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■専門基礎分野（19点）
人体の構造と機能① 解剖生理学 2018改訂

人体の構造と機能② 栄養生化学
疾病の成り立ちと回復の促進① 病理学
疾病の成り立ちと回復の促進② 微生物学・感染制御学
疾病の成り立ちと回復の促進③ 薬理学
疾病の成り立ちと回復の促進④
疾病と治療1　呼吸器 2019新刊

疾病の成り立ちと回復の促進⑤
疾病と治療2　循環器 2019新刊

疾病の成り立ちと回復の促進⑥
疾病と治療3　消化器 2019新刊

疾病の成り立ちと回復の促進⑦
疾病と治療4　脳・神経 2019新刊

疾病の成り立ちと回復の促進⑧
疾病と治療5　血液・造血器 2019新刊

疾病の成り立ちと回復の促進⑨
疾病と治療6　内分泌／栄養・代謝 2019 新刊

疾病の成り立ちと回復の促進⑩
疾病と治療7　感染症／アレルギー・免疫／膠原病 2019新刊

疾病の成り立ちと回復の促進⑪
疾病と治療8　運動器 2019新刊

疾病の成り立ちと回復の促進⑫
疾病と治療９　腎・泌尿器／女性生殖器 2019新刊

疾病の成り立ちと回復の促進⑬
疾病と治療10　皮膚／眼／耳鼻咽喉／歯・口腔 2019新刊

健康支援と社会保障制度① 現代医療論
健康支援と社会保障制度② 公衆衛生学 2017改訂

健康支援と社会保障制度③ 社会福祉 2019改訂

健康支援と社会保障制度④ 関係法規 2019改訂

■専門分野Ⅰ（4点）
基礎看護学① 看護学概論 2018改訂

基礎看護学② 基礎看護技術Ⅰ　　 技術動画 2018改訂

基礎看護学③ 基礎看護技術Ⅱ　　 技術動画 2018改訂

基礎看護学④ 臨床看護総論

■専門分野Ⅱ（25点）
成人看護学① 成人看護学概論・成人保健 2019改訂

成人看護学② 呼吸器 2019改訂

成人看護学③ 循環器 2019改訂

成人看護学④ 血液・造血器 2019改訂

成人看護学⑤ 消化器 2019改訂

成人看護学⑥ 脳・神経 2019改訂

成人看護学⑦ 腎・泌尿器 2019改訂

成人看護学⑧ 内分泌／栄蓑・代謝 2019改訂

成人看護学⑨ 感染症／アレルギー・免疫／膠原病 2019改訂

成人看護学⑩ 女性生殖器 2019改訂

成人看護学⑪ 運動器 2019改訂

成人看護学⑫ 皮膚／眼 2019改訂

成人看護学⑬ 耳鼻咽喉／歯・ロ腔 2019改訂

経過別成人看護学① 急性期看護：クリティカルケア 2018新刊

経過別成人看護学② 周術期看護 2018新刊

経過別成人看護学③ 慢性期看護 2018新刊

経過別成人看護学④ 終末期看護：エンド・オブ・ライフ・ケア 2018新刊

老年看護学① 老年看護学概論・老年保健 2017改訂

老年看護学② 健康障害をもつ高齢者の看護 2017改訂

小児看護学① 小児看護学概論・小児保健
小児看護学② 健康障害をもつ小児の看護
母性看護学① 母性看護概輪／ウィメンズヘルスと看護
母性看護学② マタニテイサイクルにおける母子の健康と看護
精神看護学① 精神看護学概論・精神保健
精神看護学② 精神障害をもつ人の看護

■統合分野（4点）
在宅看護論 2017改訂

看護の統合と実践① 看護実践マネジメント／医療安全
看護の統合と実践② 災害看護学
看護の統合と実践③ 国際看護学

■別巻（16点）
ヘルスプロモーション 2019新刊

臨床外科看護学Ⅰ
臨床外科看護学Ⅱ
放射線診療と看護
臨床検査
生と死の看護論
リハビリテーション看護
病態と診療の基礎
治療法概説 2017改訂

看護管理／看護研究／看護制度
看護技術の患者への適用
機能障害からみた成人看護学①
呼吸機能障害／循環機能障害
機能障害からみた成人看護学②
消化・吸収機能障害／栄養代謝機能障害
機能障害からみた成人看護学③
内部環境調節機能障害／身体防御機能障害
機能障害からみた成人看護学④
脳・神経機能障害／感覚機能障害
機能障害からみた成人看護学⑤
運動機能障害／性・生殖機能障害

■基礎科目（5点）
物理学
生物学
社会学
心理学
教育学
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meebook最大の特長は、iPad、
Windowsなど複数の機器で、
同一の教材を同期して利用でき
ることです。
meebookをお試しいただける
見本用IDを用意しております。
右記までご連絡ください。

digital@medical-friend.co.jp
http://medical-friend.co.jp/meebook.html

03-3264-6634

電子教材　meebook 

メヂカルフレンド社では、独自アプリ「meebook」で電子教材の提供を開始しました。

の問題集はスゴイことが盛りだくさん！！クマ

●編集協力／フラピエかおり
　　　　　　（株式会社Nurse Style Biz 代表取締役）
●編集／メヂカルフレンド社編集部　
●B5判 ●定価（本体 5,400円＋税）
●ISBN 978-4-8392-1638-2

●全国で700名以上に行ったアンケートでは
　実に94％の学生が「大満足！」と回答。

●テーマ毎に問題を掲載しているので
　苦手分野を確実に克服できます。

●2,400題以上の圧倒的な問題数と
　充実した解説で、徹底した試験対策ができます。

国試対策動画のご案内

『看護師国家試験問題 解答・解説』、『必修問題対策』の
編集協力：フラピエかおり先生による国試対策動画を公開中です。
国家試験対策にはもちろん、授業の参考にもお使いください。 http://www.medical-friend.co.jp/kokushi-mondaisyuu.html

看護師国家試験問題
解答・解説

2020年版

●編集協力／フラピエかおり
　　　　　　（株式会社Nurse Style Biz 代表取締役）
●編集／メヂカルフレンド社編集部
●B5判 ●定価（本体 2,300円＋税）
●ISBN 978-4-8392-1639-9

●授業での課題として低学年から使えます。

●看護師国家試験を徹底分析し、出題基準「必修問題」の
　小項目を全てドリルにしています。

●左ページでは “ドリルで学習”、
　右ページでは “過去問題と予想問題で実践練習”。
　見開きで完結しているので効率的に学習できます。

看護師国家試験パーフェクト！
必修問題対策 2020

視聴は右のQRコードを読み取るか、
下記のURLにアクセス、もしくは
「メヂカルフレンド社」で検索！

名以上に行ったアンケートでは 使えます。
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i

この『Perfect Navi』は，看護師国家試験出題基準と当社発行の教科書シリーズ［新
体系 看護学全書］との対照表です。

教科書の活用の幅を拡げるため，毎年ご用意させていただいております『Perfect 

Navi』を，2019年度新刊・改訂巻に基づきリニューアルいたしました。

これまでと同様に「過去の看護師国家試験での出題履歴」は当社独自の調査により掲
載しているもので，看護師国家試験出題基準の中でも，近年特に求められていること
（出題頻度の高い項目）が一目でわかるようにしています。日々の授業や国家試験対策
などのご参考にしていただけましたら幸いです。

［新体系 看護学全書］シリーズは今後も改訂を重ね，時代のニーズに即したものであ
り続けるべく努めてまいります。この『Perfect Navi』により，一層のご活用をよろし
くお願い申し上げます。

