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国家試験合格通信シリーズ使用要項（2013） 

 

 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 25 年度は、下記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 102回看護師国家試験の振り返りと対策（姫路赤十字看護専門学校）                              

第 2 回：基礎看護学              （大津赤十字看護専門学校） 

第 3 回：専門基礎分野            （和歌山赤十字看護専門学校）  

第４回：成人看護学              （大阪赤十字看護専門学校） 

第５回：在宅看護論・老年看護学      （京都第二赤十字看護専門学校）  

第６回：母性看護学･小児看護学         （松山赤十字看護専門学校）   

第７回：精神看護学              （岡山赤十字看護専門学校）  

第８回：国家試験直前の心得          （富山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 103 回看護師国家試験日は、平成 25 年 2月 16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 6 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。また、平成 26年の国家試験より出題基準が改定になります。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 102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 102回看護師国家試験について 
 

☆合格基準 

 

 

 

 

☆合格状況 

 

 

 

☆設問配列について 

 

 

 

 

 

 

 

第 102回看護師国家試験の合格基準は必修問題が正解率 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 64.0％で第 101回の 63.6％よりやや上がり

ました。合格率は 90.1％から 88.8％となっています。 

 

☆出題形式について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回より、計算問題の非選択式として直接数字を選択する方式、状況設定問題において、現在は

1状況に３問の設問から 2問の設問の導入が予告されていました。計算問題の非選択式は、酸素

ボンベの使用可能時間、ＢＭＩ指数の計算の 2問出題がありましたが、状況設定の 2連問出題は

ありませんでした。否定形の問題は 3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、写

真を用いた問題も出題されています。五肢択一問題は第 101回と比べて増加しています。問題は

ＥＰＡ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。 

 

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 
160点以上／250点（64.0％） 

状況設定問題 1問 2点 

 受験者数 合格者数 合格率 

102回 56,530 50,224 88.8％ 

101回 53,702 48,400 90.1％ 

時 間 形 式 出題数 

午 前 

（2時間 40分） 

必修問題 25問 

一般問題 65問 

状況設定問題 30問 

午 後 

（2時間 40分） 

必修問題 25問 

一般問題 65問 

状況設定問題 30問 

 102回 101回 

午前 午後 合計 午前 午後 合計 

否定形の問題 1 3 4 0 1 1 

組み合わせ問題 4 4 8 3 3 6 

図・表を用いた問題 3 3 6 5 4 9 

写真を用いた問題 3 0 3 2 0 2 

五肢択一問題 17 13 30 11 7 18 

五肢択二問題 11 9 20 10 10 20 

計算問題（非選択式） 0 2 2 － － － 

第 102 回 看護師国家試験（平成 25 年 2 月 17 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 101回同様に多く見られました。尐なくとも過去 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 60％以下になる問題があるようです。今回、午前問題で「ヘ

ルシンキ宣言」「低血糖の症状」午後問題で「職業性疾患」「倫理原則」「脳重量の発育年齢」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。災

害看護学では「トリアージタッグ」が出題されました。 

 

☆近年の社会問題を反映 

高齢化社会、在宅看護、生活習慣病に関する問題が今回も目立ちました。又、放射線被爆の出題

がありました。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 103回看護師国家試験に向けて 

 

★出題基準の改定を理解しよう！ 

 

★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 266を丁寧に徹底的に把握して下

さい。特に目標Ⅲ、Ⅳ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 姫路赤十字看護専門学校） 

応援して

います 

 



 

 

 

 

基礎看護学 

 

 

【出題傾向】 

・ 基礎看護学には、看護学概論と基礎看護技術と臨床看護学総論が含まれます。 

・ 看護技術については、基本的な問題が多く、ストレートに方法や注意事項を問われます。 

・ 第 102 回看護師国家試験から「計算問題における非選択式形式」が導入されました。計算問題

で、より確実に評価するために、直接数字を解答する出題形式を取り入れられました。第 102

回では計算問題は 1問（滴下数）が必修で 4択、2問（BMIと酸素）が数字のマークシート形式

で出題されました。 

・ 出題数は、毎年 一般問題で 20問以上は出されています。第 101回と第 102回では、23問出

されています。図や写真を用いた問題や、検査に関する問題が増えているのも特徴です。 

 

【対策】 

１．看護師国家試験出題基準を確認しましょう 

・ 平成２６年度看護師国家試験出題基準が改定されました。その中で、 

基礎看護学は、「新人看護師に必要な療養上の世話と診療の補助に関する 

基本的知識及び技術」として項目が見直されています。また、看護の展開に必要な概念として、

根拠に基づく実践及びチームアプローチが提示されました。 

 

２．臨床実習で確実に身に付けましょう 

・ 基礎看護学は、どの臨地実習においても重要事項です。臨地実習で、看護技術に関する根拠や必

要性や適応・禁忌・注意事項などを学習しておきましょう。図や写真を用いた問題が出た時に、

実習を思い出して落ち着いて考えられるようにしておくことが必勝の鍵です。 

 

