
 

 

2012 年度版 

国家試験合格通信シリーズ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

全国赤十字副学校長会作成 



 

 

国家試験合格通信シリーズ使用要項（2012） 

 

 このシリーズは、全国赤十字副学校長会の事業として平成 20 年より開始しました。平

成 24 年度は、東ブロックの学校が中心になって作成しました。 

シリーズの内容、担当学校、使用方法は下記のようになっています。 

 

１．シリーズの内容と担当学校 

第 1 回：第 101 回看護師国家試験の振り返りと対策（さいたま赤十字看護専門学校）       

第 2 回：基礎看護学（長岡赤十字看護専門学校） 

第 3 回：成人看護学（長野赤十字看護専門学校）  

第４回：在宅看護論・老年看護学（石巻赤十字看護専門学校）  

第５回：母性看護学･小児看護学（伊達赤十字看護専門学校）   

第６回：精神看護学（諏訪赤十字看護専門学校）  

第７回：専門基礎分野（成田赤十字看護専門学校）  

第 8 回（最終回）：国家試験直前の心得（浦河赤十字看護専門学校） 

別 添：助産師国家試験対策 （日本赤十字社助産師学校） 

 

２．使用方法 

（１）来年度採用内定者・見学者・実習生などへのニュースレターや通信に、ご活用く

ださい。 

（２）シリーズは全９回（助産師国家試験対策含む）で、1回分は A４版１～２枚で 

構成しています。電子データで準備しておりますので、全シリーズ配布、あるい 

は抜粋するなど、施設の状況でアレンジしてご利用ください。 

（３）第 102 回看護師国家試験日は、平成 25 年 2 月 17 日(日)を予測しております。 

 

３．お願い 

  国家試験合格通信シリーズは今回で 5 回目となりました。各施設における活用状況

や内定者等の反応など、お聞かせいただけましたら幸いです。 

 

 

 



 

 
  
 
 いよいよ看護師国家試験の受験を意識し真剣にとりくむ時期となりました。看護師国家試験はここ数

年変化してきています。合格の為には確固たる知識は必要ですが、学習する上で情報収集も重要となり

ます。ここでは第 101 回の看護師国家試験について振り返り、今後の対策について考えてみましょう。 
 
第 101 回看護師国家試験について 

 
☆合格基準            

問題 配点 合格基準 
必修問題 1 問 1 点 40 点以上／50 点 （80％以上）

一般問題 1 問 1 点 
状況設定問題 1 問 2 点 

157 点以上／247 点（63.6％） 
午前問題 85、午後問題 92 採点対象から除外

 ☆合格状況            
 受験者数 合格者数 合格率 

101 回 53702 48400 90.1％ 
100 回 54138 49688 91.8％ 

☆設問配列について 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 101 回看護師国家試験の合格基準は必修問題の正解率 80％以上、これは必修問題導入以降変

化ありません。一般問題と状況設定問題の正解率は 63.6％で第 100 回の 65.2％よりやや下がり

ました。合格率も 91.8％から 90.1％となっています。昨年と比較してやや難しかったといえるで

しょう。設問は第 100 回と同様に必修、一般、状況設定問題が午前と午後に分けられて出題され

ました。ただし、例年必修問題の明示はありません。 
 
☆出題形式について 

101 回 100 回  
午前 午後 合計 午前 午後 合計 

否定形の問題 0 1 1 0 1 1 
組み合わせ問題 3 3 6 4 1 5 
図・表を用いた問題 5 4 9 2 2 4 
写真を用いた問題 2 0 2 3 0 3 
五肢択一問題 11 7 18 11 3 14 
五肢択二問題 10 10 20 9 12 21 