平成31年3月吉日
株式会社　メヂカルフレンド社
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iv

◆出題基準対照部分について
　書名　編 -章 -項 -目 -（場合によっては節） 各見出しのタイトル（頁数）　が基本の表示スタイルです（教科書名はスペースの関
係上、一部省略させていただいております。書名の略称は下の一覧をご参照ください）。
　また、対応箇所が複数ある場合、出題基準の文脈上優先すべき巻に絞って掲載しています（例：“人体の構造と機能”の中の呼
吸器に対応する内容が解剖生理学や成人②呼吸器以外に、病理学にも載っているとしても，ここでは掲載しません）。

◆過去の看護師国家試験での出題履歴
　・ 過去5年間の国家試験問題を「回数－午前・午後－問題番号」として示しています。
　　　例）第101回看護師国家試験問題，午前の問30は「101-AM-30」

　・「＊」および「▲」の意味：＊…該当する項目が複数考えられ，判然としない場合，それぞれに付しています。
　　▲…複数の項目が組み合わされて出題されている場合，該当する問題すべてに付しています。
　・実際の試験では各分野で出題されていても、振り分けにおいて当社が他に該当箇所があると判断したものについては、該当

と思われる箇所に付し、出題履歴の後に分野名を明記しています。
　　　例）27頁　小項目（a. 創傷とその治癒）　102-AM-45（成人）成人
　・また、問題を振り分ける際に明確な該当箇所が小項目に見当たらない場合、近いと考えられる箇所の大項目・中項目の枠内

に付している場合もあります。
　　　例）12頁　中項目（A.食事）101-AM-18

凡　 例

カリキュラム 新体系 看護学全書 Perfect Navi 省略名

専
門
基
礎
分
野

人体の
構造と機能

人体の構造と機能① 解剖生理学 → 解剖生理学
人体の構造と機能② 栄養生化学 → 栄養生化学

疾病の
成り立ちと
回復の促進

疾病の成り立ちと回復の促進① 病理学 → 病理学
疾病の成り立ちと回復の促進② 微生物学・感染制御学 → 微生物学
疾病の成り立ちと回復の促進③ 薬理学 → 薬理学
疾病の成り立ちと回復の促進④　疾病と治療１ 呼吸器 → 疾病1 呼吸器
疾病の成り立ちと回復の促進⑤　疾病と治療２ 循環器 → 疾病２ 循環器
疾病の成り立ちと回復の促進⑥　疾病と治療３ 消化器 → 疾病３ 消化器
疾病の成り立ちと回復の促進⑦　疾病と治療４ 脳・神経 → 疾病４ 脳・神経
疾病の成り立ちと回復の促進⑧　疾病と治療５ 血液・造血器 → 疾病５ 血液・造血器

疾病の成り立ちと回復の促進⑨　疾病と治療６ 内分泌 /栄養・代謝 → 疾病６ 内分泌
疾病６ 栄養・代謝

疾病の成り立ちと回復の促進⑩　疾病と治療７ 感染症 /アレルギー・免
疫 /膠原病 →

疾病７ 感染症
疾病７ アレルギー・免疫
疾病７ 膠原病

疾病の成り立ちと回復の促進⑪　疾病と治療８ 運動器 → 疾病８ 運動器

疾病の成り立ちと回復の促進⑫　疾病と治療９ 腎・泌尿器 /女性生殖器 → 疾病９ 腎・泌尿器
疾病９ 女性生殖器

疾病の成り立ちと回復の促進⑬　疾病と治療10 皮膚 /眼 /耳鼻咽喉 /歯・
口腔 →

疾病10 皮膚
疾病10 眼
疾病10 耳鼻咽喉
疾病10 歯・口腔

健康支援と
社会保障
制度

健康支援と社会保障制度① 現代医療論 → 現代医療論
健康支援と社会保障制度② 公衆衛生学 → 公衆衛生学
健康支援と社会保障制度③ 社会福祉 → 社会福祉
健康支援と社会保障制度④ 関係法規 → 関係法規

専
門
分
野
Ⅰ

基礎看護学

基礎看護学① 看護学概論 → 基礎看護学① 
基礎看護学② 基礎看護技術Ⅰ → 基礎看護学② 
基礎看護学③ 基礎看護技術Ⅱ → 基礎看護学③ 
基礎看護学④ 臨床看護総論 → 基礎看護学④ 

専
門
分
野
Ⅱ

成人看護学

成人看護学① 成人看護学概論・成人保健 → 成人① 成人概論
成人看護学② 呼吸器 → 成人② 呼吸器
成人看護学③ 循環器 → 成人③ 循環器
成人看護学④ 血液・造血器 → 成人④ 血液・造血器
成人看護学⑤ 消化器 → 成人⑤ 消化器
成人看護学⑥ 脳・神経 → 成人⑥ 脳・神経
成人看護学⑦ 腎・泌尿器 → 成人⑦ 腎・泌尿器

成人看護学⑧ 内分泌 /栄養・代謝 → 成人⑧ 内分泌
成人⑧ 栄養・代謝

成人看護学⑨  感染症 /アレルギー・免疫 /膠原病 →
成人⑨ 感染症
成人⑨ アレルギー・免疫
成人⑨ 膠原病

成人看護学⑩ 女性生殖器 → 成人⑩ 女性生殖器
成人看護学⑪ 運動器 → 成人⑪ 運動器

成人看護学⑫ 皮膚 /眼 → 成人⑫ 皮膚
成人⑫ 眼

成人看護学⑬ 耳鼻咽喉 /歯・口腔 → 成人⑬ 耳鼻咽喉
成人⑬ 歯・口腔

経過別成人看護学① 急性期看護：クリティカルケア → 経過別①急性期

専
門
分
野
Ⅱ

成人看護学

経過別成人看護学② 周術期看護 → 経過別②周術期
経過別成人看護学③ 慢性期看護 → 経過別③慢性期
経過別成人看護学④  
終末期看護：エンド・オブ・ライフ・ケア → 経過別④終末期

老年看護学
老年看護学① 老年看護学概論・老年保健 → 老年看護学①
老年看護学②  健康障害をもつ高齢者の看護 → 老年看護学② 

小児看護学 小児看護学① 小児看護学概論・小児保健 → 小児看護学① 
小児看護学② 健康障害をもつ小児の看護 → 小児看護学②

母性看護学
母性看護学①
母性看護学概論/ウィメンズヘルスと看護 → 母性看護学① 

母性看護学②  
マタニティサイクルにおける母子の健康と看護 → 母性看護学② 

精神看護学 精神看護学① 精神看護学概論・精神保健 → 精神看護学① 
精神看護学② 精神障害をもつ人の看護 → 精神看護学② 

統
合
分
野

在宅看護論 在宅看護論 → 在宅看護論

看護の
統合と実践

看護の統合と実践①
看護実践マネジメント/医療安全 → 統合と実践① マネジメント

統合と実践① 医療安全
看護の統合と実践② 災害看護学 → 統合と実践② 災害看護学
看護の統合と実践③ 国際看護学 → 統合と実践③ 国際看護学

別　
　

巻

ヘルスプロモーション → 〈別巻〉ヘルス
臨床外科看護学Ⅰ → 〈別巻〉臨床外科Ⅰ
臨床外科看護学Ⅱ → 〈別巻〉臨床外科Ⅱ
放射線診療と看護 → 〈別巻〉放射線診療
臨床検査 → 〈別巻〉臨床検査
生と死の看護論 → 〈別巻〉生と死
リハビリテーション看護 → 〈別巻〉リハビリ看護
病態と診療の基礎 → 〈別巻〉病態と診療
治療法概説 → 〈別巻〉治療法概説
看護管理 看護研究 看護制度 → 〈別巻〉管理・研究・制度
看護技術の患者への適用 → 〈別巻〉患者への適用
機能障害からみた成人看護学①
呼吸機能障害/循環機能障害 → 〈別巻〉機能障害① 呼吸