３．過去問題を活用しよう 

・ 出題は過去問とほぼ同様の問題や、類似問題が出題されています。過去問を繰り返し解いて、根

拠を理解しておくと、問い方が異なっても答えられるようになります。 

 

４．計算問題に強くなろう 

・ 計算方法を確実に身に付けておきましょう。 

・ 臨地実習で、「看護に活用できる計算」ができるようにしましょう。 

・ 特に、過去に出題されている点滴の滴下数・標準体重・BMI・酸素ボンベの残量・薬の濃度など

は、確実に解けるようにしておきましょう。 

 

 

 

 

 

作成：大津赤十字看護専門学校 基礎看護学担当者 

第 2回 



   国家試験合格への道（第３回）    

専門基礎分野「人体の構造と機能」 

「人体の構造と機能」では、解剖生理学・生化学・栄養学が含まれています。どれも大事な項目ですが、毎年必ず“ホルモン”に関

する問題は出題されています。しかし“ホルモン”を問われる問題に苦手意識を持っている人は多いのではないでしょうか？ぜひ、マ

スターしておくと自信をもって国家試験に臨めますよ!！ 

過去の看護師国家試験の問題を例にとりあげます。 

★チャレンジ１★  

2012年（102回）血中カルシウム濃度を上昇させるホルモンを分泌する器官はどれか。 

１． 副甲状腺              

２． 甲状腺                

３． 下垂体                          

４． 副腎                                                   答１ 

“カルシウム”といえば、何を連想しますか？『牛乳』？『骨』!! “カルシウム”といえば、『骨』を連想してください。 

骨は生きた組織として、たえず造骨と破骨を繰り返しています。骨の中にある骨芽細胞が、血漿中のカルシウムを骨に沈着させて骨

を形成します。破骨細胞は、骨からカルシウムを血液中に放出します。これを調節している器官が副甲状腺です。 

血中カルシウム濃度が低下すると、副甲状腺から副甲状腺ホルモン（パラソルモン）が分泌され、破骨細胞を刺激してカルシウムを

放出させます。また、腎臓にも作用してカルシウムの再吸収を増加させリン酸の再吸収を抑制します。そのため、副甲状腺機能亢進（副

甲状腺腫瘍）により、副甲状腺ホルモンが分泌過剰になると、骨のカルシウムを血液中に放出するため、骨のカルシウムが丌足し、骨

粗鬆症になります。また、尿中のカルシウム排出促進により、尿路結石ができやすくなります。反対に、副甲状腺切除等により副甲状

腺ホルモンが分泌丌足になると、血液中のカルシウム値の低下によって、筋の興奮が高まり、指がしびれ、四肢の筋に強い拘縮を起こ

すテタニーが生じます。 

 

★チャレンジ２★ 

2007年（96回）体の変化とそれによって増加するホルモンとの組み合わせで正しいのはどれか。 

1. 血糖値の上昇・・・・・・・・・・・・グルカゴン 

2. 血清カリウム値の低下・・・・・・・・アルドステロン 

3. 血清コレステロール値の上昇・・・・・甲状腺ホルモン 

4. 血清カルシウム値の低下・・・・・・・副甲状腺ホルモン                           答４ 

グルカゴンは血糖値を上昇させる作用があるから、1番と答えた人はいませんか？   

この問題はホルモンの作用を聞いているのではなく、血液内の状態がどうなった時、ホルモン分泌が促進されるのかということを問

われています。 何を問われているのかよく読み、引っ掛からないようにしましょう。 

アルドステロンは、ナトリウムイオン再吸収とカリウムイオンの尿中排泄を促します。 

甲状腺ホルモンは、肝臓に働きコレステロールを低下させますが、コレステロールの上昇は甲状腺ホルモンの分泌刺激にはなりませ

ん。 

副甲状腺ホルモンは、骨を刺激してカルシウムを放出させるホルモンでしたね。血液中のカルシウム値が低下すると、副甲状腺ホル

モンの分泌が促進されますね。 

 

副甲状腺と拮抗するホルモンを分泌する器官は、甲状腺です。甲状腺から分泌されるカルシトニンは、破骨細胞を抑制して間接的に 

骨形成を促し、血中カルシウム濃度を低下させます。また、腎臓におけるカルシウムの再吸収を抑制し、カルシウムの排泄を増加させ

ます。 



その他に関連する要素として、ビタミンＤがあります。ビタミンDは腸におけるカルシウムの吸収を促進し、腎臓でのカルシウムの

再吸収を促進します。そのため、副甲状腺ホルモンの分泌を抑制します。またビタミンDは脂溶性ビタミンであるため、過剰に摂取す

ると体内に蓄積されやすいが、ビタミンDが欠乏すると（日光丌足による皮膚での吸収障害、肝・腎障害によるビタミンＤ活性化障害）、

体内のリンやカルシウムが減少し、くる病（小児）・骨軟化症になります        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 カルシウム代謝の調節機構   

（出典）坂井建雄他：系統看護学講座 専門基礎分野 人体の構造と機能① 解剖生理学, 第8版第８刷, ｐ289, 医学書院, 2013. 