    
否定形の問題は 1 問だけでした。ますます正確に覚えることが求められています。思考過程を必

要とする事柄と、ある事柄を組み合わせた形式問題も増えました。図表を用いた問題も必修で増

加しました。五肢択一問題は第 100 回と比べて増加し、五肢択二問題は減少しました。問題はＥ

ＰＡの受験者に配慮し昨年同様、平易でわかりやすい表現になっています。 

時 間 形 式 出題数 
必修問題 25 問 
一般問題 65 問 

午 前 
（2 時間 40 分）

状況設定問題 30 問 
必修問題 25 問 
一般問題 65 問 

午 後 
（2 時間 40 分）

状況設定問題 30 問 

第 101 回 看護師国家試験（平成 24 年 2 月 19 日実施）の状況と対策 



 ☆プール問題について 
   プール問題の活用は第 100 回同様に多く見られました。全く同じ図を使った便器介助の問題も出

ていました。過去の一般問題を状況設定問題へ、あるいはその逆もありました。少なくとも過去

5 年分の過去問題を学習し関連する知識と出題傾向をおさえましょう。 
 
 ☆必修問題について 
   必修問題は単純想起型の問題を中心に出されていました。「重要事項を正確に覚える」ことで絶

対基準の 80％以上はとれる問題でした。必修問題のほとんどは正答率も 90％以上の問題と思わ

れます。例年 3～4 問ほど正答率が 80％以下になる問題があるようです。今回も午後問題で「胎

児の卵円孔の位置」「血液製剤の取り扱い」の問題の正答率が低かったようです。受験者の多く

が不正解であれば第 99 回のように採点対象外となるかもしれませんが、年々、必修問題の正答

率は上がってきています。基本事項中心の解きやすい問題傾向となっているのです。 
  
☆統合分野について 

   新カリキュラムに導入された「看護の統合と実践」ですが、明らかに独立した設問はないようで

す。一般問題の基礎看護学、在宅看護論の問題が増えているので関連していると思われます。東

日本大震災もあり、災害看護学に注目しましたが、震災を反映した問題は目立ちませんでした。

今回は移行期間であると考えると、今後の動向が気になるところです。 
 
 ☆近年の社会問題を反映 
   高齢化社会、在宅看護、癌、介護に関する問題が今回も目立ちました。これらは近年の日本にお

ける社会問題です。政策を反映している問題ともいえます。今後も社会の動向に注目しましょう。      

 
第 102 回看護師国家試験に向けて 
  
★解剖生理学から始める！  

   「人体の構造と機能」特に「解剖生理学」という基礎ができていれば、過去に解いたことがない

問題でも応用をきかせて正解を導き出せます。特に生理学は病気の理解にもつながります。そし

て「疾病の成り立ちと回復の促進」と進みます。実習にも役立ちますので夏休みが終わるまでに

は是非おさえましょう。 
 
 ★必修問題対策が鍵！ 
   必修問題は絶対基準です。たった 1 点の違いで泣く人がいるのです。「必修＝確実に必ずとる問

題」全問正解という意識をもってください。出題基準の小項目 300 を丁寧に徹底的に把握して下

さい。特に目標Ⅲから例年 15～18 問出題されています。 
 
 ★自分のレベルを知る！ 
   模擬試験をうけて、自分の苦手な科目や全国での自分の位置を知りましょう。基準点に満たない

場合、早めの対策で十分合格できる力を養います。暗記ではなく医学的知識に裏付けられた看護

の知識をつけて下さい。 
 
 ★実習の活用！ 
   毎日の実習で学んだことは国家試験に役立ちます。積極的に検査・治療・処置を体験し、根拠と

なる知識を押さえます。必修では基礎看護技術も多く出るので、実習で学んでしまいましょう。

一日一日を大切に、情報交換しながらお互いに高め合いましょう。    
                                    

さあ、皆さんの夢の実現に向かって、看護師国家試験合格への道は目の前に広

がっています。自分で考え行動できる看護師、患者に寄り添える看護師になる

ためにともに頑張っていきましょう。 
 

（文責：全国赤十字副学校長会 さいたま赤十字看護専門学校） 

 

応援して

います 



基礎看護学 

第 101 回の国家試験では基礎看護学領域の問題が増加しました。「コミュニケーションの技術」「診療に伴

う技術」に関する問題も増加しています。また、「観察技術」や「与薬の技術」に関する問題が毎年出題され

ています。各領域にまたがるような問題もあります。基本的な知識、基礎看護学技術の原則・手順とその科

学的根拠を理解しておきましょう。 
 
 第 101 回看護師国家試験の問題に challenge！ 
問題１ 
  パルスオキシメータによる経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO₂〉測定において、適切なのはどれか。 
   １．ネームバンドは外して測定する。 
   ２．マニキュアは除去せず測定する。 
   ３．末梢循環不全のある部位での測定は避ける。 
   ４．継続して装着する場合は測定部位を変えない。 
 
 
 
 
 
 
 
問題２ 
  閉じた質問〈closed question〉はどれか。2 つ選べ。 
   １．「乳癌と告げられたとき、どのように思いましたか」 
   ２．「ご家族に高血圧症の方はいらっしゃいますか」  
   ３．「何時に食事を摂りましたか」  
   ４．「どのようにつらいのですか」 
   ５．「退院後は何をしたいですか」 
 
 
 
 
 
 
問題３ 
  静脈血採血の部位として選択してよいのはどれか。 
   １．左鎖骨下静脈から中心静脈栄養を実施している人の左上肢      
   ２．右乳房切除術でリンパ節郭清をした人の右上肢            
   ３．左上肢に透析シャントがある人の左上肢 
   ４．右手背で輸液をしている人の右上肢 
 

  
 

 
 
 
 

文責：全国赤十字副学校長会 長岡赤十字看護専門学校 

パルスオキシメータは動脈血全ヘモグロビン中の酸化ヘモグロビンの割合を測定する。パルスオキシメータが

発する赤色・赤外の 2 種類の光の吸光度の違いと末梢動脈血の血流の変動（脈波）を利用して測定するしくみで

ある。そのため、光が測定部位に届かなかったり、測定部位の血流が低下すると測定値が不正確になる可能性が

ある。ネームバンドの装着は測定に影響を与えない。マニキュアは透過光を吸収してしまうことがある。また、

継続して装着すると、装着部位の血流が阻害されてしまう。              正解 ： ３  

閉じた質問〈closed question〉とは、質問に対する答えが「はい」「いいえ」もしくは単語や短いセンテン

スで完結してしまう質問の方法をいう。【２】の質問には、「はい」「いいえ」、【3】の質問には、「○時です」

という答えになる。【１、４、５】のようにその人の考えや思いを引き出す質問を、開かれた質問〈opened
question〉という。                               正解 ： ２、３

静脈血採血は、検査に必要な採血量を確保するため、駆血帯で一時的に静脈を圧迫し静脈を怒張させて行う。

【2】は、駆血帯によりリンパ液の流れも同時に止めてしまい、浮腫が生じたり増強しやすくなる。【3】は、

駆血することでシャントが閉塞する危険がある。【4】は、右手背から注入された輸液成分によって検査結果に

影響を与える。また刺入部位に圧がかかり、輸液もれを起こす危険がある。【１】の場合は、左鎖骨下静脈か

ら刺入したカテーテルの先端は右心房に近い上大静脈に置かれるため、【４】のような影響を受けない。   

正解 ： １     
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国家試験合格への道 (第 3 回)  

成人看護学 

《出題傾向と対策》 

成人看護学は、現代の成人に生じやすい健康上の問題の予防と回復に向けて、看護師としての

適切な援助を提供するための基本的な知識およびアセスメント・問題解決能力を問う問題となっ

ています。学習範囲が広く難易度が高いと感じられますが、学習ポイントはかなり限定できるの

で、試験対策が立てやすいといわれます。また、状況設定問題のスタイルは分野により大体決ま

ったストーリーになっているので、過去問題を参考にするとよいでしょう。 

  

≪学習方法１：看護師国家試験出題基準を確認しましょう≫ 

目標Ⅰ：成人の生活と健康についての理解を問う 

      １．成人の特徴 ２．成人に特有な健康問題の特徴 

目標Ⅱ：成人を看護するときの基本的なアプローチについての理解を問う 

      ３．成人の特性や能力に応じたアプローチ 

      ４．健康の保持・増進、疾病の予防に向けたアプローチ 

目標Ⅲ：成人の健康レベルに応じた看護実践についての理解を問う 

５．急激な身体侵襲により急性期にある患者の看護 

６．障害への適応と社会復帰への看護 

７．慢性的な経過をたどる健康障害への看護 

８．終末期の看護 

目標Ⅳ：機能障害のある成人への看護実践についての理解を問う 

      ９．呼吸機能 10．循環機能 11．栄養摂取・代謝 12．内部環境調節  

  13．生体防御機能 14．感覚機能 15．脳・神経機能  

16．運動機能  17．排泄機能 18．性・生殖機能 

            