〈別巻〉機能障害① 循環
機能障害からみた成人看護学②
消化・吸収機能障害/栄養代謝機能障害 → 〈別巻〉機能障害② 消化・吸収

〈別巻〉機能障害② 栄養代謝

機能障害からみた成人看護学③
内部環境調節機能障害/身体防御機能障害 →

〈別巻〉機能障害③ 体温
〈別巻〉機能障害③ pH
〈別巻〉機能障害③ 血糖
〈別巻〉機能障害③ 身体防御

機能障害からみた成人看護学④
脳・神経機能障害/感覚機能障害 →

〈別巻〉機能障害④ 脳・神経
〈別巻〉機能障害④ 視覚
〈別巻〉機能障害④ 聴覚
〈別巻〉機能障害④ 嗅覚
〈別巻〉機能障害④ 味覚
〈別巻〉機能障害④ 触覚

機能障害からみた成人看護学⑤ 
運動機能障害/性・生殖機能障害 → 〈別巻〉機能障害⑤ 運動

〈別巻〉機能障害⑤ 性・生殖

基
礎
分
野

基礎科目

物理学 → 物理学
生物学 → 生物学
社会学 → 社会学
心理学 → 心理学
教育学 → 教育学

※〈新体系 看護学全書〉の書名を頁の都合上、省略して掲載しております。詳しくは下記の一覧をご覧いただきますようよろしくお願いいたします。
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必修問題

目標Ⅰ 	 看護の社会的側面および倫理的側面について基本的な知識を問う。
大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

1.  健康の定義と理解 A. 健康の定義  a . 世界保健機関〈WHO〉
の定義

公衆衛生学  1編 -1章 -Ⅰ-B-2-③  健康の享受と基本的人権 （P7～8）, Ⅰ-D-1  健康の定義
の2つの面 （P9～13）, 2編 -11章 -Ⅲ-B-1  WHOによる健康の定義 （P335～336）, 関係
法規  1章 -Ⅲ-B-2-2）-3）  国際機関 （P17）, 〈別巻〉ヘルス  1章 -Ⅰ-B  健康と病気のとらえ
方（P3～7）

107-PM-1

 b . ウェルネスの概念 公衆衛生学  1編 -1章 -Ⅰ-D-1  健康の定義の2つの面 （P9～13）, 〈別巻〉ヘルス  1章 -Ⅰ
-B  健康と病気のとらえ方 （P3～7）

B. 健康に関する指標  a . 総人口 公衆衛生学  1編 -3章 -Ⅰ-A  世界における人口の動向 （P84～86）, Ⅰ-B  わが国における
人口の動向 （P86～88）, 人口静態統計 （P89～90）

104-AM-1

 b . 年齢別人口 公衆衛生学  1編 -3章 -Ⅱ-A  人口静態統計 （P89～90） 108-PM-1, 105-AM-1, 
104-PM-7

 c . 労働人口 公衆衛生学  1編 -3章 -Ⅰ-B-2  人口構造の変化 （P87～88）, 2編 -9章 -C-1  労働者の就業
状況 （P307）

 d . 将来推計人口 現代医療論  2章 -Ⅲ-A-4  少子化の状況と取り組み （P76～80）, 公衆衛生学  1編 -3章 -Ⅰ
-B-1  わが国の人口の将来予測 （P87～88）,

 e . 世帯数 公衆衛生学  1編 -3章 -Ⅲ-C  少子高齢化の公衆衛生的課題 （P107～108）, 4章 -Ⅰ-C-1-②  
国民生活基礎調査 （P112～114）

 f . 婚姻、家族形態 公衆衛生学  1編 -3章 -Ⅱ-B-5  婚姻と離婚 （P97）, Ⅲ-C  少子高齢化の公衆衛生的課題 
（P107～108）, 4章 -Ⅰ-C-1-①  人口動態調査 （P112～114）, Ⅰ-C-1-②  国民生活基礎調
査 （P112～114）, 社会福祉  7章 -Ⅰ-A-3  核家族化と高齢者世帯の増加 （P209）

104-PM-8

 g . 出生と死亡の動向 公衆衛生学  1編 -3章 -Ⅱ-B-1  出生 （P92）, Ⅱ-B-2  死亡率・死因 （P92～95）, Ⅱ-B-3  死
産 , 周産期死亡 , 乳児死亡 （P95～96）, 4章 -Ⅰ-C-1-①  人口動態調査 （P112～114）

106-PM-1, 104-PM-1

 h . 死因の概要 公衆衛生学  1編 -3章 -Ⅱ-B-2  主要死因別にみた死亡率 （P93～95）, 年齢別死因構造の現
状 （P95）, 4章 -Ⅰ-C-1-①  人口動態調査 （P112～114）

108-AM-2, 104-PM-2

 i . 平均余命、平均寿命 公衆衛生学  1編 -3章 -Ⅱ-C  生命表と平均寿命 （P97～99）, 4章 -Ⅰ-C-1-①  人口動態調
査 （P112～114）, Ⅱ健康指標 （P116～117）

107-AM-1, 105-PM-1

C. 受療状況  a . 有訴者の状況 公衆衛生学  1編 -4章 -Ⅲ-C-2  有病率 （P118～119）, 2編 -4章 -A-1  高齢者の有訴者率 , 
日常生活に影響のある者率 （P228～229）, 老年看護学①  4章 -Ⅱ-A-1  社会現象としての
高齢社会 （P88～89）

106-AM-1

 b . 有病率、罹患率 公衆衛生学  1編 -4章 -Ⅲ-C-1  罹患率 （P118）, Ⅲ-C-2  有病率 （P118～119）
 c . 受療行動、受療率 公衆衛生学  1編 -4章 -Ⅰ-C-1-④  受療行動調査 （P112～114） 108-PM-2, 107-AM-2

 d . 入院期間 公衆衛生学  1編 -4章 -Ⅲ-C-3  有病期間 （P119）
 e . 外来受診の状況 公衆衛生学  1編 -4章 -Ⅰ-C-1-③  患者調査 （P112～114）, Ⅰ-C-1-④  受療行動調査 

（P112～114）, Ⅳ-E  傷病統計の実際 （P120～121）
106-PM-2, 105-PM-8, 
104-PM-2

2.  健康に影響する要因 A. 生活行動・習慣  a . 食事と栄養 栄養生化学  2章 -Ⅰ  食物と栄養 （P22～27）, 公衆衛生学  1編 -2章 -Ⅳ-A  健康づくりと
食 （P69～73）, 2編 -3章 -D-2  栄養と食生活 （P212～213）, 〈別巻〉ヘルス  3章 -Ⅰ  栄
養･食生活 （P130～134）

108-AM-10, 107-PM-2, 
105-AM-10
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

2.  健康に影響する要因 A. 生活行動・習慣  b . 排泄 基礎看護学④  4章 -Ⅳ-B  栄養・排泄が障害されるということ （P147）, 〈別巻〉ヘルス  3
章 -Ⅳ  排泄 （P143～148）

 c . 活動と運動、レクリ
エーション

公衆衛生学  2編 -3章 -D-3  身体活動・運動 （P213～214）, 現代医療論  2章 -Ⅲ-C-2  健
康づくりと身体活動・運動習慣 （P95～102）, 〈別巻〉ヘルス  3章 -Ⅲ  活動・休息 （P138
～143）