 

★チャレンジ３★ 

2010年（99回）状態とそれによって分泌が促進されるホルモンの組み合わせで正しいのはどれか。 

１． 血糖値上昇・・・・・・・・・・成長ホルモン 

２． 血清カルシウム値低下・・・・・カルシトニン 

３． ヨード摂取過剰・・・・・・・・甲状腺ホルモン 

４． ナトリウム摂取丌足・・・・・・アルドステロン                                答４ 

この問題も、体の状態がどうなったら、分泌が促進されるホルモンであるかどうかを問われています。 

成長ホルモンは肝臓のグリコーゲン分解と血中へのグルコース放出が増加するため血糖値上昇作用がありますが、ここでは、ホルモ

ンの作用を聞かれているわけではありません。 

カルシトニンは、血中カルシウム濃度を低下させるので、血清カルシウム値が低下しているときには分泌は抑制されます。 

ヨード過剰摂取は甲状腺ホルモン合成を抑制します。これは“負のフィードバック”といって、甲状腺ホルモンが多くなりすぎない

ように下垂体前葉からの甲状腺刺激ホルモン（TSH）と視床下部からの甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン（TSH放出ホルモン）の分泌

が抑制され、過剰な甲状腺ホルモンの分泌が抑制されます。 

 アルドステロンは、ナトリウムイオン再吸収作用があるため、ナトリウムが低下していると、分泌が促進されます。 

 

このように他のホルモンについても、ホルモンの分泌促進による機能亢進症状やホルモンの分泌抑制による症状を理解しておくと、

母性看護、小児の成長発達、高血圧、内分泌疾患や下垂体腫瘍の症状等、状況設定問題も答えることができますね。 

うがい・手洗いをしっかり行い、健康管理に留意して、国家試験対策に励んでください。 

文責：全国赤十字副学校長会 和歌山赤十字看護専門学校  



「成人看護学」の対策

　　第102回看護師国家試験における、「一般問題」の成人看護学の出題数は、午前9問（問題№44～51，84）、午後9問（問題№41～48，84）、

　計18問。科目別正答率は68.9％と人体の構造に次いで低い。

　「状況設定問題」の成人看護学の出題数は、午前9問（問題№91～99）、午後6問（問題№91～96）、計15問。科目別正答率は78.7％で、

　高い順に母性看護学88.0％，老年看護学79.8％，成人看護学となっている。（東京アカデミー厚生労働省発表の正答に基づくデータより）

　　成人看護学の出題の中で、正答率の低い問題は、午前問題№49の甲状腺癌術後管理22.9％，午後問題№44の緩和ケアチーム対応42.4％

　である。問題の確認をしておく必要があります。これらの「一般問題」は、1点でも多くとれるように、良く出題されている所を勉強することで得点

　に繋がります。

　「状況設定問題」は、102回看護師国家試験前に2連問題導入の発表がありましたが、従来通りの3連問しか出題されませんでした。
　第103回看護師国家試験では、2連問の出題が予想されます。成人看護学では、経時的な流れや治療方法または、社会資源の適応資格の変化急性期

　出題内容は、時間的な流れや治療方法または、社会資源の適応資格の違いを問う問題が多いのが特徴です。急性期症状，急性期治療や

　処置の説明，合併症の予防，退院指導といった点を、臨地実習を重ねる中で、急性期をしっかり理解しましょう。また、過去問で良く出題されて

　いるものは、まとめておきましょう。

　　

