 万
人が非正規です（平成 27 年平均）。
4． 産前の休業は 6 週間（多胎のときは 14 週間）で、女性の請求が必要です。産後の休業は 8 週
間で、請求の有無を問わず休業させなければなりません。ただし、6 週間経過後は、本人の
請求と医師の許可により軽易な業務に就くことはできます。

5． 育児時間は、1 日 2 回、各々少なくとも 30 分ずつです。始業時・終業時に付けて利用すること
が多いようです。産前産後の休業と育児時間は、
『労働基準法』に定められています（65, 67条）。
6． 育児休業の取得率は、男性 2.65％、女性 81.5％です（平成 27 年度）。育児休業の期間は、原
則として子が 1 歳になるまでの 1 年間です。
7． 介護休業の期間は、対象家族ひとりにつき通算 93 日間で、3 回まで分割することができます。
93日間とは、3か月のことです。育児休業、介護休業の根拠法は『育児・介護休業法』です（15条）。
8． 事業主は、妊産婦の健康管理に関する措置として、健康診査、保健指導等を受ける時間を確保
しなければなりません。根拠法は、『男女雇用機会均等法』です（12, 13 条）。
9． 生理休暇は『労働基準法』に定められています。「生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請
求したとき」に発生し、日数の制限はありません（68 条）
。
10． 子の看護休暇は、『育児・介護休業法』に定められています。小学校就学前の子ひとりにつき
年 5 日（子が 2 人以上の場合は年 10 日）です（16 条の 2）。同じ日数で、介護休暇というものも
あります。

上記の事項について、
『QB』
、
『レビューブック』などを使って確認しておきましょう。
根拠法との結び付けは頻出です。このほか『労働者災害補償保険法』も出題されやすい
です（第 106 回の国試でも出題されました！）
。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！

［p.46 のこたえ］a-オ，b-コ，c-ア，d-ケ，e- エ，f-オ，g-イ，h-ク，i-タ，j- セ，k-ソ，l-ヌ，m-ツ，n-ト
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８月の、とある暑い日……。
ネコナースは、メディックメディアの会議室に呼吸器の苦手な学生さん２人を招待した。
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読む前

結果
発表

A子

後

読んだ

ま、満点！？

５点 ➡ 10 点

………

B 美 ………６点 ➡ 10 点

なんでこんなに点数が上がったの？

その理由は、
『

国試を徹底的に
分析したうえで

』の作り方にあります。

各分野のエキスパートと
打合せを重ねているから

『なぜ？』は低学年向け
のカンタンな本だと思っ
ていたので、国試対策に
使えるなんてビックリ！
まさかニガテな呼吸器
分野で、満点が取れる
なんて！！
A子

国試の内容が詰まった
ストーリーになるんです

ニガテな科目ってどうやっ
て勉強したらいいのか全然
わかんなかった……。でも
『なぜ？』はイラストが
多いし、教科書と違って
文章が軽いから読みやす
かったです！
B美

ニガテな科目があるあなた、
で克服してみませんか？
49

Instagrammer’s Interview

15,000人がフ
ォローしている

いい
ね

大人気アプリ、
「インスタグラム」が看護学生の間でも大ブーム！
今年国試に合格した、大人気の看護師インスタグラマーさんに勉強方法などを聞いてきました。

効率よく
勉強することが
大切です！

ikue̲ns

いくさんカーミンさん

第 106 回看護師国家試験に見事合格し、現在看護師 1 年目。
フォロワー数約 15,000 人を誇る人気インスタグラマー。
イラストの可愛さ、字の綺麗さもさることながら、誰もやっていない
勉強方法を独自に編み出す。勉強法だけでなく、効率のよさを重視
した勉強のスタンスは参考になること間違いなし！

最終学年にあがる前に
必修は完璧に

大切なポイントを
自分で理解してまとめる

―第106 回看護師国家試験に、見事合格され

―インスタグラムを拝見していると、まとめる

たいくさんカーミンさんですが、学生の頃はど

のがとてもうまいですね。気をつけているポイ

のように勉強していましたか？

ントはありますか？

学校の先生から最終学年になる前に必修を完
最終学年になる前に必修を完

疾患について調べるときや、まとめるときは

璧にしたほうがいいと言われていたので、
『ク
璧にしたほうがいい

『病気がみえる』シリーズをよく使用しており、
『病気がみえる』シリーズ

エスチョン・バンク Select 必修』は 2 年生の

循環器、消化器、呼吸器は購入しました。参考

うちに解説を覚えるくらいやりこみました。そ

書に書いてあることを、そのまま書いても意味

のおかげで 3 年生（最終学年）になってからは、

がないので、自分の言葉でまとめ直すようにし
自分の言葉でまとめ直すようにし

一般・状況設定問題の対策に集中することがで
一般・状況設定問題の対策に集中する

ていました。だらだらと書くのではなく、大切
大切

きました。必修に早めに取り組んでいてよかっ

なポイントを自分で理解して書くことが重要で
なポイントを自分で理解して書くことが重要

たと思います。『レビューブック』は模試で間

す。これは実習のレポートでも同じだと思いま

違えたところを書き足したり、問題集を解いて

す。

いて、わからないものが出てきたときに見て調
べるようにしていましたね。
血管を透明のファイルに
書き、用紙の上に重ねる
という工夫。めくるだけ
で血管の位置を確認でき
ます。こちらのインスタ