≪学習方法２：過去問題に何度も出てくる項目は、看護実践に必要となる重要な知識です≫ 

（１）表からもわかるように、有病率が高い疾患や話題になっている疾患が繰り返し出題され

ることから、基本的な疾患に関する医療・看護の知識を身につけましょう。 

※過去 5 年間に出題された疾患 

呼吸機能 肺癌、肺塞栓症、COPD、肺気腫、肺炎、自然気胸、結核、睡眠時無呼吸症候群、喘息 

循環機能 心不全、不整脈、血栓症、閉塞性動脈硬化症、急性心筋梗塞、狭心症、高血圧、心筋症 

栄養摂取・代謝 
食道癌、食道動脈瘤、胃癌、胃潰瘍、アルコール性肝障害、肝炎、肝硬変、肝癌、 

喉頭癌、咽頭癌、膵臓癌、膵炎、胆管結石、大腸癌、虫垂炎、クローン病、高脂血症 

内部環境調節 
甲状腺機能亢進症・低下症、甲状腺癌、副甲状腺機能亢進症、糖尿病、痛風、 

ネフローゼ、慢性腎不全、ＩｇＡ腎症、橋本病、クッシング病、熱中症 

生体防御機能 ＳＬＥ、ベーチェット病、ＤＩＣ、急性骨髄性白血病、ＨＩＶ、GVHD、貧血、感染症 

感覚機能 
網膜剥離、白内障、緑内障、真珠腫性中耳炎、アレルギー性鼻炎・皮膚炎、 

口唇ヘルペス、蜂窩織炎、熱傷、褥瘡 
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脳・神経機能 
脳梗塞、脳出血、くも膜下血腫、ＡＬＳ、慢性硬膜下血腫、脳腫瘍、髄膜炎、 

パーキンソン病、てんかん 

運動機能 
関節リウマチ、骨折(大腿骨頸部、腰椎、上腕骨顆上、骨盤)、変形性膝関節症、 

変形性股関節症、腰部脊椎管狭窄症、脊髄損傷 

排泄機能 膀胱癌、イレウス、神経因性膀胱 

性・生殖機能 子宮癌、卵巣癌、乳癌、子宮筋腫、前立腺癌、不妊症、膣炎 

 

（２）第 101 回 国家試験問題から、出題基準や知識を確認してみましょう。 

    

○成人の生活、健康 

・一次予防はどれか（午前 37）   

      １．労働者のがん検診  ２．精神障害者の作業療法  

３．脳卒中患者の理学療法 ４．性感染症予防のためのコンドームの使用 

                                     （正解４） 

○健康レベルと機能障害に関する問題 

 ・イレウスと原因（午前 33）  

・食道癌に対する放射線治療（午前 50） ・下腿の蜂窩織炎の早期発見（午前 51） 

    ・肺気腫の患者の歩行時の息切れ、口唇のチアノーゼ（午前 52） 

    ・食道動脈瘤破裂をきたしたときの一時的な止血（午前 54） 

    ・全身性エリテマトーデス(SLE)の生命予後（午前 77） 

 ・パーキンソン病の症状（午後 30） ・糖尿病性神経障害（午後 31）  

・前立腺癌（午後 34） ・関節リウマチ（午後 56） 

・第１腰髄節レベルの脊髄損傷（午後 58） ・人工股関節全置換術（午後 59）  

○状況設定問題 

・Ａさん（58 歳｡女性）慢性閉塞性肺疾患→肺炎（午前 97～9９） 

    ・Ａさん（55 歳｡男性）野球の試合中に病院搬送→熱中症（午前 100～102） 

    ・Ａさん（56 歳｡男性）膀胱癌→膀胱全摘除術・回腸導管造設術（午前 103～105）  

    ・Ａさん（52 歳｡男性）胸部食道癌→右開胸開腹胸部食道全摘術・食道再建術 

（午後 94～96） 

    ・Ａさん（59 歳｡女性）頭痛→くも膜下出血→緊急開頭術（午後 97～99） 

 

 ≪学習方法３：みんなで国家試験に合格しよう！！心得バージョン≫ 

１．過去問題を解いて自分の力を知ろう。 

２．過去問題を何度も繰り返し解いて、関連知識を増やそう。 

３．最初は覚えることに走らず、理解することから始めよう。 

４．理解できたら少しずつ覚えていこう。  

５．わからなかったら恥ずかしがらずに教えてもらおう。 

６．模擬試験を受けたら、丁寧に見直し、関連事項を調べよう。 

７．臨地実習を充実させよう．百聞は一見にしかず。 

文責：全国副学校長会・長野赤十字看護専門学校

 

皆,  やればできるよ！！ 



  国家試験合格への道（第４回）     
①老年看護学       

＜老年看護学の傾向と対策＞ 

 ・老年看護学は、毎年出題数の多い科目の一つです。過去 5 年の傾向を振り返ってみると、平均 20 問程度 
出題されています。状況設定問題においても、第 101 回国家試験では５題出題され、増加しています。超高齢化

の日本の現状考えると、今後もこの傾向は続くと予想されます。 
  対策として・・・出題基準・過去問題・国家試験情報をもとに、以下に老年看護学に関する学習内容と 

ポイントを挙げました。 
１、 高齢社会に関する各種統計 

・人口の高齢化・平均寿命・受療状況・生活状況に関する指標など、健康に関する指標や人口動態、生活の視点からの指標

などを学習しておきましょう。出題基準を参考に、老年看護学の範囲をチェックし学習しましょう。 

２、 老年看護の基本 

・高齢者のＱＯＬの向上に関する基本的な考え方を押さえておきましょう。ノーマライゼーション、エンパワメント、エイ

ジズム、倫理的課題（高齢者虐待、成年後見制度、身体拘束）など、高齢者のおかれている状況と関連させながら学習しま

しょう。 

３、 加齢に伴う身体的・精神的・社会的変化 

・高齢者の特徴の理解や高齢者に多い疾患・症状を理解する時の基礎知識になります。解剖生理の復習と共に学習しましょ

う。身体機能の生理的変化・心身の虚弱化・認知能力の変化など・・・。 

４、 高齢者に多い疾患・症状と看護 

・認知症、脳出血、脳梗塞、パーキンソン病、虚血性心疾患、心不全、高血圧症、ＣＯＰＤ、誤嚥性肺炎、骨粗鬆症、失禁、

瘙痒症、難聴、白内障、大腿骨頸部骨折、脱水、麻痺、うつ病、せん妄、廃用症候群、褥瘡など。高齢者にどのような症状

が起こりやすく、どのような看護が必要なのか。また、予防的な視点での看護・残存能力を考えた看護について理解を深め

ていきましょう。 

５、 高齢者に関する法律・制度・保健医療福祉施設関係 

・老人福祉法、介護保険法、高齢者虐待防止法、成年後見制度などがあります。  

例）介護保険法であれば、「介護保険制度におけるサービスや事業の種類」についても学習することが必要です。 

また、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保健施設、グループホームなどの施設概要・利用条件なども 