　＊第100回国家試験以降、アセスメント能力を問う問題が多くなりました。アセスメントし看護につなげる総合的学習力が要求されて

　　います。しっかり理解していないと、根拠をもった看護にもつながりません。計画的に取り組みましょう。

　　４９．　甲状腺癌のために甲状腺全摘出術と頸部リンパ節廓清術とを受けた患者の術後管理で正しいのはどれか。

　　　　　１．甲状腺クリーゼの観察をする。

　　　　　２．嗄声のある間は経口摂取を禁止する。

　　　　  ３．ドレーンからの乳び漏の有無を観察する。

　　　　　4．テタニーが生じた場合は副甲状腺ホルモンを補充する。

　正解　３

　例題１． 心筋梗塞が発生する危険性が高いタイプの狭心症の特徴はどれか。

　　　　　１．労作によって痛みがおこる。

　　　　　２．締めつけられるような痛みである。

　　　　  ３．ニトログリセリンを用いても痛みが消えにくい。

　　　　　4．左頸部にも痛みを感じる。

　正解　３

　　解説　１．×　労作によって痛みが起こるのは労作狭心症で、ニトログリセリンの舌下または噴霧や安静が効果がある。

　　　　　　２．×　狭心症では、胸部圧迫感や絞扼感を訴えることが多い。

　　　　　　３．○　ニトログリセリンを用いても痛みが消えにくいのは、不安定狭心症である。心筋梗塞に移行しやすいため、

　　　適切な処置が必要である。

　　　　　　４．×　狭心症では、頸部・顎部・左肩・左上肢等に放散痛を伴うことが多い。

　例題２． 心筋梗塞後の生活指導で正しいのはどれか。

　　　　　１．労作によって痛みがおこる。1回90分以上の運動をする。

　　　　　２．締めつけられるような痛みである。等尺性運動をする。

　　　　  ３．ニトログリセリンを用いても痛みが消えにくい。ボルグ分類で「かなり楽」の強度で運動する。

　　　　　4．左頸部にも痛みを感じる。階段昇降が可能なら性生活もできる。

　正解　４

　　解説　１．×　１回９０分以上は難しい。中等度負荷の場合、1日１～2回、１回の時間は15～30分。

　　　高強度負荷の場合、1日１～2回、１回の時間は20～60分である。

　　　　　　２．×　等尺性運動は、力みを伴う運動となる。これは血圧を急上昇させ、心臓の負担が過大になるので運動として適切でない。

　　　　　　３．×　心筋梗塞後の運動強度は、自己検脈による脈拍数とボルグ指数を目安にする。ボルグ指数は、

　　　（12～13：ややきつい）を目安にする。 かなり楽では、リハビリの意味がないので、ややきつめが良い。

　　　　　　４．○日常労作の運動強度は、階段昇降（５～６METs）。夫婦生活（４～５METs）であるので可能である。

　第102回　午前問題　：　さー解いてみよう！

文責：全国赤十字副学校長会 大阪赤十字看護専門学校



国家試験合格への道（第 5回） 

① 老年看護学 

老年看護学は平均 20問程度と出題数の多い科目です。超高齢化社会となり、看護の対象と

して今後も高齢者が増えていくと予想されるため、今後もこの出題傾向は続くでしょう。 

前回の国家試験出題内容と頻出されている学習ポイントを下記にまとめました。 

 

練習問題 

 85 歳の女性。介護老人保健施設に入所中。脳梗塞による片麻痺があるが、他の慢性疾患

はない。8 月のある朝、ケアワーカーから『元気がない』と看護師に相談があった。 

体温３７．５℃、意識レベルや他のバイタルサインに異常はない。皮膚は乾燥気味。最後

の排尿は昨夜で濃縮尿だが混濁や排尿時痛はなかった。下痢や嘔吐はない。 

 

対応で優先度が高いのはどれか。 

１．絶飲食とする 

２．水分を摂取してもらう 

３．角砂糖を摂取してもらう 

４．抗菌薬の使用を医師と相談する 

 

                       

正解：２ 

              文責：全国赤十字副学校長会  京都第二赤十字看護専門学校 

1：嘔吐・下痢がないこと、意識レベルに変化が

ないので経口は可能 ２：下線部分より脱水と考

えられるので経口で水分摂取を促すことが必要 

３：慢性疾患がないということから低血糖症状の

可能性は低い ４：体温のみの上昇であり、尿の

性状から尿路感染も考えにくく、優先度は低い 

 



文責：全国赤十字副学校長会 京都第二赤十字看護専門学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《問題》 

１．医療保険で訪問看護が受けられる療養者の条件 

はどれか。2つ選べ。  

１）60歳の男性、筋萎縮性側索硬化症で 

要介護５ 

２）72歳の女性、脳梗塞後遺症で要介護３ 

３）88 歳の男性、認知症でグループホーム（認

知症対応型協同生活介護）を利用中 

４）94 歳の女性、糖尿病合併症による血液透析

中で要支援２ 

５）65歳の男性、頚椎損傷で要介護４ 

 
２．介護保険による訪問看護ステーションでの訪問 

看護サービスで適切なのはどれか。2つ選べ。  

１）訪問回数は週 3日以内の制限がある。 

２）利用者の自己負担額は原則として 3割で 

ある。 

３）原則として利用者の希望で医療保険での利 

用に変更することは出来ない。 

４）利用対象に要介護 1の療養者が含まれる。 

５）サービスを提供する職員は看護職に限ら 

れる。 

 
３．訪問看護師の役割として適切なのはどれか。 

2つ選べ。  

１）在宅療養生活に必要な物品を購入する。 

２）家族にもバイタルサインを測定するように 

指導する。 

３）家族の介護分担を決定する。 

４）家族も看護の対象者として関わる。 

５）他の医療従事者と連絡調整を行なう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．地域包括支援センターで活動する職種はどれか。  

１）介護福祉士 

２）社会福祉士 

３）精神保健福祉士 

４）児童福祉士 

 