♥いいね！
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グラム動画の再生回数は
なんと 12,000 回以上！

実習中も 日曜日は国試対策
と決め、時間を確保

提出するレポートも、実習が終わってからつく
り始めるのではなく、実習をやりながら、コツ
コツと進めていました。看護学生はみんな時間

―実習中は、看護記録もたくさんあり、国試勉

がないと思うのですが、物事を後回しにするの
物事を後回しにするの

強との両立は大変ですよね。実習中はどのよう

ではなく、すぐ片付けることで余裕をもって何
ではなく、すぐ片付ける

に国試勉強をしていましたか？

事も取り組めます。

実は日曜日は、必ず国試勉強をする日と決め
実は日曜日は、必ず国試勉強をする日
ていたんです。実習中の課題やレポートは平日
か土曜日までにやることで、国試勉強の時間を
確保することができます。領域の実習終わりに

常に心掛けていることは
効率よく 勉強すること
―時間の使い方はとても参考になりました。ほ

♥いいね！

『レビューブック』に付
け 加えたシャルコー
の 3 徴のフセン。
「フ
センにまとめるときは
目立つように、大きな
字で、イラストも大き
めに書きます。小さく
細々と書くよりも頭に
残りやすい気 がしま
す。
」

いつも使用していた勉
強グッズ。
「マイルド色
のマーカーペン、テー
プのり、色鉛筆、こす
ると消えるペンなどを
使っています。蛍光の
マーカーペンで引くと、
そこだけ目立ちすぎてし
まいますが、マイルド色
のマーカーは全体のバ
♥いいね！
ランスがよくみえます」

neco̲nurse

かに国試勉強をするうえで、何か心がけていた
ことはありましたか？
私は効率よく勉強することを意識していまし
効率よく勉強すること
た。過去の出題傾向や頻度をチェックしてみる
と、国家試験は出題されるところがだいたい決
まっているため、そこを把握して、重点的に勉
そこを把握して、重点的に勉
強していましたね。もちろんすべて看護師に必
強
要な知識だとは思いますが、国試に出題されに
くいところばかり勉強していても時間がもった
いないですよね。まずは受かりたいですから、
効率よく勉強することで、ほかの人よりも短時
間で模試の点数を上げられたと思います。
―時間がないなかで国試勉強をしなくてはいけ
ないというのは看護学生共通の悩みですね。い
くさんカーミンさんの勉強に対する姿勢は本当
に参考になりました！

フォロワー18,0 00人突
破

メディックメディア看護の公式インスタグラ
公式インスタグラムもあります！
先輩たちの『レビューブック』や『マイ・レビューブックカバー』のつくり方など公開中！
新刊書籍の最新情報なども満載！
# レビュー
ブック

QRコードを読み取って
ネコナースを
フォローしてね。

タグを入れて
写真をアップ
してね！
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！

け特集
向
年
先 輩に聞いた !
低学

プライベート

やっていて &
やっておけばよかったこと
勉強

国試国試といわれても、まだまだ受験は先なのに…という低学年のあなたに送る
このコーナー。今回は先輩たちに、低学年のうちにやっておいてよかったこと、
やっておけばよかったことを聞きました！ これからの過ごし方の参考にしてね☆
イラスト／くるみ

身体の仕組みは
すべての基礎なので
理解しておくと後が楽です。
S.Y さん

わかっていると
疾患が理解しやすく、
適切な看護にもつながるので。
A.I さん

アドバイス

解剖生理とは、身体の構造と
機能のことですが、漠然として

いて何から勉強すればいいの？ という学生さんも
多いはず。そんなときは、
「今週は腎臓の解剖生
理をやる！」というように学習する臓器を決めて、
教科書や参考書をじっくり読んでみるといいかも
しれません。また、わからなかったところや気に
なったところは先生に聞いたり調べたりするよう
にしましょう。身体の謎を解き明かしていくのは楽
しいですし、そのほうが記憶に残りますよ☆
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A
.N さん

解剖生理学の勉強

実習のとき困った︒
優先して勉強した
ほうがよいです︒

勉強 編

圧倒的多数の声が挙がったのが、早い段階で解剖生理
学をやっておくべきというもの。疾患や看護を学んでいく
うえで、すべての基礎となる内容なので理解しておきた
い、とのことでした。授業をおろそかにせず、きっちり
学習しておきましょう。

プライ 興味があることに挑戦してみる。
ベート 編 いろんな人とかかわりをもつ。
Ｔ・Ｓさん

時間があるうちに
旅行に行くべし！
普段とは違う文化や考え方に
ふれることは大事だし︑
なにより楽しいです！

あるベテラン教員の声

興味があることを調べたり、挑戦した
りしてみることが大事だと思います。
私の場合は手話教室に通っていまし
た。それまで話すことができなかっ
た方と話すことができるのが、とても
嬉しく感じました。また、伝え方や表
情が豊かになったことで、患者さんと
のコミュニケーションも以前よりうま
くいくようになりました！ N.M さん

先輩の回答にあるように、いろんな経験
を積むことや、いろんな人とかかわるこ
とは、人として成長するうえでとても大切
なことだと思います。なぜ大切なのでしょ
うか。それは、
「こんなことがあるんだ！」
とか「こういう考え方もあるのか」という
新しい発見を通して、いろいろな価値観
や考え方を知り、認め、興味を持つこと
ができるようになるからです（そういう意
味では恋愛も効果的だと私は考えていま
す）
。看護師とは、人と密接にかかわる
仕事です。人に興味を持ち、いろんな価
値観を認めることができなければ、人と
向かいあった看護はできません。たくさ
んのことを学び、経験して、魅力的な看
護師になってくださいね。
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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！