107-AM-25, 103-PM-25

 d . 休息と睡眠 現代医療論  2章 -Ⅲ-C-3  健康と休養・睡眠 （P102～103）, 公衆衛生学  2編 -3章 -D-4  
休養 （P214）, 〈別巻〉ヘルス  3章 -Ⅲ  活動・休息 （P138～143）

 e . 清潔と衣生活 基礎看護学③  4編 -5章  清潔・衣生活の援助技術 （P149～189）, 〈別巻〉ヘルス  3章 -Ⅴ  
清潔 （P148～151）

 f . 喫煙、嗜好品 現代医療論  2章 -Ⅲ-C-4  健康と喫煙 （P103～108）, 公衆衛生学  2編 -3章 -D-6  喫煙・
飲酒 （P216～217）

105-PM-2

 g . ストレス 公衆衛生学  2編 -3章 -A  成人期の生活と健康 （P210）, B  こころとからだの健康づくり
の概要 （P210～211）, C  健康増進活動と健康日本21 （P211～212）

108-AM-3

 h . メンタルヘルス 公衆衛生学  2編 -3章 -D-5  メンタルヘルスケア :  自殺対策 （P215～216）
 i . ライフスタイル 社会福祉  1章 -Ⅲ  ライフスタイル （P11～15）
 j . 性行動 母性看護学①  1編 -3章 -Ⅱ-C  性意識 （P75～77）, Ⅱ-D  性行動 （P77～82）

B. 生活環境  a . 水質、大気、土壌 公衆衛生学  1編 -2章 -Ⅱ-A-1  呼吸物質としての空気 （P37～38）, Ⅱ-A-2  空気と体温調
節 （P38～40）, Ⅱ-A-3  気候 （P40）, Ⅱ-A-5  放射線 （P41～44）, Ⅱ-A-6  水 （P44～47）

107-PM-3, 106-PM-3

 b . 食品衛生 公衆衛生学  1編 -2章 -Ⅵ-B  健康の維持と食品保健 （P73～78） 104-PM-3

 c . 住環境 公衆衛生学  1編 -2章 -Ⅴ  居住環境の生活衛生 （P64～68） 107-AM-3, 106-AM-20

C. 社会環境  a . 職業と疾病 公衆衛生学  2編 -9章 -D-2  産業保健に特有の健康問題と対策 （P314～317）, 成人①成人
概論  2章 -Ⅱ-B-1  社会の変遷に伴う働きかたの変化 （P45～48）

105-AM-3

 b . 労働環境、雇用形態 関係法規  9章 -A  労働基準法 （P176～184）, 成人①成人概論  2章 -Ⅱ-C  働くことと生
活 （P53～62）

108-PM-3

 c . ワーク・ライフ・バラ
ンス

公衆衛生学  9章 -E  産業保健の課題と展望 （P317～318） 107-PM-4

 d . 母性保護 公衆衛生学  2編 -2章 -B-2  母子への保健指導・訪問指導 （P200～201）, 9章 -E  産業保
健の課題と展望 （P317～318）

3.  看護で活用する 
社会保障

A. 医療保険制度の基本  a . 医療保険の種類 現代医療論  4章 -Ⅲ-B  医療保険 （P187～190）, Ⅲ-C  老人医療 （P191）, 社会福祉  3章
-Ⅱ-B  医療保険制度の種類と適用対象者 （P40～42）

 b . 国民皆保険 社会福祉  3章 -Ⅱ  医療保険制度 （P38～52）, 関係法規  7章 -A  健康保険法 （P142～
145）, B  国民健康保険法 （P145～147）

105-AM-32, 104-AM-3

 c . 国民医療費 現代医療論  4章 -Ⅲ-E  国民医療費の動向 （P193～195）, Ⅲ-F-2  医療の現状 , 将来予測と
適正化 （P196～200）, 社会福祉  3章 -Ⅴ-D  国民医療費 （P67～69）

106-AM-3, 105-AM-32, 
104-AM-3

 d . 高齢者医療制度 現代医療論  4章 -Ⅲ-C  老人医療 （P191）, 社会福祉  3章 -Ⅲ  高齢者医療制度等 （P52～56） 106-PM-4

 e . 給付の内容 現代医療論  4章 -Ⅲ-B-2  被用者保険 （P187～189）, 社会福祉  3章 -Ⅱ-C  医療保険制度
の給付 （P42～49）

B. 介護保険制度の基本  a . 保険者 社会福祉  3章 -Ⅵ-C-2  保険者 （P76） 108-AM-4

 b . 被保険者 公衆衛生学  2編 -4章 -E-1  介護保険制度の概要 （P232）, 社会福祉  3章 -Ⅵ-C-3  被保険
者の範囲 （P76）

106-AM-4



4

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

3.  看護で活用する 
社会保障

B. 介護保険制度の基本  c . 給付の内容 公衆衛生学  2編 -4章 -E-3  介護保険制度におけるサービスなどの内容 （P233～237）, 社
会福祉  3章 -Ⅵ-E  保険給付の概要 （P80～83）

107-AM-4, 105-AM-4, 
104-PM-9

 d . 要介護・要支援の認定 公衆衛生学  2編 -4章 -E-2  介護保険制度利用のプロセス （P233）, 社会福祉  3章 -Ⅵ-D-1  
要介護・要支援認定 （P77～79）

105-PM-9, 104-PM-4

 e . 地域支援事業 公衆衛生学  2編 -4章 -B  高齢者の保健医療福祉施策の推移 （P230～231）, E-3-③  地域
支援事業におけるサービス （P234～237）, F  地域包括ケアシステム （P237）, 社会福祉  
3章 -Ⅵ-F  地域支援事業等 （P83～84）, H-2  地域支援事業 （P86）

108-AM-11

4.  看護における倫理 A. 基本的人権の擁護  a . 個人の尊厳 基礎看護学①  6章 -Ⅲ-A-2-3）  ●人としての尊厳 （P200）
 b . 患者の権利 基礎看護学①  6章 -Ⅲ-A-2  医学研究における歴史 （P197～200）
 c . 自己決定権と患者の意思 基礎看護学①  6章 -Ⅳ  看護とインフォームド・コンセント （P204～210）
 d . インフォームド・コン
セント

基礎看護学①  6章 -Ⅲ-B  インフォームド・コンセント （P201～202） 104-AM-4

 e . ノーマライゼーション 社会福祉  1章 -Ⅰ-D-3-1）  ノーマライゼーション （P6）, 基礎看護学①  6章 -Ⅱ-C-3  ●精
神障害者福祉法 （P137～139）

 f . 情報管理 
（個人情報の保護）

基礎看護学①  6章 -Ⅱ-B-3   守秘義務と個人情報保護法 （P194～196）

B. 倫理原則
106-PM-5

 a . 自律尊重 基礎看護学①  6章 -Ⅲ-C-1） 自律尊重 （P203）
 b . 善行 基礎看護学①  6章 -Ⅲ-C-2）  善行 （恩恵 , Bene�cence） （P203）
 c . 公正、正義 基礎看護学①  6章 -Ⅲ-C-4）  正義 （ Justice） （P203） 107-PM-5

 d . 誠実、忠誠 基礎看護学①  1章 -Ⅱ-A  「だれのため」に看護しているか （P6～11）
 e . 無危害 基礎看護学①  6章 -Ⅲ-C-3）  無危害 （Non-male�cence） （P203）