学習しましょう。 

６、 ターミナルケア、グリーフケア、術前・術後ケア、退院支援、転倒・転落予防、薬剤（疾患・一般名・副作用の関連） 

・上記についても、出題されています。ターミナルケア、グリーフケア、退院支援については、特に家族を含めた看護を 

学習しましょう。 

 
＊第 101 回国家試験問題より、状況設定問題を解いてみましょう。 

問題）Ａさん（82 歳男性）は、4 年前にアルツハイマー型認知症の診断を受けた。要介護４で、1 年前からグルー

プホームで生活している。高血圧症に対して持続性カルシウム拮抗剤を内服している。他に治療を必要とする疾患

は認められない。１週前から夜はほとんど眠らず、居間のソファに腰かけたり、歩き回ったりする状態が続いてい

る。昼間もベットに横になることはない。食欲が低下してきたが、先月よりも体重は２㎏増加している。 

問）Ａさんは廊下でうずくまっているところを発見された。肩呼吸をしており、四肢に冷汗があり下肢 

の浮腫が強い。体温 36.1℃、脈拍 120/分、血圧 86/50mmHg、呼吸数 40/分であった。 

Ａさんの状態で最も考えられるのはどれか。                       

 １、心不全   ２、上気道感染  ３、狭心症発作  ４、閉塞性呼吸障害        ＜答え：１＞ 

 ポイント：食欲が低下してきたが体重の増加がある・肩呼吸の出現・四肢の冷感・下肢の浮腫・脈拍 

と呼吸の増加・血圧低下という状況を関連させると、循環器症状の悪化が判断でき＜１、心不全＞ 

を正解と導くことができると考えます。ここで、狭心症発作の特徴との違いを考える必要がありま 

すね。さらに、この問題から学習できることは、①アルツハイマー型認知症 ②介護保険法 

③薬剤（カルシウム拮抗剤）の作用と副作用 ④高齢者の睡眠の特徴・せん妄 など。 

学習した知識を統合し問題を解答することが必要です。 

文責：全国赤十字副学校長会  石巻赤十字看護専門学校 

応 援 し て

います！ 



国家試験合格への道(第４回) 
②在宅看護論 

在宅看護論で問題に取り上げられる対象 
小児から成人、老年を対象とします。認知症や高齢者虐待への対応・

終末期の看護などが、状況設定問題に多く出題されています。近年は小

児の在宅酸素療法を受けている療養者の出題も見られます。在宅看護論

は法制度から具体的なケア、在宅医療技術に関する知識のほか、退院時

の指導・調整、レスパイトケア、看取りに関する問題が出題されていま

す。一般問題・状況設定問題ともに５肢択２の問題が多く出題されてい

ますので注意してください。 
在宅の看護技術 
気管カニューレ・在宅酸素療法(HOT)・人工呼吸器、便秘時の援助・

ストーマ・尿道留置カテーテル・透析・連続的携行式腹膜透析 (CAPD)、
経管栄養・在宅中心静脈栄養、危篤および死亡時の看護と緩和医療につい

てよく出題されています。 
法令関係 

介護保険・高齢者の医療の確保に関する法律に定められている事業・訪

問看護制度を整理しておきましょう。介護保険制度についてはケアマネー

ジャーの役割、介護サービス計画(ケアプラン)作成の手順、介護保険の３施

設の特徴も確認しておきましょう。 
家族の援助 

同居している主な介護者の状況 (平成２２年国民生活基礎調査の概況) では 要介護者との続柄は配偶者・

子・子の配偶者の順、性別では女性 69.4% 男性 30.6％、年齢は 60~69 歳が 29.3% 50~59 歳 26.6% 70~79 歳

が 20.6%の順、介護者の悩みやストレスは同居家族の病気や介護・自分の病気や介護・家族との人間関係・自

由にできる時間がない・収入の順となっています。 
2009 年 98 回国家試験問題や出題基準を考慮し予想問題を作成してみましたので、トライしてみましょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文責：全国赤十字副学校長会 石巻赤十字看護専門学校 

チェックしておきましょう 

レスパイトケア 

在宅での介護から家族を一時的に解

放し、疲労や負担を軽減してリフレッ

シュするための援助 

デイサービス・ショートステイの利用

など 

5 歳の女児、先天性筋ジストロフィーで知的障害と運動麻痺があり、身体障害者程度 1 級である。両親

と 3 人家族、訪問看護ステーステーションの訪問看護を利用し、主に母親が介護している。誤嚥性肺炎

を繰り返すようになり入院して胃瘻造設と、気管切開を行い、人工呼吸器の使用を始めた。在宅療養を

行うため病棟スタッフは退院指導を開始した。 
問題１．気管切開による在宅人工呼吸療法を行う家族への退院指導で適切なものはどれか 2 つ選べ 
１． 入浴はできなくなる 
２． 外出や旅行は控える 
３． 外部バッテリーを準備する 
４． アラームが鳴ったらすぐに業者に電話をかける 
５． 気管カニューレの内筒の洗浄・消毒や気管切開部のガーゼ交換は毎日行う 
問題２．試験外泊するときに訪問看護師が確認すべき手技で優先順位が高いものはどれか 2 つ選べ 
１． 人工呼吸器のフィルターの交換方法 
２． アンビューバッグの使用方法 
３． 非常用電源の使用方法 
４． 加温加湿器内の水の交換方法 
５． 人工呼吸器の回路の交換方法 
問題３．在宅での胃瘻からの経管栄養法の家族への指導で適切なのはどれか 
１． 栄養剤は 50℃前後に温めて注入する 
２． 介護者がいないときは注入速度を速める 
３． 注入を始める時刻は患児・家族の生活パターンに合わせる 
４． 日中に発汗が多い時には夜間に水分を補給する  
５． 合併症予防のためチューブ挿入部の皮膚の状態を観察する 