第99〜106回の国試全問
＋頻出問題約500問
が解ける！

さらに！

さらに！

Web必修
模試50問

間違えた問題の傾向から
自動生成したあなただけ

の復習コンテンツに取り

組めます！

QB
オンライン

学習結果が記録されるの

で、間違えたところだけ

を集中的に取り組むこと
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2018』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！
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I N F O R M A for Nurse

詳しくは
P. 4、5を
チェック！

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
さらに！

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

2017-2018 Autumn/Winter

55

第18 号（2017年11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。
「看護過程」とは、看護を実践するための思考ツール。
これにより、患者の安全・安楽の確保を前提とした
科学的根拠に基づいた看護技術の実施につなげられる……。
」
とは？
とある研修でツル先生が学んだ「看護学生教育過程（※造語です）
イラスト 荒井敬子

―― 看護（学生教育）過程 ――
よく学生に、なにかを期待した様子で「先生って、休日はなにしてるんですか？」と聞かれ
るのですが、はっきり言って地味です。
本屋に行って、最新の医療・看護に関する参考書や、実習指導、教育方法についての本を見
つけてはジャケ買いしたりして、地味に、そして意外と（!?）真面目に勉強しています。
ほかには、看護教育に役立ちそうな研修に参加したりすることも。先日は、 学生 につい
て学ぶ研修を受けてきました。内容は、いまの学生がどんな社会背景で育ち、どんな学び方を
してきたか、どんなかかわり方をしたらいいか、というもの。
この研修を受けようと思ったのには、キッカケが 2 つあります。
【キッカケ①】教員が、
「今年の 1 年生は常識がない！」などと言っているのを耳にするたび、
学生の考える常識と教員の考える常識にズレがあるのかも？と思っていた。
学生の考える常識 教員の考える常識にズレがあるのかも？と思っていた。
【キッカケ②】学生：
「先生、私の母と同い年なんですね！」
「えっ！（とうとう来たか…）
」
。
先生、私の母と同い年なんですね！」私：
初めて「学生の母親と年齢が同じ」という状況が発生したとき、自分の常識や価値観を学生に
押し付けるのは、いよいよ図々しい域に入ったのだと自覚した。
そんなこんなで、教員として、 いまの学生 に偏見をもたないようにするためには、彼ら
のことを知り、理解しなくてはいけないと思ったのです。
研修で教わったのは、
学生指導における「情報収集→アセスメント→実施……」という流れ。
これってなにかに似ていますよね？ そう、看護過程です。私はこれを勝手に「看護学生教育
過程」と名づけました。
研修が終わり、
自分がもっていた いまの学生に対する思い込み を自覚しました。そこで、
56

学生とかかわるなかで、学生と自分の「常識」にズレがあるな、と感じたときには、直接学生
に聞いて確認するようにしました。それは、学生の「常識」を知り、学生も教員や高齢の患者
さんが考える「常識」を知る機会となったのです。
とはいえ、スムーズにいくことばかりではありません。ある日、実習先の病院で、ベテラン
の先生が熱心に指導してくださっている目の前で、許可なくジュースを飲む学生（あちゃ〜）
。
まずは情報収集。なぜそんなことをしたのかとたずねると、失礼な行動とは思っていなかった
との返答。この状況をアセスメントすると……う〜ん、看護過程を展開するよりも難しい !
いつも学生に対して、
「患者さんの身体的側面だけでなく、心理・社会的側面もあわせて考え
るのよ」と言っていますが、私も個々の学生の状況を踏まえたかかわりができるよう、日々情
報収集とアセスメントに励まなければ……。ツル先生の学びは続きます。
そうそう、これ以外の休日はなにをしているのかって？ ……そこは、謎に包ませてください。

がんばれ看護学生！

患者さんに

声 を届けよう！
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国際看護って何？

スリランカでの看護教育
看護学生の皆さん、こんにちは。私は 1997年から
約５年間、国際協力機構（JICA）を通じてスリランカ
で看護教育にかかわる仕事をしてきました。現在は日
本で大学教員をしながら、海外で活動した経験を活か
して、学生を引率して海外研修を行ったり、看護師を
対象に英会話の研修を行ったりしています。今回はスリ
ランカの看護教育現場での体験を通じて、世界で働く
楽しさをお伝えします。

執筆

大野 夏代

札幌市立大学看護学部准教授。
基礎看護学、国際看護学を担当。
千葉大学看護学部卒。東京女
子医科大学 病院 助産師、埼玉
県立大学保健医療福祉学部講
師、JICA スリランカ看護教育専
門家を経て、2006 年より現職。