５．在宅酸素療法中の療養者への看護師の対応で正 

しいのはどれか。２つ選べ。 

 １）携帯型酸素ボンベの取り扱いは全て看護師 

が行う。 

 ２）トイレや入浴時は酸素カニューレを外すこと

を促した。 

 ３）携帯型酸素ボンベの酸素残量を療養者と一 

緒に確認する。 

 ４）喫煙は酸素を外してするよう指導する。 

 ５）ガスコンロを IHコンロに交換するように勧

める。 

 

６．在宅人工呼吸療法を実施している療養者の家 

族への指導で適切なのはどれか。 

 １）機器の設定は療養者の状態により適宜調整 

する。 

 ２）痰の吸引は看護師が訪問するまで待つ。 

 ３）呼吸音やチアノーゼの有無などの観察を 

行う。 

 ４）人工呼吸器の点検は業者に任せる。 

 

国家試験合格への道（第 5回） 

②在宅看護論 

 
《出題傾向》 

在宅看護論の出題内容は幅広く、成人・小児・老年などについて、在宅看護に関わる基礎的な

事項を問われています。在宅を考慮した基礎看護技術や介護保険関連問題について整理しておき

ましょう。特に、継続看護の必要性から退院調整看護師の役割や、地域包括支援センターの役割

が重要になっていますので、確認しておきましょう。状況設定問題では、訪問看護師の役割や緩

和ケア・終末期の看護などが問われていますので、実習での学びも大切にしましょう。 

 在宅看護で必要とされる看護技術として、在宅酸素療法（HOT）、在宅中心静脈栄養法、褥瘡の

管理、人工呼吸器の管理、疼痛緩和、膀胱留置カテーテル、ストマケアなどがよく出題されてい

ます。 

 昨年度の国家試験の出題状況は、一般問題は午前５問（5肢択 2が１題）、午後４問でした。状

況設定問題は、午前２事例（5肢択 2が１題）、午後２事例でした。 

解答 １－１）・５） ２－３）・４） ３－４）・５） ４－２） ５－３）・５） ６－３） 

 
 

 
 

 
   



国家試験合格への道（第 6回） 

＜小児看護学＞ 

１．過去の問題の傾向：小児看護学の出題数は例年 20問前後、第 102回は 23問でした。そのう

ち必修問題は第 101 回の 1 問に対して、102 回では 6 問と増えました。出題傾向では、過去問題

を中心に、計算問題、視覚素材問題、5肢択二問題も登場しています。 

２．新出題基準：子どもの成長発達に重要な存在である家族には同胞が含まれることが明記され、

子どもの権利擁護、子どもと家族の最善の利益に供する小児看護特有の知識及び技術に関する項

目が提示されました。大項目の構成および中・小項目の用語が整理され、改正カリキュラムの趣

旨と教育内容に即したものとなりました。 

３．頻出問題 

１）子どもの成長発達については必修問題、一般問題いずれも出題率が高いところです。 

２）子どもに必要な倫理的配慮として、アドボカシー、インフォームドアセント、プレパレーシ

ョンなどは学習しておく必要があります。 

３）子どもに多い感染症とともに、免疫や予防接種に関する知識を整理しておきましょう。 

４）状況設定問題では、腎疾患・糖尿病・気管支喘息・白血病・肥厚性幽門狭窄症・骨折などが

繰り返し出題されています。 

＜過去問を解いてみよう！＞ 

 

 

  

 

脳重量は 6歳頃に成人の 90％程度に達するため、正解は１になります。 

必修問題としてはやや難易度が高いとも言われていますが、発達の原則とともにスキャモンの発

育曲線などの周辺知識を確認しておくことで、自信を持って解答できるはずです。 

 

 

 

この問題では指数を用いた計算と判定の知識が必要になります。乳幼児の身体発育評価にはカ

ウプ指数が用いられます。カウプ指数＝体重ｇ÷（身長㎝×身長㎝）×10 に当てはめると、設

問では（28000÷10000×10＝28）となります。正常は 15～18（文献により 15～19）、22 以上：

太りすぎ、13～15：やせから、正解は１の肥満となります。 

また、この設問が非選択式計算問題の形式をとると、２と８をマークすることになります。 

計算問題を敬遠せず、肥満度や体重減少などを問う過去問題を活用し、             

計算方法を押さえておくとよいですね。マークミスにも注意が必要です。 

 

【第 102 回 必修問題】標準的な発育をしている児において脳重量が成人の約 90％

に達する年齢はどれか。 

１．5～6歳 ２．8～9歳 ３．11～12歳 ４．15～16歳   （正解１） 

 

【第 97回 一般問題】身長 100㎝、体重 28㎏の幼児の身体発育の評価はどれか。                      

１．肥満 ２．肥満傾向 ３．標準 ４．やせすぎ    （正解１） 

 