問題 1． 
答え ３・５

問題 2． 
答え ２・３

問題 3． 
答え ３・５



 

 

＜母性看護学＞ 

母性看護学の出題傾向は例年通りで、過去3 年間の過去問題の形式を変えて出題されていることが多いようです。 
第 101 回では、母性に関する法律、性周期、各ライフサイクルの特徴（更年期）、不妊治療、正常な妊娠・分娩・産褥、ハイリス

ク妊娠、胎児循環、新生児の看護などが出題されています。なお、近年、子宮頸がんワクチンの普及に伴い、ヒトパピローマウィ

ルスに関する問題が出題される可能性もありますので要チェックです。 
昨年の問題をもとに、過去3 年間に高い頻度で出題されている問題からピックアップしました。 

＜母子保健法・労働基準法など母性に関する法律＞                                   

第101 回                             第100 回  
勤労女性に関して労働基準法で規定されて    母子保健法が規定するのはどれか。 
いるのはどれか。                 １、不妊手術 
１、介護休業                  ２、産前産後の休業 
２、子の看護休暇                ３、出産育児一時金 
３、産前産後の休業               ４、新生児訪問指導 
４、雇用における女性差別の禁止 

母子保健法： ①母子保健知識の普及 ②妊娠の届け出 ③母子健康手帳の交付 ④妊産婦・新生児の診断と保健指導 
⑤低出生体重児（2500g 未満）の届け出、未熟児の訪問指導、養育医療 ⑥母子健康センターの設置  
⑦栄養摂取の援助など 

労働基準法： ①産前休業6 週（多胎14 週）は本人の請求により就業禁止   
産後休業8 週の就業禁止(ただし産後６週を経過した場合は本人の請求により就業可能) 

②育児時間の請求（満１歳未満）    ③妊産婦の有害業務・時間外労働の制限など 
育児休業法： ①育児のための休業（満１歳未満）  ②育児休業をとらない場合、育児のための勤務時間の短縮など 
男女雇用機会均等法： ①保健指導事項守る措置（妊娠中の通勤緩和・妊娠中の休息時間などの措置など） 
           ②健康診査などの受診のための時間の確保 
＜性周期＞ 
第101 回                       第100 回 
 女性の生殖機能について正しいのはどれか。       性周期で正しいのはどれか。 
  １、子宮内膜は排卵後に増殖期となる         １、卵胞はプロゲステロンの作用で発育する 
  ２、黄体期の基礎体温は低温期となる         ２、子宮内膜はエストロゲンによって増殖する 
  ３、エストロゲンは卵巣から分泌される        ３、排卵後に黄体化ホルモン(LH)の分泌が急激に増加する 
  ４、排卵された卵子の受精能は約72 時間である     ４、受精が成立しないと卵胞は白体を経て黄体になる 
FSH が卵巣に作用して卵胞を発育させ、卵巣からエストロゲンを分泌させる(卵胞期)。同時に子宮内膜はエストロゲンによって卵

胞期に増殖(増殖期)。卵胞が成熟しエストロゲンがピークになると LH を放出し、排卵を起こす。排卵した卵胞は黄体となるが、

妊娠しなければ白体となる。黄体期はプロゲステロンの影響で体温が上昇し高温期となる。卵子の受精能は約 24 時間。    

例年、卵巣・ホルモン・子宮内膜・月経・基礎体温の関係については出題されていますので要チェックです。 
また、101 回では閉経とホルモンに関する問題が出題されました。更年期と思春期に関して、例年どちらかは必ず出題されていま

すので、特徴をおさえておきましょう。 
＜正常な褥婦の経過＞ 
第101 回 
 正常分娩した産褥2 日の褥婦で順調な経過であると 

判断できるのはどれか。２つ選べ。 
 １、後陣痛がある 
 ２、乳房の緊満感がある 
 ３、体温が37.6 度ある 
 ４、悪露に凝血塊が混じる 
 ５、妊娠中と比べ1 日の尿量が減少する 

新生児の生理についても合わせて出題されるため、新生児に特有な生理的黄疸・生理的な体重減少率、原始反射、バイタルサイ

ンズや便・尿の変化などは必ずチェックしておきましょう。 
母性看護学だけに限らず、覚えてほしいポイントは、表現を変えて繰り返し国家試験に出題されています。ガイドラインをチェ

ックしながら、過去3 年間の問題に取り組むことが合格への近道です。来春無事合格されることを心より祈願しております。      

文責・全国赤十字副学校長会 伊達赤十字看護専門学校（１） 

後陣痛は２～３日目くらいまで続くので正常。2日目は乳房が緊

満してくる時期のため問題ない。体温 37.6 度と高めであり、

38度以上は産褥熱に注意。悪露に凝血塊が混じる場合は、欠損

した胎盤・卵膜の残存、子宮復古不全が疑われる。産後は尿量が

増加。そのため答えは１と２。産褥の正常経過に関する問題（特

に子宮復古や母乳育児）は例年出題されています。産褥期によく

みられる特徴やケアについては要チェックです。 

間違えやすい内容を出題する傾向が

あります。違いをきちんとおさえてお

きましょう。特に産前産後の休業はキ

ーワードとして例年でてきています

ので要チェックです。 

母性看護学・小児看護学 

国家試験合格への道(第 5回) 



＜小児看護学＞ 

過去5年の国家試験の小児看護学の出題数、出題傾向に大きな変化はありません。小児看護学は第101回の必修問題では1問だけでしたが、成

長発達については一般問題でも毎年出題されており、出題率の高い問題です。月齢や年齢を指定して運動・言語・情緒・生活の発達を問う問題の

出し方も多く出ています。表の横並びでイメージしましょう。 

 

 予防接種に関する問題は必ず出ているようですが、最近はワクチンの種類や回数など大きく変動しています。出題の傾向がどのように変わるか

判断し難いところです。どういうワクチンが増加・変更したのかニュースを捉えておく必要があります。 

定期予防接種の対象である疾患 

  三種混合（ＤＰＴ）：ジフテリア・百日咳・破傷風、 ポリオ、 麻疹、 風疹、 日本脳炎、 結核                     

  ※日本脳炎は副反応により2005年5月30日以降積極的勧奨が中止されていましたが、2012年4月より定期予防接種の積極的勧奨を実

施することになりました。 

ワクチンの種類と接種間隔    

 生ワクチン：ポリオ、ＭＲ（麻疹、風疹）、ＢＣＧ、水痘、流行性耳下腺炎 （次のワクチンまで27日以上あける）  

＊ポリオは今年9月以降不活化ワクチンとして注射での接種に移行予定です。  

 不活化ワクチン：ＤＰＴ、ＤＴ、日本脳炎、インフルエンザ（次のワクチンまで6日以上あける）  

 