赴任当時のスリランカの看護教育
33 歳のとき、夫と子ども 2 人を連れてスリ
ランカに赴任しました。仕事内容は、現地の保
健省のもとでスリランカの看護教員と一緒に看
護学校を新設することでした。
当時のスリランカの看護学校ではベッドやモデ
ル人形などが不足していました。学内で技術を習
得することは不可能に近く、学生たちは教員のデ
モンストレーションを通じて技術を学び、病院実
習でいきなり実践するのが当たり前でした。
例えば、看護知識をまだ十分に習得できてい
ない 1 年生が朝 7 時から病棟実習へ行き、前
日に患者さんの退院したベッドを清掃しベッド
メーキングをしたり、注射などの看護技術を最
初から実際の患者さんで実践していたりしてい
ました。当然ながら、そこには安全性に大きな
問題がありました。
そのような現状から、看護学校を新設するに
あたり、日本政府からの支援で、従来の学校よ
りもベッドやモデル人形を増やし、教育環境全
体の改善に取り組んでいきました。
結果として、
学内で練習してから実習に行くという流れで学
べる環境に変えることができました。現地の
ニーズを見出し、国際協力ができたことに、大
きなやりがいと楽しさを感じました。
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この 3 枚の写真は、新しい看護学校ができる前、スリラン
カにある別の学校での看護技術の授業風景です。

学生用ハンドブックの作成
スリランカではその頃、看護学生が使える教

うこともあり、一筋縄ではいかず、大変でした。

科書がありませんでした。そのため、教員たち

苦労の甲斐あって、ハンドブックの完成・導

は英語で書かれた外国の本を勉強し、それを現

入後は教員たちに「授業の準備時間が短縮でき

地語に訳して授業に使っていたのです。解剖図

た」と喜ばれました。また、
学生たちからも「正

など視覚的に学ぶものは学生が分担して模造紙

確な図を手元で繰り返し見ることができ、勉強

に描き、それをほかの学生が自分のノートに写

がはかどる」と好評でした。スリランカのカリ

していました。そこには時間がかかるうえ、正

キュラムに則ってつくったので、試験勉強にも

確に写せないという問題がありました。そこで、

使いやすかったようです。
（余談ですが、スリ

現地の保健省に相談してハンドブックをつくり、

ランカでは通常の学内試験も各学校が出題する

全国の看護学校で販売することにしたのです。

のではなく、保健省が作問して全国一斉に試験

スリランカの公用語はシンハラ語とタミル語

していました）

という２つの言語で、学校ごとに異なる言語が

教員と学生から喜ばれたことで、現地の教育

使われていました。それぞれの言語で作成する

水準を向上させることができたと、手ごたえを

となると、コストと時間がかかってしまうだけ

感じました。

でなく、日本人の専門家がハンドブックの内容
を正しく把握できなくなるという理由から、ス
リランカの共通語である英語を使うことにしま
した。教員たちに提出してもらった現地語の授
業案を基に内容を検討していったのですが、恥
ずかしがって資料を提供してくれない教員もい
て、1 つの分野を進めるのに時間がかかりまし
た。また、当時スリランカは内戦中で、近所で
テロ爆発などが起こると出勤できなくなるとい

スリランカで作成したハ
ンドブック。この表紙を
見ると、今でも当時を思
い出して懐かしい気持ち
になります。

これから看護師になる皆さんへ
スリランカの勤務は当初 2 年間の予定でし
たが、
現地での仕事が楽しく充実していたので、
契約を延長しトータルで 5 年間滞在しました。

ましたでしょうか。看護という仕事の世界への
広がりを感じていただければうれしいです。
海外での活動に興味のある方は、NPO など

日本に戻って再び看護教育の仕事をすることに

のスタディツアーに参加したりして情報収集す

なったとき、
「自国の言葉で勉強ができるとい

ることをお勧めします。看護師は国際専門職で

うのは、なんと幸せなことだろう」としみじみ

すので、自分の専門領域を活かせる場所が世界

と感じました。
「看護の専門書を母国語で読め

のどこかにきっとあります。
「看護のこの部分

る」
、
「患者さんと看護師が同じ言葉で会話でき

は誰にも負けない」と言えるほど、日本での毎

る」ということが、世界では必ずしも当たり前

日の仕事に取り組むことが、実は世界への近道

ではないのです。

だと私は思っています。

私の海外での体験談に関心をもっていただけ
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第104回 保健師国家試験のしおり
「保健師を選択したけど、
卒論と看護師国試の勉強で手いっぱい！」そんなあなたのために、
国試の概要や先輩の勉強方法についてまとめました。この記事を参考に、
保健師国試に備えましょう！

第104 回保健師国試の概要
試験期日

平成30年2月16日
（金）［看護師国試：2月18日
（日）
］
北海道、
青森県、
宮城県、
東京都、
愛知県、
石川県、
大阪府、
広島県、
香川県、
福岡県、
沖縄県

試験地

試験科目

公衆衛生看護学 / 疫学 / 保健統計学 / 保健医療福祉行政論

合格発表

平成30年3月26日
（月）
午後2時に厚生労働省、
各地の保健師国家試験運営臨時事務所にその受験地、
受験番号を掲示して発表。
※受験票は国試の数日前に学校から配布されます（出願は学校単位で行うため）
。
受験票とともに配布される「受験者留意事項」に会場、集合時間、持参品、注意事項が記載されています。

第10 3回保健師国試の合格状況を知ろう
受験者
数

合格
基準

8,207 人

合格者
数

7,450 人

合格率

90.8％

一般問題を１問１点
（73点満点）
、
状況設定問題を１問2点
（68点満点）
とし、
次の合格基準を満たす者を合格とする。
総得点

85 点以上／141点（60.3％）

※採点除外問題がある受験者総点数140点

過去６年の
合格率の推移

受験者数は、保健師教育課程が選択制になった影響により、第 102 回国試より、半減しています。最
新第 103 回国試では単に知識を問うのではなく、状況設定を読み取る力が求められる問題が増えました。
保健師国試は絶対基準が用いられ、6 割取れば合格です。次ページの国試対策本でしっかり学習し、国
試に備えましょう！
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保健師国試対策本ラインアップ
先輩たちからの絶大な支持！