C. 看護師等の役割  a . 説明責任 基礎看護学①  6章 -Ⅳ-B  コミュニケーション・プロセスとしてのインフォームドコンセ
ント （P204～205）

 b . 倫理的配慮 基礎看護学①  2章 -Ⅱ-C-1-3）-2）  三重の関心 （P62～63）
 c . 権利擁護〈アドボカシー〉 基礎看護学①  6章 -Ⅱ-B-2  専門職としての倫理 （P190～193） 108-PM-4

 d . エンパワメント 基礎看護学①  6章 -Ⅱ-B-2  専門職としての倫理 （P190～193）

5.  看護に関わる基本的
法律

A. 保健師助産師看護師
法

 a . 保健師助産師看護師の
定義

関係法規  2章 -Ⅰ-A-5  業務 （P30～34）, 〈別巻〉管理・研究・制度  3章 -① -A-1  保健師
助産師看護師法の概要 （P108～111）

106-AM-45

 b . 保健師助産師看護師の
業務

関係法規  2章 -Ⅰ-A-5-2）-3）医行為の禁止 （業務の範囲） （P31～32）, 〈別巻〉管理・研究・
制度  3章 -① -A-1  保健師助産師看護師法の概要 （P108～111）

108-PM-5, 105-PM-5

 c . 保健師助産師看護師の
義務（守秘義務、業務従
事者届出の義務、臨床研
修等を受ける努力義務）

関係法規  2章 -Ⅰ-A-5-2）-6）業務上の秘密を守る義務 （P33～34）, 〈別巻〉管理・研究・制
度  3章 -① -A-1  保健師助産師看護師法の概要 （P108～111）

108-AM-6, 106-AM-5

 d . 養成制度 現代医療論  4章 -Ⅱ-D-3  看護師 （P180～183）, 〈別巻〉管理・研究・制度  3章 -② -B-4-
2  養成力の強化・促進 （P147～148）, ③ -A  看護職の養成制度の実際 （P190～194）

B. 看護師等の人材確保
の促進に関する法律

 a . 基本方針 関係法規  2章 -Ⅰ-B  看護師等の人材確保の促進に関する法律 （P38～40）, 〈別巻〉管理・
研究・制度  3章 -② -B-4  看護職員確保対策 （P147～150）

 b . ナースセンター 
(就業状況 )

現代医療論  4章 -Ⅱ-D-3  看護師 （P180～183）, 〈別巻〉管理・研究・制度  3章 -③ -B-1  
就労看護職数の推移 （P137～143）
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目標Ⅱ 	  看護の対象および看護活動の場と看護の機能について基本的な知識を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

6.  人間の特性 A. 人間と欲求  a . 基本的欲求 基礎看護学①  1章 -Ⅲ-D-3  ヘンダーソン：人間の基本的欲求を満たし自立を助ける （P33
～35）, 基礎看護学④  序章 -Ⅱ-A  医療を提供する場 （P5～6）

107-PM-25

 b . 社会的欲求 基礎看護学①  3章 -Ⅰ-C-3-4  人間の基本的ニードと成長のニード （P97～100）, 在宅看
護論  2章 -Ⅰ-A-1  社会的承認欲求 （P43～46）

104-PM-5

B. 対象の特性  a . QOL 基礎看護学①  3章 -Ⅱ-A-1-2-2）  ●QOL （P107～108）, 基礎看護学④  1章 -Ⅱ-C-2  ク
オリティ・オブ・ライフ （QOL） （P27～28）, 成人①成人概論  5章 -Ⅰ-1-1  ヘルスプロ
モーション （P228）

107-AM-5

 b . ニーズ 基礎看護学①  3章 -Ⅰ-C-3-4  人間の基本的ニードと成長のニード （P97～100）, 基礎看
護学④  3章 -Ⅱ-C-1  患者のニーズの充足 （P62～63）

108-PM-6, 105-AM-36

 c . 健康や疾病に対する意
識

現代医療論  2章 -Ⅰ-B  健康のとらえ方と健康 （P33～35）, 基礎看護学①  1章 -Ⅲ-C-2  
病を経験経する人 （P21～25）, 基礎看護学④  1章 -Ⅲ-C  経験としての病：病の語り，病
むことの意味 （P35～36）, 成人①成人概論  5章 -Ⅰ-I-2  ヘルスリテラシー （P225）

107-PM-6

 d . 疾病・障害の受容 基礎看護学①  1章 -Ⅲ-C-2  病を経験経する人 （P21～25）, 基礎看護学④  3章 -Ⅳ-C-2  
疾病の受容過程 （P84）, 成人①成人概論  5章 -Ⅳ-A-3  障害の受容 （P280～282）, 〈別巻〉
リハビリ看護  4章 -Ⅱ-A-2  障害受容 （P125～130）

7.  人間のライフサイク
ル各期の特徴と生活

A. 胎児期  a . 形態的発達と異常 解剖生理学  13章 -Ⅲ  受精と胎児の成長 （P558～576）, 小児看護学②  5章 -Ⅱ  先天異
常 （P197～203）, 母性看護学②  3編 -1章 -Ⅰ-C-1-2）胎児の形態発育 （P16）, Ⅲ-M  胎児
の形態異状 （P85～90）, 4編 -1章 -Ⅰ-B  異常の予測 （P300～301）

B. 新生児・乳児期  a . 発達の原則 小児看護学①  6章 -Ⅱ-B  発達の原則 （P134～137） 108-PM-7

 b . 身体の発育 解剖生理学  13章 -Ⅳ-A-2  出生後の変化 （P580-581）, 小児看護学①  6章 -Ⅳ  小児の生
活を支える成長と機能の発達 （P145～160）

106-AM-6, 105-PM-6

 c . 運動能力の発達 解剖生理学  13章 -Ⅳ-A-2  出生後の変化 （P580-581）, 小児看護学①  6章 -Ⅴ-A-1  動く
機能の発達 （P160～165）

107-AM-6

 d . 栄養 小児看護学①  6章 -Ⅴ-C-1  子どもの栄養 （P173～175） 106-PM-21

 e . 親子関係 小児看護学①  4章 -Ⅱ  母子関係に関する概念と理論 （P92～96） 104-PM-6

C. 幼児期  a . 身体の発育 解剖生理学  13章 -Ⅳ-A-2  出生後の変化 （P580-581）, 小児看護学①  6章 -Ⅳ  小児の生
活を支える成長と機能の発達 （P145～160）

 b . 運動能力の発達 解剖生理学  13章 -Ⅳ-A-2  出生後の変化 （P580-581）, 小児看護学①  6章 -Ⅴ-A  動く 
（P160～167）

 c . 言語の発達 解剖生理学  13章 -Ⅳ-A-2  出生後の変化 （P580-581）, 小児看護学①  6章 -Ⅴ-F  見る・
聞く・話す （P196～201）

 d . 社会性の発達 小児看護学①  6章 -Ⅴ-H  人とかかわる （P210～216） 108-PM-8

 e . 基本的生活習慣の確立 小児看護学①  6章 -Ⅴ-B  眠る （P167～173）, Ⅴ-C  食べる （P173～184）, Ⅴ-D  排泄す
る （P184～190）, Ⅴ-E  身だしなみを整える （P190～196）

D. 学童期  a . 運動能力の発達、 
体力の特徴

小児看護学①  6章 -Ⅴ-A-1  動く機能の発達 （P160～165）

 b . 社会性の発達 小児看護学①  6章 -Ⅴ-H  人とかかわる （P210～216）

 c . 学習に基づく行動 小児看護学①  6章 -Ⅴ-G  感じる・考える （P201～210）, Ⅴ- I  遊ぶ・学ぶ （P216～225）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