＜母性看護学＞                                     

１． 過去の問題の傾向                                              

   母性看護学の問題数は、例年、一般・状況設定問題は２０問前後、必修問題は２問程度出題されています。 

過去５年間をみると、母性に関する法律、女性の性機能、産褥期の経過や看護についての出題が多くなされる傾

向にあります。 

２． 新出題基準に関して 

    人間の生殖だけでなく性の概念が広く取り上げられるようになっています。また、女性のライフサイクル各期

における看護が周産期から独立して提示されました。母性に関する法律・制度に関する知識の小項目の充実もは

かられています。周産期における看護は、正常経過における生理と異常についての内容が整理され充実がはから

れています。全体に内容が整えられていますので、具体的に表現された小項目を押さえて学習しておきましょう。 

３．頻出問題             

＜母性に関する法律＞               ＊正解は選択肢の番号に○をつけています。 

第102 第102回 労働基準法において就業中の妊産婦から請求がなくても使用者が処遇すべきなのはどれか。 

１．産前６週間の就業禁止  ②．産後６週間の就業禁止  ３．深夜業の就業禁止  ４．育児時間の確保   

（参考）労働基準法：                         

①産前休業は６週間（多胎妊娠では１４週間）は本人の請求により就業禁止 

②産後休業は８週間の就業禁止（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歳未満の育児で、休憩時間の他に 1 日 2 回各々尐なくとも 30 分請求可能）      

③妊産婦の有害業務・時間外労働・深夜業の制限 

   ＊毎回、母性に関する法律は１～２問出題されています。労働基準法とともに母子保健法・育児休業法・母体保

護法・男女雇用機会均等法は必ずおさえておきましょう。 

＜性機能＞                                     

第100回  性周期で正しいのはどれか。                       

１．卵胞はプロゲステロンの作用で発育する。   ②．子宮内膜はエストロゲンによって増殖する。 

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．受精が成立しないと、卵胞は白体を経て黄体になる。      

第101回  閉経に近づくと上昇するホルモンはどれか。２つ選べ。 

１．エストロゲン     ２．プロラクチン      ３．プロゲステロン 

④．黄体形成ホルモン（ＬＨ）         ⑤．卵胞刺激ホルモン（ＦＳＨ） 

（参考）①毎月の性周期では、卵胞は卵胞刺激ホルモン（FSH）により発育し、黄体化ホルモン（LH）により排卵

し黄体が形成されます。黄体から分泌されるプロゲステロンは、エストロゲンによって増殖期変化していた 

子宮内膜を分泌期に変化させ妊娠準備状態を作ります。 

    ②更年期は卵巣機能が低下するためエストロゲンの分泌が低下し、下垂体へのフィードバック機構が働かな 

くなるため、下垂体から分泌される黄体形成ホルモン（LH）卵胞刺激ホルモン（FSH）の分泌が高まります。 

＊母性の内分泌環境の理解は出題の重要ポイントです。ライフサイクル（思春期から更年期）における変化と 

毎月の卵巣の周期的変化は必ずおさえておきましょう。    

 ＜産褥期の経過と看護＞  

第102回 Aさんは、妊娠４１週で3,200ｇの児を分娩した。会陰切開を受けているが、分娩経過は順調で 

あった。分娩後２時間の子宮底の高さは臍下２横指であった。産褥１日目午前５時、（分娩後６時間） 

赤色悪露が尐量みられた。子宮底の高さは臍上１横指で、膀胱部に軽度の膨満を触知したため、 

トイレでの排尿を促した。しかし、Ａさんは「切開した傷が痛くて、排尿しようとしても出ません。 

どうしましょう」と看護師に相談してきた。Ａさんへの看護師の対応で最も適切なのはどれか。 

     １．「水分を摂らないようにして下さい。」   ２．「腹部を温めてみましょう。」 

     ３．「授乳をしてみましょう。」        ④．「尿を管で取りましょう。」 

（参考）膀胱の充満は子宮収縮を妨げる因子の一つです。産褥期は、分娩の影響により排尿障害をおこしやすく、 

子宮収縮促進のために排尿の援助が必要です。必要があれば、導尿することもあります。温罨法は子宮収縮を 

妨げます。  

  ＊産褥期の看護は状況設定で問われやすい問題です。臨床実習での学びを大事にしましょう。             

 

 

文責・全国赤十字副学校長会 松山赤十字看護専門学校（２） 



第7回看護師国家試験合格への道 精神看護学 
 

 

 

 

平成２６年版看護師国家試験出題基準が５月に公表されました。内容を充実させた箇所は小項目が追加になり、整理され

た箇所では小項目の記載が省略されています。国家試験で知らない単語が出てくると緊張がさらに増しますので、新旧の

小項目の単語の意味を理解して慣れておく必要があります。 

追加された小項目の例：ストレングス＜強み・力＞、ピアサポーターなど 

省略された小項目の例：精神症状の詳細など 

 

 

 