クエスチョン・バンク

保健師国家試験問題解説2018
第10 版 B 5判 848頁
定価
（本体 3,500円＋ 税 ）
保健師国家試験の問題は難しそうだからどうし
よう、とずっと思っていましたが、この問題集
は図やイラストが豊富でわかりやすいので、楽
しく勉強できました！
（富山県 U.S さん）

保健師国試、追い込みの 1 冊

保健師国家試験のための

レビューブック2018

第18版 A5判 368頁 定 価
（本体 2,500円＋税 ）
国試に必要な知識がコンパクトに載っているので、
いつも持ち歩いてスキマ時間に読んでいます！
（岐阜県 S.Y さん）

法律・制度・統計を徹底的にビジュアル化

公衆衛生がみえる 2016-2017
第2版 B5判 480頁
定価
（本体3,600円＋税 ）
公衆衛生は教科書では理解しにくい内容が多く、
大変困っていましたが、『公みえ』は言葉ではわ
かりにくいことも図で示してくれるので、教科書
代わりに何度も開いています。
（奈良県 K.M さん）
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保健師

看護師

の国試対策、

12月からの勉強法
A.Sさんの場合

12月

Decembe r

▶看護師対策中心の勉強
12月は看護師国試を中心に勉強し、
わからないところは教科書や
『レビュー
ブック看護師』を読んで、理解を深めるようにしました。関係法規など保
健師と重なる分野は、特に意識して勉強しました。

▶保健師対策も徐々に開始
学校までの移動時間などを使い、
『レビューブック保健師』を少しずつ読
み進めました。わからないところは、家に帰ってから『公みえ』などの参考
書で調べ、書き込んだりしました。

1月

Januar y

▶保健師対策の勉強量を増やす
『QB 看護師』が 2 周目に入る頃、
『QB 保健師』を解き始め
ました。保健師の模試の成績が伸びず、やや焦りながらも、
問題集や模試で間違えた問題について『レビューブック保健
師』に情報を書き込んでいきました。この時期から、予備校
の講座にも参加するようになりました。

▶『QB 看護師』
『QB 保健師』
を繰り返し解く
2月

QB看護師2 周

QB保健師 1周

Februar y

▶模試・過去問の復習
毎日学校に行って、友達と一緒に模試・過去問の復習をしました。
『QB 看護師』
『QB 保健師』を使って問題演習を繰り返し行い、
間違えたところにふせんを貼り、次回解けたときにふせんを外すようにしました。
ふせんがなくなるまで何度も解き直しました。

▶就寝前の『レビューブック保健師』
で知識の定着
書き込みが増えた『レビューブック保健師』を寝る前に眺めて、勉強した
充実感を味わいながら、章ごとに知識を整理しました。
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方は、
の過ごし !
前
直
試
国
をチェック
右ページ

第104回 保健師国家試験のしおり

両立させる？

どうやって

保 23:00 ～ 24:00
『レビューブック
保健師』
を読む

国試１週間前からの
過ごし方

22:00 〜 23:00
お風呂

保 20:00 ～ 22:00
『QB保健師』、
模試で間違えた
問題の見直し

24:00 〜 7:00
睡眠 zzz

18:00 〜 20:00
夕食・休憩（TV）

看
17:00 ～ 18:00
『QB看護師』

7:00 起床

看

7:00 〜 8:00
朝食・準備

16:00 ～ 17:00
模試で間違えた
問題の見直し

保 8:00 ～ 9:00

『レビューブック
保健師』
を読む

看 13:30 ～ 16:00

看 9:00 ～ 10:30

『QB看護師』

『QB必修』

12:00 〜 13:30
昼食・休憩

保 10:30 ～12:00
『QB保健師』

合格した先輩たちからのアドバイス
保健師・看護師両方の国試を受験する場合は、
範囲が重なっているところ（社会保障、人口動態

勉強を習慣づけるため、自分の好きな科目
（小児、
母性）
から試験勉強を始めました。初めのうちは、

等）から勉強を始めると、両方の点数につながる
のでオススメです。また、統計データは、国試の

間違える問題が多く、解くまでに時間もかかりま
したが、段々と理解が深まっていき、解ける問題

直前に見直せるようまとめておきました。国試当
日の朝に見返すことで、落ち着いて試験に臨むこ

も増え、勉強が楽しくなっていきました。模試の
結果にも結び付いて、自信がつきました。

とができました。

（M.N さん）

（M.K さん）
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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
（ 平 成 28

読者として『レビューブック』
や『QB』
の

10 0％！

年度）

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イトに来られると
元アルバイト M.Kさん

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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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
さまざまな媒体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、必 見
の情報がもりだくさんです！

twitter

がんばれ看護学生！

フォロワー
12,000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
（@medic_kango）

Instagram
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！
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フォロワー
18,000人突破！

ネコナースのアカウント
(＠neco_nurse)

看みえツイッター
「@kan_mie」
もあるよ by マメくん

❶メディックメディアからの
お知らせ・国試クイズ

配信もやってます！

頻出の重要なポイントを出題する国試クイズや、
新刊や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
@medicmedia_kangoとID検索する