合わせて学校保健安全法で決められている学校感染症（第2種）の出席停止基準も覚えましょう。（2012年4月改正） 

 

 インフルエンザ・・・発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日（幼児は3日）を経過するまで 

百日咳・・・・・・・特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 

麻疹・・・・・・・・解熱後3日を経過するまで 

流行性耳下腺炎・・・耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで 

風疹・・・・・・・・発疹の消失まで 

水痘・・・・・・・・すべての発疹が痂皮化するまで  

咽頭結膜熱・・・・・主要症状消退後2日を経過するまで 

結核・・・・・・・・感染のおそれがないと学校医が認めるまで  

髄膜炎菌性髄膜炎・病状により学校医等において感染の恐れがないと認めるまで 

 

血清免疫グロブリンに関する出題もあります。小児の感染症に関係があるのでIgG,IgM,IgA について覚えておきましょう。子どもの人権に関する

用語の意味（アドボカシー、インフォームドアセントなど）、児童虐待に関することも学習しておく必要があります。疾患については先天性心疾患、

川崎病、気管支喘息、ネフローゼ症候群は出題の多いところです。                                     

 文責：全国赤十字副学校長会  伊達赤十字看護専門学校(2) 

 運動 言葉 情緒・社会 生活 

2か月  意味のない喃語 あやすと笑う  

3か月   快・不快を表す  

４か月 首のすわり  母親の顔や声がわかる  

５～６か月 寝返り 喃語が盛ん  離乳食開始 

7～８か月 お座り  人見知り  

9か月 はいはい    

9～10か月 つかまり立ち    

11か月 つたい歩き  バイバイをする  

12か月 ひとり立ち 1語文 命令を理解する  

13か月 ひとり歩き    

2歳 走る 

3～4個の積み木を重ねる 

2語文 傍観的遊び トイレットトレーニング開始 

2歳半   並行遊び 反抗期 おまるでできる 

3歳 片足立ち 三輪車 名前を言う 

会話ができる 

連合遊び 箸を使って食べる 

３歳半 排尿の自立 

4歳    うがい 鼻をかむ  

4歳半 排便後の後始末ができる 

5歳 スキップ  協同遊び  

 



文責：全国赤十字副学校長会 諏訪赤十字看護専門学校 

   
 