7.  人間のライフサイク
ル各期の特徴と生活

E. 思春期  a . 第二次性徴 解剖生理学  13章 -Ⅳ-B-1-2  第 2 次性徴と生殖器の発達 （P582～584）, 小児看護学①  6
章 -Ⅳ-4-1）  形態的成長―第2次性徴と身体の急激な変化 （P240）, Ⅴ-J-3-1）  身体の変化 
（第2次性徴）への出会いと受け止め （P228～230）

107-AM-7, 106-AM-7

 b . アイデンティティの確
立

解剖生理学  13章 -Ⅳ-B-1-1  思春期の心とからだの変化 （P582）, 小児看護学①  6章 -Ⅵ
-4-2  感じる・考える・人とかかわる  「疾風怒濤」  の時期 （P240）

 c . 親からの自立 解剖生理学  13章 -Ⅳ-B-1-1  思春期の心とからだの変化 （P582）, 小児看護学①  6章 -Ⅴ
-H-1-1）  大人との関係 （P210～212）

108-AM-9. 104-AM-6

 d . 異性への関心 解剖生理学  13章 -Ⅳ-B-1-1  思春期の心とからだの変化 （P582）, 小児看護学①  6章 -Ⅴ
-J-3-2）  性をもつ自己としての生き方の模索 （P230）, 精神看護学①  3章 -Ⅲ-E-1-3）  青
年前期の仲間形成と異性関係 （P56）

F. 成人期  a . 社会的責任と役割 成人①成人概論  1章 -Ⅰ-A  「成人」の定義 （P2～4）
 b . 生殖機能の成熟と衰退 成人①成人概論  1章 -Ⅱ-B-1-2  生殖機能の変化 （P21～22） 107-PM-7

 c . 基礎代謝の変化 成人①成人概論  1章 -Ⅱ-B-1  身体的特徴 （P18～23）

G. 老年期
105-PM-7

 a . 身体的機能の変化 解剖生理学  13章 -Ⅳ-C  組織および臓器の加齢変化 （P584～590）, 老年看護学①  1章 -
Ⅱ-C  身体的機能の加齢性変化と日常生活への影響 （P6～17）

107-AM-8, 106-AM-8, 
105-AM-13

 b . 認知能力の変化 老年看護学①  1章 -Ⅲ  高齢者の知的機能・認知機能の特徴 （P18～19） 104-AM-7

 c . 心理社会的変化 老年看護学①  1章 -Ⅳ  高齢者の心理的特徴 （P19～22）

8.  看護の対象としての
患者と家族

A. 家族の機能  a . 家族関係 基礎看護学①  1章 -Ⅲ-C-3-2）-2）  家族のいろいろな形 （P28）
 b . 家族構成員 基礎看護学①  1章 -Ⅲ-C-3-2）-2）  家族のいろいろな形 （P28）
 c . 疾病が患者・家族に与
える心理・社会的影響

基礎看護学①  1章 -Ⅲ-C-3-2）-1）  病むことは患者と家族の経験である （P26～28） 107-PM-8

B. 家族形態の変化  a . 家族の多様性 基礎看護学①  1章 -Ⅲ-C-3-2） 看護を必要としている家族 （P26～29）
 b . 構成員の変化 基礎看護学①  1章 -Ⅲ-C-3-2） 看護を必要としている家族 （P26～29）

9.  主な看護活動の場と
看護の機能

A. 看護活動の場と機能
108-PM-10

 a . 病院 社会福祉  3章 -Ⅴ-A  医療提供施設 （P60～64）, 基礎看護学①  4章 -Ⅰ-B-1  医療施設に
おける活動 （P118～121）

107-AM-9

 b . 診療所 社会福祉  3章 -Ⅴ-A  医療提供施設 （P60～64）, 基礎看護学①  4章 -Ⅰ-B-1  医療施設に
おける活動 （P118～121）

 c . 助産所 社会福祉  3章 -Ⅴ-A  医療提供施設 （P60～64）, 基礎看護学①  4章 -Ⅰ-B-1  医療施設に
おける活動 （P118～121）

 d . 訪問看護ステーション 在宅看護論  2章Ⅱ-C  訪問看護ステーション （P66～69）, 基礎看護学①  4章 -Ⅰ-B-2  在
宅における活動 （P121）

107-PM-9

 e . 介護保険施設 社会福祉  3章 -Ⅴ-A  医療提供施設 （P60～64）, 基礎看護学①  4章 -Ⅰ-B-3  介護老人保
健施設における場 （P121～122）, 在宅看護論  7章 -Ⅱ-B-4）施設サービス （P270～272）

106-PM-9, 104-AM-8

 f . 地域包括支援センター 公衆衛生学  2編 -4章 -E-3-②  予防給付におけるサービス （P233, 235, 236）, 社会福祉  
3章 -Ⅵ-F-2  地域包括支援センター （P84）, 基礎看護学①  4章 -Ⅱ-C  地域包括ケアシス
テム （P136～142）

 g . 市町村 公衆衛生学  2編 -1章 -F-2-④  市町村保健センター （P190～191）
 h . 保健所 公衆衛生学  2編 -1章 -F-2-③  保健所 （P187～189）
 i . 学校 公衆衛生学  2編 -8章 -Ⅱ-D  学校保健教育 （P292～297）, Ⅱ-E-3  学校保健と地域の関係

機関との連携 （P300）, 基礎看護学①  4章 -B-5  学校における活動 （P122）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

9.  主な看護活動の場と
看護の機能

A. 看護活動の場と機能  j . 企業 公衆衛生学  2編 -9章 -D  職場における保健活動の実際 （P312～317）, 基礎看護学①  4
章 -B-4  職場（事業所）における活動 （P122）

B. 看護の機能と役割  a . 訪問看護 在宅看護論  2章 -Ⅱ  訪問看護の制度と機能 （P63～77）
 b . チーム医療 基礎看護学①  4章 -Ⅰ-A-2  チーム医療における連携と協働 （P116～117）, 統合と実践①マ

ネジメント  2章  看護師のチームワークとコミュニケーション （P17～46）, 〈別巻〉管理・研究・
制度  1章 -⑥ -B  チーム医療 （P42～44）, 3章 -② -D-3-3  交代勤務 （P176～179）, 4章 -Ⅰ
-A  チーム医療とは （P64～65）, Ⅰ-D-1  チームにおける看護師の役割と責任 （P67～69）

106-PM-10, 104-AM-9

 c . 退院調整 基礎看護学①  4章 -Ⅱ-C-2  高齢者の介護：施設から在宅へ （P136～137）, 老年看護学①  
5章 -Ⅰ-B  退院支援と退院調整 （P185～186）

 d . 入院のオリエンテーショ
ン（入院相談）

成人①成人概論  6章 -Ⅱ-A-1-1  入院時アセスメントの実施 （P361）

 e . 地域医療連携 基礎看護学①  4章 -Ⅱ-B-2-2-5）  地域医療・福祉との連携を促進する （P134～135）, 在
宅看護論  4章 -Ⅲ-C-3  地域リハビリテーションの内容 , 〈別巻〉管理・研究・制度  1章 -Ⅶ
-A  医療機関の機能分化と連携 （P46）

 f . 家族との調整 基礎看護学①  4章 -Ⅱ-C-4-2  意思決定プロセスにおける看護師の役割 （P140）, 統合と実
践①マネジメント  3編 -8章 -Ⅰ-B-2 （P130）

目標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基本的な知識を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