クエスチョン・バンク

クエスチョン・バンク

❷
『レビューブック』
『 Q B『
』 Q B 必修』
の索引が引ける！
調べたいページが
すぐわかる！

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』
『QB』
『QB

だから

必修』の該当ページがすぐに
表示されます。書籍の索引を

清拭の
ページは
ココね！

探す手間が省ける、とっても
便利な機能なんです！

❸看護用語が検索できる！
②と同様の方法で検索すると、
『レビューブック』
に掲載されている看護用語の意味が表示され
ます。検査値の基準値も出てくるので、状況設

これで効率よく
勉強できるね！

定問題を解きながら確認したいときや実習の休
憩時間などにも使えます♪
検査値の基準値も
調べられる！
だから

アルブミンの
基準値は
これね！
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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！

こんなふうに
使える
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40 個
120 円
（税込）

LINEスタンプの
ダウンロードはコチラ

2版 脳・神経
2017年11月30日発行
待望 の 第

ケア・リハの解説が充実！
解剖・病理も基本からわかる！
■定価（本体3,900円+税） ■B5版 フルカラー 624頁

イメージするカラダのしくみ

内分泌・代謝

解剖生理の
イラスト満載！

シリーズ
新刊発行
近日
発行予定

■イメカラ内分泌・代謝
第1版

2017年冬発行予定

A5判

約250頁

■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
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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

レビューブック
2018

クエスチョン・
バンク
Select 必修

看護師国家試験
問題解説
2018

第19版 A5変型判
1,792頁
定価（本体5,400円＋税）

なぜ？どうして？シリーズ B6判

問

クエスチョン・
バンク

看護師・看護学生のための

2018
看護師国家試験
問題集

第18版 B5判 1,416頁
定価（本体5,400円+税）

第13版 B5判 594頁
定価（本体2,300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 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

第5版 B6変型判 304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
2018

第18版 A5判 368頁
定価（本体2,500円+税）

70

問

クエスチョン・
バンク

参

公衆衛生がみえる
2016-2017

保健師国家試験
問題解説 2018

第10版 B5判 848頁
定価（本体3,500円+税）

第2版 B5判 480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

2017年
11月30日
発行予定

対 策

NEW

イメカラシリーズ A5判

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）

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）

詳細はWEBページへ

参

NEW

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）

おま

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 定価未定

け

ー入社してから担当した書籍は？

第3 回
皆さん、風邪はひいていませんか？ 新人
編集者のTです。この企画も、ついに第3
回目に突入！ 満を持して、企画の発案者
でありINFORMA編 集 長でもあるY.S氏
を紹介します。入社して7年目、
『病気がみ
える』や『看護技術がみえる』シリーズを
編集してきたY氏の素顔は …！？

古い順に言うと、
『レビューブック』
『クエスチョン・バンク』を２年間、
『か
んごろ』
、
『看護技術がみえるvol.1』・
『フィジカルアセスメントがみえ
る』
、
『病気がみえる』の消化器・血液の改訂です。ずいぶんやったな〜

ー 書籍を作るうえで苦労したことは？

「〆切」と「書籍内容をどこまで追求するか」との攻防戦には毎回苦労します。
いつも〆切に追い込まれて頭が爆発しそうですが…。
ー 最近、はまっていることは？

毎週末クラフトビールを飲みに行くのにはまっています。
エンゲル係数が異常値を示しました。
ー 最後に、看護学生さんへ一言！

いま全国の看護学生さんたちを救うスゴイ１冊を
企画・制作中です。ゴールは遠いですが、
必ずや完成させてみせます！楽しみにしてください！
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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p.75 から
読んでね！
！

ので︑知識がちゃんと定着した
と思います︒あとは荷物を増や
したくなくてｉＰａｄを使って
いました︒調べるためや︑たま
にノート代わりにも︒

国試勉強のモチベーションを
保つのは難しかったですね︒そ

︵笑︶
︒家族が理解してくれるこ
とが支えですね︒

部の頃に比べると深く追究する
ことができ︑充実しています︒
子どもも大きくなって︑私が
学生で勉強している︑というこ
とを理解してくれています︒私
が﹁ 課 題 上 手 く で き な か っ た
〜﹂ っ て い う と﹁ マ マ は が ん
ばってるから大丈夫︑怒られな
いよ﹂って声をかけてくれたり

読んでくださっている皆さんと
共に︑私も看護を学んでいる一
員として一緒に盛り上げていき

さって︑世の中の人にあまり理
解されていないと感じることが
多々あります︒看護師になるま
でにたくさんのことを勉強し
て︑根拠をもって看護を実践し
ているのに︑まだまだちゃんと
評価されていない分野だなと︒
そういうところが看護の課題な
のかなと思っています︒これを

たいと思っています︒これから
も一緒にがんばりましょう︒

国試への応援
コメントつき！

看護の分野を
盛り上げていきたい

詳しくは、
裏表紙を
check！

看護学生・看護師さんの大変

徳澤直子さんのサイン入り
『なぜ？どうして？ 2018-2019
⑧女性生殖器／母性看護学』を
3名様にプレゼント！！

レーニングをあまりやっていな
かったので︑もうちょっとやっ
ておけばよかったと思いまし
た︒それから５肢択２の問題も
難しかった︒ひとつは選べるん
だけど︑もうひとつが選べない
んですよね︒