精神看護学の出題は、精神症状を表す言葉や防衛機制、検査と治療など繰り返し出題されている問題がありますが、身体

状態のアセスメントや看護師の対応、地域精神保健活動など総合的な知識や判断を問う問題が多くなっています。疾患も統

合失調症や気分障害やストレス関連疾患などの他に、最近、社会で取り上げられる機会の多いＰＴＳＤや、摂食障害、広汎

性発達障害、薬物依存などの問題も出題されています。今回はそういった疾患の中から、摂食障害とＰＴＳＤについて取り

上げてみました。 

≪摂食障害≫ 

  精神的な原因によって食行動の異常をきたす状態。思春期・青年期の女性に多い。 

１)神経性無食欲症：肥満への恐怖と自己の身体像のゆがみから、食事規制をし、やせと低栄養状態が引きおこされる。 

（拒食症）  平均体重の 85％を下回る、あるいは BMI が 17.5 以下のものをいう。自発嘔吐や下剤の乱用も多い。

過度の運動、食欲抑制薬や利尿薬を常用することもある。 

２)神経性大食症：食物への欲望から短時間に大量の食物を食べるむちゃ食い行為をくり返す｡その一方で、自発嘔吐・ 

（過食症） 下剤の乱用・利尿薬の使用など排出行為にこだわり、体重の増加を恐れる行動も併行する。 

摂食障害に関する、第101回の状況設定問題を解いてみましょう。 

 次の文を読み118～120の問いに答えよ。 

  Ａさん（16歳，女子）は、両親と弟と４人で暮らしている。中学生の頃からモデルにあこがれていてダイエットを始めた。高校に入

ってからは、太ることへの恐怖から食べた後に吐いたり、緩下薬を服用することも多くなった。次第にやせが顕著になり、無月経とな

った。Ａさんの状態を心配した母親に伴われ、心療内科を受診し、医師から入院治療を勧められ、Ａさんは入院した。 

【118】 入院時、Ａさんの身長は162㎝、体重は36㎏。体温35.0℃。血圧90/60㎜Hg。脈拍56/分、不整。 

 血液検査で最も注意すべきデータはどれか。 

    １．尿酸 

    ２．血清カリウム 

    ３．中性脂肪 

    ４．HbA1c 

【119】入院後、服薬が開始された。体重と摂取エネルギーについては目標値を設定し、体重増加に応じて活動範囲を拡大していくこと

になった。医師からＡさんに治療方針が説明され、行動範囲は病室内とし、食後１時間はベッド上で安静を保つよう伝えられた。

入院後７日、Ａさんは「太るのが怖くて、また吐いてしまった」と暗い表情で看護師に話した。 

看護師の対応で最も適切なのはどれか。 

    １．あまり気にしないよう伝える。 

    ２．本人に目標体重を再度確認する。 

    ３．吐いた分を間食で補うよう提案する 

    ４．自分から嘔吐について話したことを 

肯定的に評価する。 

【120】入院後１か月、Ａさんの体重は徐々に増加してきたため、食後１時間はベッド上安静とし、病棟内の歩行が許可された。Ａさん

は、頻繁に早足で廊下を歩いたり、病室でエアロビクスをしたりしている。入浴には１時間以上かけており、食後１時間の安静時

間はベッド上で腹筋運動をしていることがある。  

この時点における看護師の対応で最も適切なのはどれか。 

    １．過活動を見かけたら注意する。 

    ２．医師に行動範囲の再検討を依頼する。 

    ３．Ａさんと１日の過ごし方について話し合う。 

    ４．Ａさんを看護師が観察しやすい病室に移動させる。 

≪ＰＴＳＤ≫ 心的外傷後ストレス障害 

  生命の危機に関わる出来事を体験・目撃・直面し、強い恐怖・無力感・戦慄を感じるという、外傷的な体験による精神

的後遺症です。災害や大きな事故が頻発している状況からも、しっかり押さえておく必要があるでしょう。 

【例題】ＰＴＳＤの予防・治療として正しいのはどれか。      ＊災害看護学（医学書院）も参考にしてみて下さい。 

１． 被災直後の急性反応期には、寄り添い安心感を与えるとともに、衣食住のセルフケアを補うことも必要。 

２． 早く忘れるために、その体験についての話題は避ける。 

３． 体験後1週間以内に症状が見られたら、即刻ＰＴＳＤと診断し治療を開始する。       

４． 災害救助活動従事者には事前に現場の事情は知らせないほうがよい。           解答：１ 

１と４はまず除外されますよね。反復的な嘔吐や下剤の使用による下痢などによって

血清カリウム値が低下すると不整脈を引き起こすこともあります。Ａさんにもみられま

すね。中性脂肪はエネルギー源であり、体温調節、外部の刺激からの保護の役割があり、

Ａさんの場合も低下は考えられますが、「最も注意すべき」といったら   解答 ２

摂食障害の看護では、食行動にのみ注目して強制や説得を行うのではなく、患者の

つらい気持ちを受け止め、支持的にかかわることがポイントです。食事摂取が始ま

り、太ることへの恐怖が強まったのを、看護師に言葉で表現できたことは重要で、

看護師が肯定的にフィードバックすることで、Ａさんが恐怖を乗り越えていくこと

を助けると考えられます。  解答 ４ 

ここでは、患者の行動だけにとらわれず、患者のおかれている状況

を理解することがポイントです。Ａさんの過活動の背景には太るこ

とへの恐怖があると考えられます。このような状態にあるときに、

１．２．４．のような対応はＡさんに脅威を与えます。Ａさんが自

分の状況や感情を言語化できるように促し、一緒にどうしていくか

を考えるのが望ましいでしょう。  解答 ３ 



         国家試験合格への道（第 7 回） 
               専門基礎分野の対策   「人体の構造と機能」 
 
ポイント 
  １．過去に出題された問題を多く解きましょう。 

１００回、１０１回とも過去にでた問題と類似したものが出題されています。 
      多く問題を解くことで何が大事なことか、何を覚えれば良いかがわかるでしょう。 
  ２．試験結果の振り返りは、一文一文を訂正しながら正しい内容を覚えましょう。 
      解剖生理は、自分で図に書いてみるとわかりやすいでしょう。 
  ３．過去問題が終えたら、各社の創作問題で実力を試しましょう。 
      input したら output（模擬テストを受けるなど）して必ず確かめましょう。   
   わかったつもりは危険です。 

新しい問題を解くことは、試験会場で新しい問題に出会ったときの心の準備になるでしょう。 
   テストの結果は記録に残し、自分の変化を明確にしましょう。やる気につながります。 
  ４．実習で許可されるなら、グループメンバーの患者様を訪室し、症状や治療処置などを見せてい 
  ただきましょう。 
      百聞は一見にしかず、何故その症状が現れるのか、何故その治療をしているのか、疑問をもち 
  観察しましょう。 
   情報関連図発表と併せて理解すると、問われていることがイメージしやすくなるでしょう。 
      １０１回の問題にも多かった疾患名と合わせて、人体の構造や生理機能についてアセスメント

するために重要です。 
  ５．人体の構造と機能は一生役立つ「知識」です。 

人間の身体は、１００年過ぎても変わらない。ここで正確に覚えたら生涯有効です。 
 
さてここで提案です。以下のような学習方法はいかがでしょうか。 
 次のような問題がありました。(看護師国家試験問題 2012 版 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社 p38)  

 Q心臓について正しいのはどれか、２つ選べ。 
   １．心臓に流入する血液は静脈血とは限らない。 
   ２．冠状動脈は上行大動脈から左右に2本ずつ出ている。 
   ３．心臓の外側を覆っている膜は袋状をしている。 
   ４．洞房結節は右心室にある。 
   ５．第Ⅰ心音は、第２肋間胸骨左縁で聴取される。 

  あなたは答えを１と３にしました。正解でした。 
 
  しかし、５番の解説を読んでいてわからないことがありました。 

 ５．第Ⅰ心音は心尖部、すなわち左第５肋間と鎖骨中線の交点でよく聴取される。 
   第２肋間の胸骨左縁で聴取されるのは第Ⅱ心音である。 

 
 疑問１ 「第Ⅰ心音」とは？     → そうだ、解剖生理学の本を見てみよう。 
       「Ⅰ音は鈍い低い音。心室収縮初期に僧帽弁と三尖弁が閉じる音と半月弁が開く音が合さ  
   ったもの。心尖部で最も大きくきかれる。」 
 
        「Ⅱ音は拡張期のはじまりに、大動脈弁と肺動脈弁が勢いよくしまるときに生じる音。 
     半月弁のある基部で最もよくきかれる。」 
 
疑問２  「 左 第 ５ 肋 間 と 鎖 骨 中 線 の 交 点 」 と は ？ 

 
 
「心尖部」とは？ 

 
 

→ そうだ、図を書いてみよう。 
 
 
 問題を解き解説を読んでいて、疑問に思うところ、 
そのための解決方法も人それぞれでしょう。 

でも、文章を絵に描けるところが、「人体の構造と機能」の良い点ではないでしょうか。たくさん
の解剖図を描いて、知識を増やしましょう。 
                  文責 全国赤十字副学校長会 成田赤十字看護専門学校 

↓鎖骨中線 

←第 5 肋間 



終回 

国家試験までラストスパートですね． 

これから 1 ヶ月に何をするかが合格への鍵になります． 

後まであきらめないでがんばりましょう． 

 

 新しいものには手を出さず、過去問や模擬試験を解きましょう。 

    実習体験を思い出しながら あらためて解くことで理解できるはず 

 全体の正答率が高いのに自分は不正解だった問題をチェックしましょう。 

皆がわかるのに自分がわからない問題は確実にしましょう 

 友達と情報交換しながら助けあって勉強しましょう。 

    情報の出し惜しみをせず、教えあうことで学びになります 

 迷ったら先生の力を借りましょう。 

    一から調べる時間はないので、先生を活用して、不安な気持ちも聞いてもらいましょう 

 問題をすばやく解く訓練をしましょう。 

   時間を決めて問題を解くことで集中でき、本番と同じペースがつかめます 

時間が余れば見直しが出来ますね （マークシートを付けることも忘れずに） 

 国試と同じ条件で勉強しましょう。 

    午前と午後、2 時間半以上の時間になれるために、その時間に集中して勉強する 

    勉強中は飲食禁止で集中、昼休憩も同じ時間で慣れておくと、試験中の眠気対策になる 

                       