10.  人体の構造と機能 A. 人体の基本的な構造
と正常な機能

 a . 内部環境の恒常性 解剖生理学  12章  恒常性維持のしくみ （P514～537）, 生物学  5章  からだの恒常性の維
持 （P115～163）

106-PM-8

 b . 神経系 解剖生理学  10章  情報伝達と処理のしくみ （P410～471）, 疾病4脳・神経  1章  脳・神
経系の構造と機能 （P2～30）, 成人⑥脳・神経  1編 -1章  脳・神経系の構造と機能 （P12
～40）, 生物学  5章 -②  神経系とその働き （P140～151）

108-PM-11, 24, 106-AM-14, 
106-PM-11

 c . 運動系 解剖生理学  8章  からだの支持・運動のしくみ （P288～361）, 疾病8運動器  1章  運動
器の構造と機能 （P2～21）, 成人⑪運動器  1編 -1章  運動器の構造と機能 （P12～31）

107-PM-10

 d . 感覚器系 解剖生理学  9章  情報受容のしくみ （P364～406）, 疾病10皮膚  1章  皮膚の構造と機能 
（P3～14）, 成人⑫皮膚  1編 -1章  皮膚の構造と機能 （P11～22）, 疾病10眼  1章  眼の
構造と機能 （P123～137）, 成人⑫眼  1編 -1章  眼の構造と機能 （P235～249）

 e . 循環器系 解剖生理学  4章  血液循環のしくみ （P100～165）, 疾病2循環器  1章  循環器の構造と
機能 （P2～40）, 成人③循環器  1編 -1章  循環器の構造と機能 （P14～52）, 生物学  5章 -
① -B  血液の循環 （P117～120）

106-AM-11, 105-AM-27

 f . 血液、体液 解剖生理学  3章  体液と血液 （P66～96）, 生物学  5章 -① -A  内部環境としての体液 
（P116～117）

108-PM-9, 105-AM-28

 g . 免疫系 解剖生理学  12章 -Ⅰ  非特異的生体防御機構 （P514～519）, 12章 -Ⅱ  特異的生体防御機
構 （P519～529）, 生物学  5章 -① -D  血液によるからだの防衛 （P120～139）

104-AM-10

 h . 呼吸器系 解剖生理学  5章  呼吸のしくみ （P168～207）, 疾病1呼吸器  1章  構造と機能 （P2～
20）, 成人②呼吸器  1編 -1章  構造と機能 （P14～32）, 生物学  4章 -③ -A  肺によるガス
交換 （P87～92）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

10.  人体の構造と機能 A. 人体の基本的な構造
と正常な機能

 i . 消化器系 解剖生理学  7章  消化・吸収・代謝のしくみ （P236～284）, 疾病3消化器  1章  消化器
の構造と機能 （P2～26）, 成人⑤消化器  1編 -1章  消化器の構造と機能 （P12～36）, 生物
学  4章 -② -B  消化のみちすじ （P75～86）

108-AM-12, 107-AM-10, 11

 j . 栄養と代謝系 解剖生理学  7章 -Ⅴ  栄養素の消化と吸収・代謝 （P272～283）
 k . 泌尿器系 解剖生理学  6章  排尿・体液調節のしくみ （P210～234）, 疾病9腎・泌尿器  1章  腎・

泌尿器の構造と機能（P4～22）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -1章  腎・泌尿器の構造と機能 
（P14～32）

105-PM-10

 l . 体温調節 解剖生理学  12章 -Ⅲ  体温 （P529～534）, 生物学  5章 -③ -B-4  体温の恒常性 （P162～
163）

104-PM-11

 m. 内分泌系 解剖生理学  11章 -Ⅱ  内分泌とホルモン （P478～511） 105-AM-11, 26, 29

 n . 性と生殖器系 解剖生理学  13章 -Ⅰ  男と女 （P540～543）, 13章 -Ⅱ  生殖器 （P543～558）, 疾病9腎・
泌尿器  1章 -Ⅴ  男性生殖器の構造と機能 （P20～22）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -1章 -Ⅴ  
男性生殖器の構造と機能 （P30～32）, 疾病9女性生殖器  1章  女性生殖器の構造と機能 
（P244～273）, 成人⑩女性生殖器  1編 -1章  女性生殖器の構造と機能 （P18～47）, 生物
学  7章 -① -A  精子の形成 （P182～184）, ① -B  卵子の形成 （P184～187）

105-AM-30, 104-AM-5

 o . 妊娠・分娩・産褥の経
過

解剖生理学  13章 -Ⅲ  受精と胎児の成長 （P558～576）, 母性看護学②  3編 -1章 -Ⅰ-A  
妊娠の定義 （P10～11）, Ⅰ-B  妊娠のメカニズム （P11～16）, Ⅰ-C  胎児の成長・発達 
（P16～26）, Ⅰ-D  妊娠時の母体の変化 （P26～32）, 2章 -Ⅰ  分娩の生理 （P98～118）, 

3章 -I  産褥の経過 （P160～171）

108-AM-7, 8, 106-PM-6, 
105-AM-6, 104-AM-11

 p . 遺伝 栄養生化学  10章  遺伝子の生化学 （P167～183）, 生物学  9章  遺伝 （P209～259）

B. 人間の死  a . 死の三徴候 基礎看護学②  3編 -2章 -Ⅱ-A-2-1  心臓死と脳死 （P376） 107-PM-11

 b . 死亡判定 解剖生理学  10章 -Ⅲ-E-3  脳幹反射 （P460～461）, 基礎看護学②  3編 -2章 -Ⅱ-A-2-1  
心臓死と脳死 （P376）

108-AM-24

 c . 脳死 基礎看護学②  3編 -2章 -Ⅱ-A-2-1  心臓死と脳死 （P376）
 d . 死の受容 現代医療論  5章 -Ⅲ-D  死の告知と死の受容と医師の責務 （P254～256） 106-PM-12

11.   疾患と徴候 A. 主要な症状と徴候
105-AM-103

 a . 意識障害 基礎看護学④  4章 -Ⅳ  意識が障害されるということ （P168～180）, 5章 -Ⅱ-B-2-4  ●
ショック （P243）, 疾病4脳・神経  2章 -Ⅰ-A  意識障害 （P34～38）, 成人⑥脳・神経  1
編 -2章 -Ⅰ-A  意識障害 （P44～48）, 〈別巻〉機能障害④脳・神経  2章 -A  意識障害 （P34
～45）

106-AM-15, 104-PM-12

 b . ショック 病理学  6章 -⑤ -C  ショック （P72）, 疾病2循環器  1編 -2章 -Ⅴ  ショック （P50～52）, 
成人③循環器  1編 -2章 -Ⅴ  ショック （P62～64）, 2編 -2章 -E  ショック （P366～367）, 
〈別巻〉病態と診療  1章 -⑥ -C-2  ショック （P26～27）

105-PM-12

 c . 高体温、低体温 疾病7感染症  2章 -Ⅰ  発熱（P18）, 成人看護学⑨感染症  1編 -2章 -Ⅰ  発熱 （P26）, 2編
-2章 -A  発熱 （P148～149）, 〈別巻〉機能障害③体温  2章 -A  高体温 （発熱とうつ熱） 
（P24～29）, B  低体温 （P29～32）

104-PM-13

 d . 脱水 疾病9腎・泌尿器  2章 -Ⅰ-B  脱水 （P28～29）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -2章 -Ⅰ-B  脱水 
（P38～39）, 2編 -2章 -B  脱水 （P280～282）

 e . 黄疸 病理学  2編 -5章Ⅰ-A-2  黄疸 （P217～218）, 疾病3消化器  2章 -Ⅹ  黄疸 （P49～52）, 
成人⑤消化器  1編 -2章 -Ⅹ  黄疸 （P59～62）, 2編 -2章 -Ⅱ-A  黄疸 （P359～362）

 f . 頭痛 成人⑥脳・神経  1編 -2章 -V  頭痛 （P68～70）, 2編 -2章 -Ⅳ  頭痛 （P371～375） 104-AM-13
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