るくらい難しいと話題になって
いましたね︒１回しか受けてい
ないからなんとも言えません
んなとき私は国試を合格するの
が目標ではなく︑通過点だと考
えていました︒受かったら大学

Instagram

１０６回 国 試 は ⁝
難しかっ た ！

が︑過去問よりも難しく感じま
した︒長文問題が多く︑読むの
が大変でしたね︒これだけ読ん

院でもっと看護や助産について
勉強していきたいという先の目
標をもつことで︑なんとかモチ

https://www.instagram.com/
tokuzawa.naoko/

国試はゴールではなく︑
通過点

だのに１問分かあ⁝なんて思っ
ていました︵笑︶
︒長い文章か
ら必要な情報をピックアップし

https://ameblo.jp/tokunao/

今年の国試は︑ニュースにな

てアセスメントする︑というト

い﹂とか︑もっと先のことを考
えるといいのかもしれません︒
今は大学院で助産という自分
の興味のある分野を勉強でき
て︑とても楽しいです︒研究で
はいろいろな文献を調べて︑学
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徳澤直子オフィシャルブログ
「My Little Notebook 」
Blog

ベーションを保つことができま
した︒国試合格がゴールではな
くて︑
﹁こんな看護師になりた

愛用の『レビューブック』
、
『公衆
衛生がみえる』
、iPad。調べ物
は iPad を使うことが多いそう。

国試勉強を本格的に始めたの
は ４ 年 生 の 月 で︑遅 い ほ う
だったと思います︒それまでは
卒業論文に集中していました︒

強したことを忘れていないか
を︑実習しながらチェックして
いました︒ほかにも﹃レビュー

易しく︑かみ砕いて書かれてい
て︑何も知識がない状態でも読
めました︒すごく助かりました
ね︒
それから実習のときには﹃レ
ビューブック﹄を使っていまし
た︒重要なポイントがまとまっ
ているので︑概要をつかむのに
ぴったりなんですよ︒座学で勉

にしていました︒
それから︑
ノー
トは作らないと決めていまし
た︒ノートにまとめるのは時間

じていたので︑思い出せないこ
とは抜けているんだなと判断し
て︑弱い所を見つけられるよう

にアップしたりしていました︒
とにかく使えるものはなんでも
使っていましたね︒直前期は９
時から 時を国試勉強に当てて
いました︒
また︑寝る前はベッドの中で
わからなかった問題を思い出し
ていました︒経験から解くこと
より思い出すことが大事だと感

ンとオフのメリハリがつきまし
た︒

大事なところをおさえる︒この
感覚を大事にしました︒
宿題を家に持ち帰ると︑やら
ないといけないという気持ちが
でて︑ずっとやり続けてしまう
ということもありました︒なの
で︑できるだけ学校で終わらせ
るようにしていましたね︒場所
によってもスイッチが切り替え
ただ低学年の頃からなんとなく
国試は意識していたんです︒教
科書は難しくて︑読みたくない

ブック﹄では国試に出た部分が
青字になっているので︑青字を
見つけると︑こんなところが国

低学年の頃から
国試を意識していた

られたのはよかったと思いま
す︒家に帰ると子どもが待って
いますから︒国試勉強のときは

なと感じたときは︑
﹃なぜ？ど
うして？﹄を読んでいました︒

か解かなかったんですけど︑頭
のなかで何回も思い出していた

がかかるし︑ノートを作って満
足しては意味がないので︒
﹃ク
エスチョン・バンク﹄は２周し

子どもの相手をする時間までは
集中して勉強すると決めて︑オ

₁₆

試に出ているんだと把握してい
ましたね︒

時間がないなかで
編み出した勉強法
国試の勉強は時間がなかった
ので︑机の前以外のすきま時間
でも知識に触れられるようにし
ていました︒移動中はアプリ版
の﹃なぜ？﹄を読んだり︑国試
問題をつぶやくツイッターｂｏ
ｔで流れてきた問題のスクリー
ンショットを撮って︑クラウド

徳澤さんの「マイレビューブック」
には、すぐ調べたい所や覚えた
い所にインデックスを追加。

₁₂
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なってくれた女性が︑日本で出
産を経験したアメリカの方で私
と境遇が似ていたんです︒彼女
は︑私の不安な気持ちに共感し︑
現地での医療の常識などを教え
てくれました︒振り返れば︑こ
うしたサポートがなければ私は
自信をもって﹁母親﹂をやれて
いなかったかもと思うこともあり

人生を変えた震災と出産
モデルとして活動していたと
きから︑系統立った勉強をした
いという思いがありました︒なか
なか実現できないなか転機が二
つありました︒一つは東日本大震
災です︒ちょうど第一子を妊娠し
ます︒こうしたことから自分も
出産・育児サポートを通して誰
かの役に立ちたいと思い︑看護を
学ぼうと決意したのです︒

ていたときでもあり︑命について
や︑これからの自分の生き方につ
いて︑改めてどんな人生にしたい
かと考えたときに︑人の役に立
ちたいという思いが湧いてきまし

の離れたクラスメイトと勉強
するということに緊張しまし
た︒ し か し︑ 最 初 か ら 最 後 ま
で学生生活は楽しかったです︒
今流行っていることをクラス
メイトに教えてもらったり︑実
習中は励ましあったり︑悩みを
相談したり︑国試後はみんなで
打ち上げをしたり︒苦楽を共に