状況設定問題では、入院時の看護と退院支援の看護が出題の中心となっています。おそらく多くの方が、臨地実習では比

較的症状の安定した回復期の患者を受け持つことが多く、急性期（入院時）の患者を受け持つ機会は尐ないと思います。

「入院時」→「受け持っていない」→「どうしよう」となり緊張が増します。入院時は症状が激しく出現しますので、症

状のアセスメントと対症看護を理解しておくことがポイントとなります。 

 

 

 

状況設定問題では、単純に記憶を想起して答えられる問題が尐なくなっています。実践に即した考え方・基礎知識の応用

が問われます。臨地実習では、対象の現在の状態だけでなく入院時や入院するまでの様子及びその時の看護をイメージし

て対象を理解しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文責：全国赤十字副学校長会  岡山赤十字看護専門学校 

  

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 週間前から同じグ

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。 

Q103：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 

Q104：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 

＊この問題は状況の説明、設問や選択肢の設定などが分かりにくく、難問と言

えるでしょう。このような設問にどのように対応していきましょうか？ 

 

新旧の出題基準の小項目を確認しよう！ 

症状アセスメントと対症看護を強化しよう！ 

臨地実習で実践に即した考え方・応用力を身につけよう！ 

第102回 午前 10３ 104  

 

A103：①   

精神科の特徴として入院形態の理解は必須です。以前の問題で

は単純に入院形態を問う問題でした。（例 「双極性気分障害と診

断され両親の同意がありそのまま入院した。」Q．入院形態はど

れか、A．入院形態の列挙） 今回は単純な設問とはなっておら

ず、入院するにあたって入院形態を決めるために重要な情報は何

かを問われました。これは、臨床での入院患者を受け入れる際の

考え方の流れに沿った設問だと思います。 

従って、臨地実習で実践に即した考え方・応用力を身につけて

欲しいと思います。 

A104：③   

設問の意味が分かりにくいと思いますが、入院時＝急性期の

看護を考えます。この事例では、「混乱・興奮状態」にある対象

の看護を考えると良いと思います。混乱・興奮状態にある対象

の場合、易刺激性となっていますので、刺激をなるべく尐なく

して、安全を確保することが優先されます。解答群②はホール

という場所は刺激が多いですし、④はオリエンテーションの内

容にもよりますが、混乱・興奮状態では多くの説明は混乱を助

長させます。状態の悪化から服薬管理の状況も気になりますが、

①の持参薬を確認しても服薬管理の現状はわかりません。対症

看護の視点で、消去法で考えると③になるのでしょうか。 

従って、症状アセスメントと対症看護を強化して学習に取り

組みましょう。 

みんな 

応援してる 

ぴよ♪ 



 

 

 

 

 

看護師国家試験まで 1か月の今、あなたは緊張した毎日を過ごしているでしょう。緊張をやわ

らげるために少しくらい机から離れようとしても、学習習慣のついているあなたは、なんだか居心地が悪く、や

はり机に向かってしまう、そんな日々を送っているでしょう。あなたがやるべきことは不安を最少に、自信を最

大にして本試験に臨むことです。そのために、学習内容や生活習慣について考えてみます。 

 

不安を不安なままにしないために 

 新しい問題集を始めるより、これまで活用してきた問題集で知識を確実なものにしていこう！ 

   必修問題は 80点以上獲得しなければなりません。だからと言って相対問題をおろそかにできないでしょ 

う。相対問題には、必修で覚えた知識を総動員して解答します。 

ですから、相対問題の正誤の理由（根拠）を必ず、覚えることです。 

それが、必修問題を解く力にもなっていくからです。 

 

 2時間 40分は学習に集中できるようになろう！ 

   学習開始前に、継続時間を意識しましょう。本試験の制限時間は午前、午後共 に 2時間 

40 分です。途中で集中力が切れるような学習スタイルでは、自分の力を十分に発揮できません。食事をし

て 1 時間 30 分後の眠気をさそう状況からも学習に集中できるようトレーニングしておくことも必要でしょ

う。 

 

 友達や教師の支援をもらおう！ 

不明なところは同級生に教えてもらいましょう。教える側も学習の確認ができます。迷ったり調べるの 

に時間をかけるのはロスタイム。友達や教師に聞いて早く解決しましょう。 

 

万全の体調で受験するために 

 規則性のある生活を送ろう！ 

栄養補給、睡眠は継続した学習を行う上で重要です。本試験までに、規則性の 

ある生活に心もからだもなじませていきましょう。生活のリズムをつくると気力も 

湧いてきます。 

 

 感染予防をしよう！ 

気道感染が流行する時期になります。スタンダードプリコーションを心がけましょう。手洗いや含嗽はも 

ちろんのこと、換気したり掃除したりすることで清浄な空気を呼吸できます。 

 

 仲間と一緒に頑張っていることを忘れない！ 

学習前にみんなでラジオ体操するなど、仲間とのつながりも自分を大きく支え 

るものです。 

 

 受験前日と当日に持ち物確認をしよう！ホテルでも早寝早起き・腹八分目で！ 

受験票に筆記用具、ティッシュにホッカイロ、弁当と飲み物。キット勝。 

 