         高のコンディションで受験するために         

 規則正しい生活に切り替えましょう。 

            国家試験は午前中から行うので、そのリズムを作ることが大切 

            午前中から勉強を始め、夜中の勉強はほどほどに 

 体調を崩さないように、よく食べ、よく眠り、免疫力を高めましょう。 

湿度の調整、うがい、手洗い、防寒対策、マスク着用、人ごみを避ける 

などの工夫も    ＊インフルエンザ対策で予防接種は忘れずに  

 不安になったら問題を解きましょう。みんな不安ですから。 

            勉強した手応えによって不安は解消できるはず！ 

1 日の 後に得意問題を解いて自信をつけよう 

 

国家試験は、一定の点数を取れば合格できる試験。 

周りとの競争ではなく自分の努力が試されます。 

受験生は、自分と同じ夢を持つ仲間なのです。 

「もうだめだ」と思ったとき、あきらめないでもう一歩頑張ってみて。 

これまで頑張った自分が必ず支えてくれます。 

合格を信じています。 

                     

                      文責：全国赤十字副学校長会 浦河赤十字看護専門学校 
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 状況設定問題の増加 
   

５肢択２問題の増加  
   

これからできる！国試準備 

 

   

 

 

トピックス 

2011 年度 第 95 回の助

産師国家試験では、「Barker

仮説」や「性同一性障害者の

性別の取り扱いの特例に関

する法律」、「ジェンダーギャッ

プ指数」などこれまでの国試

にない問題が導入されていま

した。もちろん画像問題も  

鮮やかです。超音波所見や  

レントゲン写真いずれも臨床

実習ではおなじみの画像です

ね。皆さんには実習しながら

学ぶスタイルが求められてい

ます。           

 

[第 95 回国試問題数]   

午前 一般：40 問  状況：15 問

午後 一般：35 問  状況：15 問

最近の傾向では、一般問題

に分類される短文の問題であっ

ても簡単な状況をもとに、アセス

メントする能力が必要なものが

増えています。すでに、知識の

丸暗記では対処できなくなって

います。      

例えば第 95 回の国試には 

右の問題が出題されています。  

これは一般問題として分類され

ますが、知識だけではイメージ

がつきにくく、臨床実習での経験

が正答のカギを握る問題です。

[多くの問題に挑戦を]  

助産師国家試験の問題集だけ

では、問題数が不足しています。 

模擬試験の問題や、医師国家試

験問題集にも早めに目を通しまし

ょう。国家試験ならではの表現に

も慣れておくと、臨床実習での着

眼点も見えてきます。 

特集 

状況設定問題の増加 

５肢択２問題の増加 

これからできる！国試前準備 

文責：全国赤十字副学校長会 日本赤十字社助産師学校 

★43 歳の経産婦。産褥 0 日。 

身長 156 ㎝、体重 70 ㎏。妊娠

30 週から前期破水で入院し、長期

安静臥床の後、35 週で経膣分娩と

なった。分娩経過に異常はなかっ

た。ケアで適切なのはどれか。 

１．早期離床を促す       

２．水分摂取を制限する      

３．シャワー浴を禁止する   

４．高エネルギーの食事をする 

答：１             

（第 95 回国試 午前問題 11）  

[第 95 回国試 5 肢択 2 問題数]
 

午前：14 問（一般：状況＝5：2）   

午後：10 問（一般：状況＝4：1）   

 

何といっても正答率が低い！ 

正答をひとつなら導けるが、2 つ目の  

ミスが多くありませんか。想起問題が比

較的多い一般問題に、５肢択２問題が

多い傾向にあります。  

 この問題には、なんとなーく覚えてい

る知識では対処できません。       

 

[でも問題数だけでは×]
 

「多くの問題に挑戦してね。」と 

アドバイスをすると決まって  

「答えをおぼえちゃうんですよね」

と答える人に出会います。これで

はいけません。自分が○だと思

った、または×だと思った 一つ

ひとつの理由がこたえられる人

になってください。自分に繰り返し

理由を問い、確認することが明日

の自信にもつながります。 

[日々の感動が吉！] 
 

「だから？」「べつに～」と心がしぼん

でいませんか。妊婦さんとの出会い

や知識との出会いは日々感動の嵐

です。「へぇ～」と思ったことを調べて

使ってみましょう。他人に教えること

はものすごく勉強になります。何から

手をつけていいかさっぱり？な人

は、教科書のもくじや索引で自分の

知識をチェック！さてさて、お友達に

説明できますか。さっそく、今から 

テキストを開いてみましょう。 

教科書を読むときのちょっとし

たコツは、調べたい項目の 

前後の行を読んでおくこと。 

単語ではなく文脈で 覚えた

ほうが思い出しやすいという

経験はありませんか。ごろ合

わせを作って覚えるのに通じ

ることかもしれませんね。 

  また、国試問題の多くは、  

助産学で使われる１つのテキ

ストでは解決できません。常に

２～３冊のテキストを同時に調

べ、補完し合うことが大切です

★８か月児のいる家庭で、児の 

事故防止のために必要な日常生活

上の助言で正しいのはどれか。  

１．小さなものはお子さんの身長

と同じ高さにおいてください   

２．テーブルにはテーブルクロス

をかけないでください      

３．洗面所には子供用のふみ台を

設置してください      

４．浴槽の残り湯は 20 ㎝以下に

してください         

５．階段には転落防止柵をつけて

ください  

答：2 と 5         

（第 95 回国試 午後問題 34） 

★過期妊娠について正しいのはどれか

１.羊水量は増加する        

２.巨大児となる頻度が高い     

３.子宮胎盤循環血液量は増加する  

４.出生児の全身に胎脂が付着している

５.周産期死亡率は正期産の２倍以上で

ある 

 

答：2 と 5            

（第 95 回国試 午前問題 33）  

参照テキスト①標準産婦人科学（医学

書院）②助産師基礎教育テキスト７

（看護協会）③プリンシプル産科婦人

科学 MEDICALVIEW 

 