思い切ってモデルをしなが
ら看護学生となり︑はじめは年

看護学生生活の
はじまり

もう一つの転機は︑アメリカで
の出産です︒私はミネソタ州で
出産をしたのですが︑
そこには
﹁Ｄ

する仲間として︑年齢を気にす

た︒

ｏｕｌａ︵ドゥーラ︶
﹂という助
産師とはまた異なる職業があっ
て︑そうした文化の違いにも大
きな影響を受けました︒ドゥー
ラは出産・子育てを経験した女
性が若いお母さんをサポートす
るというもので︑私もある女性
にお世話になりました︒異国の
地で出産するのは不安で仕方な

ることなく自然と仲良くなれ
たと思います︒

﹁実習＝大変﹂というイメージ
をもつ人が多いかもしれません
が︑私の場合︑座学では学べな
い貴重な経験をさせてもらった
という思いのほうが強いです︒
今でも︑実習で受け持った患者

たが︑特に記録が大変でした︒
わからないことがいっぱいあっ

育児との両立は大変です︒学

実習は患者さんに
かかわれる貴重な
経験だった

さんのお名前やどんなケアをし
たということをすべて覚えてい
ます︒授業では疾患の機序や︑

て︑あれも調べたい︑これも調
べたいって終わりがなくて︒時
間は限られているので︑課題は

した︒ですが︑そんな患者さん
の目に︑たまにご自身が戻って
くるときがあったんです︒目の
色が変わって表情が突然生き返
る瞬間が︒それを見たとき︑嬉
しくて︑ケアを通して自分も救
われるような貴重な体験をした
なと感じましたね︒

看護技術を学ぶ一方で︑実習で
は患者さんと直接話すことがで
きて︑表情もみえる︒看護のや

生生活では実習自体も大変でし

母親と看護学生の両立

り方も患者さんの状態や反応に
応じて変わる︒座学では学べな
いことが実習にはたくさんある
と実感しました︒

必ずタイムリミットを決めまし
た︒完璧を目指そうとして自分
に厳しくするのもよいけれど︑
母親業との両立のためにはがん
ばりすぎて心身の不調をきたす
よりは︑力を抜いてバランスを
上手に取ることがとても大切だ
と思います︒切り替える力とい
うか︑あきらめる気持ちという
か⁝満点を目指すのではなく︑
実習で認知症患者さんを受け
持ったことがあったのですが︑
娘さんの名前を忘れちゃうぐら
い重度で︑トイレに行きたいと
いう訴えが多くて一週間ずっと
分おきに排泄介助をしていま
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かったのですが︑ドゥーラ役と

₁₀

Profile
2001年にミスセブンティーンに選
ばれモデルデビュー。2004 年よ
り CanCam 専属モデルとして同
世代の女性から支持されるなか、
2010 年に CanCam を卒業。出
産を経て、2013 年より大学で看
護を学び、第 106 回看護師国家
試験に合格。2017 年春から助産
学を学ぶため大学院へ進学。現在
は、モデル、母、大学院生という
忙しい日々を送っている。

看
護
学
生
応
援
イン
タビ
ュー

Naoko
a
Tokuzaw
徳澤直子さん

出産を経て、自分も
誰かの出産・育児サポートを
通して役に立ち、
看護分野を盛り上げていきたい。
人気ファッション誌の専属モデルとして一世風靡した徳澤直子さん。
現在、2 児の母である彼女は、モデルを続けつつ助産学を学ぶため大学院へ進学。
好奇心旺盛な姿勢だけでなく時間を有効活用した国試勉強法にも注目です。
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PRESENT QUIZ

愛読者

プ

レ

ゼ

ン

ト

ク

イ

ズ

Q. メディックメディアが新たに行う国試合格判定サービスは？
『ネコナースの○○○○』
30

編集部オリジナルデザイン

『レビューブック』カバー※
＆ネコナース柄
マスキングテープ

名様

※カバーの模様は編集部
おまかせとなります。
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60

お好きなプリペイドカード
3,000円分

3

図書カード
or
クオカード

名様

CARD

※いずれかお好きなカードをお選びいただけます。

毎年恒例！

答えがわかったら、
下記 QRコードから
応募してね！

徳澤直子さんサイン入り

『なぜ？どうして？2018‒2019
⑧女性生殖器／母性看護学』

3

名様

2
応募はコチラから！
〆切

2018年1月19日

http://goo.gl/9vFnNY
※当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。
発送は2月上旬を予定しています。

マイ・レビューブック大募集！
！

愛情いっぱいに育てた自慢のレビューブックを見せてください。
編集部で審査のうえ、マイ・レビューブック・オブ・ザ・イヤーを決定！
受賞作品を『INFORMA2018春夏号』に掲載いたします。
また、受賞者の皆さんにはすてきな賞品をプレゼント！ たくさんのご応募、待っています‼
［応募方法］

［送付先］kango@medicmedia.com
あなたのマイ・レビューブックの写真データ、 ［メールのタイトル］マイレビューブック応募
PRコメント、ペンネーム、インスタグラムのア ［応募期間］2018年2月18日㊐〜3月2日㊎
カウント名（あれば）を右記のアドレスにお ［発表］2018年4月末に、小社ホームページと『INFORMA2018春夏号』で
送りください。
発表。受賞者には、個別に連絡を差し上げます。
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