文責：全国赤十字副学校長会：富山赤十字看護専門学校 

第８回 看護師国家試験合格への道 
   気力・体力・集中力アップで合格をめざす！ 
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特集 

・問われる状況判断力！ 

・攻略！ 

  各種ガイドライン 

・先輩が紐解く「虎の巻」 

 

問われる状況判断力！ 
    

攻略！各種ガイドライン 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先輩が紐解く「虎の巻」  ○虎  

 

 

 

 

 

 

                            

 

文責：全国赤十字副学校長会 日本赤十字社助産師学校 

 

 

〔第 96 回助産師国家試験変更点〕 

午前 一般：40問 状況：15問（75 分）    

午後 一般：35問 状況：20問（80 分） 

  

2012 年度より、午後の状況設定問題が 5 問 

増え、時間が 15 分延長となりました。その主な

理由は、実践における思考力、判断力及び問題解

決能力を評価することにあります。 

従来、状況設定問題は 3題の小設問（3 連問）

で構成されていましたが、今回、新たに 2 連問も

登場しました。近年、一般問題にも簡単な事例を

読み判断する問題が２割程度、設定される傾向に

変化しています。 

 

右は、第 96 回国家試験、一般問題からの出題

内容です。臨床ではよく遭遇する事例ですね。 

チャレンジしてみましょう。                                                  

         

 30 歳の初産婦。身長 158cm、体重 68kg。

推定児体重 3800g。第 1頭位。陣痛間欠 2分、

発作 50秒で、肛門圧迫感が強く努責がかかって

いる。内診所見は、子宮口 8cm開大、展退度

80%、Station±０、小泉門が 5時方向に触れ

る。この時にとる体位で最も適切なのはどれか。 

１．坐位 

２．蹲踞位 

３．左側臥位 

４．四つん這い  

（午前：一般問題１４）正解４ 

 在胎 38 週で出生した児。出生体重 2600g、

身長 48cm。分娩時に羊水混濁を認めた。 

出生直後、体温 37.1℃、心拍 120/分、呼吸数

52/分。中心性チアノーゼはなく、活気があって

筋緊張は良好である。アセスメントで正しいのは

どれか。 

１．このまま経過観察する。 

２．酸素投与が必要である。 

３．口腔内吸引が必要である。 

４．保育器への収容が必要である。                

（午前：一般問題 15）正解１ 
（「日本版新生児蘇生法ガイドライン 2010」参照） 

 

トピックス 

 

2012 年度、第 96 回

助産師国家試験は、助産

師教育カリキュラム改正

後、初の試験でした。 

「トラウベ聴診器」の使

い方等、助産技術の原点

を問う問題も出題され、

助産師としての基礎能力

が大きく問われました。

これは、講義、実習など

日頃の地道な努力が大切

であることを物語ってい

ます。 

全 国 の 合 格 率 は 、

98.1%と前年度より高い

数字となっています。 

子宮筋腫合併妊婦。妊娠 34週で、子宮底部の

筋層内筋腫は直径 8cm であり、胎盤付着位置は

筋腫の直上である。特に注意すべき産科合併症は

どれか。2 つ選べ。 

１．常位胎盤早期剥離 

２．児頭骨盤不均衡 

３．分娩後出血 

４．過強陣痛 

５．頸管裂傷 

（午後：一般問題３４）正解１．３ 

近年、関連領域でも様々なガイドラインが作成されています。その存在は、既にご存知ですね。 

 

 

 

    

出題中「○○ガイドライン」と表現されていなくても、実はガイドラインの内容が網羅されていること

がよくあります。定期的にガイドラインの内容は更新されます。要チェック！ 

もちろん、ガイドラインだけでなく、教科書は常に開く習慣を！医学分野（産婦人科、新生児科など）

も忘れずに確認してください。 

助産所業務ガイドラインで嘱託医療機関に緊急

に搬送すべき新生児の症状とされているのはどれ

か。2 つ選べ。 

 

１．直腸温 38.1℃ 

２．出生時体重 2400g 

３．生後 12 時間排便がない。 

４．生後 18 時間に黄疸を認める。 

５．他症状のない生後 6時間の心雑音 

 

     （午前：一般問題 31）正解１、4 

 

一、早め早めに問題集をめくろう！  最低、3 回 TRY！                                            

一、この領域の特殊な用語に慣れよう！ 

例）TTTS、FGR、BPS、reassuring fetal status   etc. ??? 

  調べてのぞめば、講義・実習の興味倍増！ 

一、あとは、自分の力を信じて最後まであきらめないこと！ 
 

「助産所業務ガイドライン」（日本助産師会） 

「産婦人科診療ガイドライン」（日本産科婦人科学会/日本産婦人科医会） 

「日本版新生児蘇生法ガイドライン」（日本周産期・新生児医学会）    etc. 

 