11.   疾患と徴候 A. 主要な症状と徴候  g . 咳嗽、喀痰 疾病1呼吸器  2章 -Ⅳ  咳嗽 （P38～41）, Ⅴ  喀痰 （P41～45）, 成人②呼吸器  1編 -2章 -
Ⅳ  咳嗽 （P50～53）, Ⅴ  喀痰 （P53）, 疾病10耳鼻咽喉  2章 -Ⅴ-D  咳嗽 （P311）, E  喀
痰 , 血痰 （P311～312）, 成人⑬耳鼻咽喉  1編 -2章 -Ⅳ-D  咳嗽 （P49）, Ⅳ-E  喀痰 , 血痰 
（P49～50）, 〈別巻〉機能障害①呼吸  2章 -B  咳嗽 （咳）・喀痰 （痰） （P52～59）

105-PM-13

 h . 吐血、喀血 疾病1呼吸器  2章 -Ⅵ  血痰・喀血 （P45～47）, 成人②呼吸器  1編 -2章 -Ⅵ  血痰・喀血 
（P57～59）, 疾病3消化器  2章 -Ⅵ  吐血・下血・血便 （P38～41）, 成人⑤消化器  1編 -2
章 -Ⅳ  吐血・下血・血便 （P48～51）, 2編 -2章 -Ⅰ-F  吐血・下血 （P349～352）, 〈別巻〉
機能障害①呼吸  2章 -C  血痰・喀血 （P59～64）, 〈別巻〉機能障害②消化・吸収  2章 -G  
吐血・下痢 （P69～72）

106-AM-12

 i . チアノーゼ 疾病1呼吸器  2章 -Ⅶ  チアノーゼ （P47～50）, 成人②呼吸器  1編 -2章 -Ⅶ  チアノーゼ 
（P59～62）, 疾病2循環器  2章 -Ⅷ  チアノーゼ （P55～56）, 成人③循環器  1編 -2章 -Ⅷ  
チアノーゼ （P67～68）, 2編 -2章 -F  チアノーゼ （P368～370）, 〈別巻〉機能障害①呼吸  
2章 -A-2-1  呼吸困難の程度の把握 （P41～42）

108-AM-13, 104-PM-14

 j . 呼吸困難 疾病1呼吸器  2章 -Ⅱ  呼吸困難 （P28～33）, 成人②呼吸器  1編 -2章 -Ⅱ  呼吸困難 （P40
～45）, 2編 -2章 -A  呼吸困難 （P304～312）, 疾病2循環器  2章 -Ⅱ  呼吸困難 （P43～
46）, 成人③循環器  1編 -2章 -Ⅱ  呼吸困難 （P55～58）, 2編 -2章 -B  呼吸困難 （P358～
362）, 〈別巻〉機能障害①呼吸  2章 -A  呼吸困難 （P39～52）

104-AM-14

 k . 胸痛 疾病1呼吸器  2章 -Ⅲ  胸痛 （P33～38）, 成人②呼吸器  1編 -2章 -Ⅲ  胸痛 （P45～50）, 
疾病2循環器  2章 -Ⅰ  胸痛 （P42～43）, 成人③循環器  1編 -2章 -Ⅰ-A  胸痛 （P54～
55）, 〈別巻〉機能障害①呼吸  2章 -D  胸痛 （P64～70）, 〈別巻〉機能障害①循環  2章 -A  
胸痛 （P182～187）

106-AM-13

 l . 不整脈 疾病2循環器  4章 -Ⅱ  不整脈 （P177～204）, 成人③循環器  1編 -4章 -Ⅱ  不整脈 （P189
～216）, 2編 -4章 -Ⅷ  不整脈患者の看護 （P447～450）, 〈別巻〉機能障害①循環  2章 -C  
不整脈 （P193～199）

108-PM-13, 105-AM-14, 
104-AM-12

 m. 腹痛、腹部膨満 疾病3消化器  2章 -Ⅳ  腹痛 （P33～36）, Ⅴ  腹部膨満 （P36～38）, 成人⑤消化器  1編 -2
章 -Ⅳ  腹痛 （P43～46）, Ⅴ  腹部膨満 （P46～48）, 2編 -2章 -Ⅰ-G  腹痛 （P352～356）, 
Ⅰ-H  腹部膨満 （P356～359）, 〈別巻〉機能障害②消化・吸収  2章 -H  腹痛 （P73～77）, I  
腹部膨満 （P77～80）

 n . 悪心、嘔吐 疾病3消化器  2章 -Ⅲ  悪心・嘔吐 （P31～33）, 成人⑤消化器  1編 -2章 -Ⅲ  悪心・嘔吐 
（P41～43）, 2編 -2章 -Ⅰ-C  悪心・嘔吐 （P338～341）, 〈別巻〉機能障害②消化・吸収  2
章 -C  嘔吐 （P53～56）

108-AM-18, 107-AM-12

 o . 下痢 疾病3消化器  2章 -Ⅶ  下痢 （P42～44）, 成人⑤消化器  1編 -2章 -Ⅶ  下痢 （P52～54）, 
2編 -2章 -Ⅰ-D  下痢 （P341～345）, Ⅰ-F  吐血・下血 （P349～352）

107-PM-12

 p . 便秘 疾病3消化器  2章 -Ⅷ  便秘 （P45～48）, 成人⑤消化器  1編 -2章 -Ⅷ  便秘 （P55～58）, 
2編 -2章 -Ⅰ-E  便秘 （P345～349）, 〈別巻〉機能障害②消化・吸収  2章 -F  便秘 （便の排
出障害） （P64～68）

 q . 下血 疾病3消化器  2章 -Ⅵ  吐血・下血・血便 （P38～41）, 成人⑤消化器  1編 -2章 -Ⅵ  吐血・
下血・血便 （P48～51）, 2編 -2章 -Ⅰ-F  吐血・下血 （P349～352）, 〈別巻〉機能障害②消
化・吸収  2章 -G  吐血・下血 （P69～72）

108-AM-14, 106-PM-13

 r . 乏尿、無尿、頻尿、多
尿

解剖生理学  8章 -Ⅱ-D-1  尿の一般的性質 （P248～251）, 疾病9腎・泌尿器  2章 -Ⅱ-A-
1, 2  頻尿 , 夜間頻尿 （P44）, Ⅱ-D-1  無尿 （P48～49）, Ⅲ-A-1, 2, 3  乏尿 , 多尿 , 夜間多
尿 , 成人⑦腎・泌尿器  1編 -2章 -Ⅱ-A-1, 2  頻尿 , 夜間頻尿 , （P54）, Ⅱ-D-1  無尿 （P58
～59）, Ⅲ-A-1, 2, 3  乏尿 , 多尿 , 夜間多尿 , 2編 -2章 -Ⅳ-2-5  頻尿や尿意切迫感による転
倒・転落予防 , 尿失禁の予防のための援助 （P292）

106-PM-14
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

11.   疾患と徴候 A. 主要な症状と徴候  s . 浮腫 病理学  1編 -6章 -Ⅴ-B  浮腫 （P76～77）, 疾病2循環器  2章 -Ⅶ  浮腫 （P54～55）, 成人
③循環器  1編 -2章 -Ⅶ  浮腫 （P66～67）, 2編 -2章 -D  浮腫 （P364～366）, 疾病9腎・
泌尿器  2章 -1-A  浮腫 （P26～28）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -2章 -Ⅰ-A  浮腫 （P36～
38）, 〈別巻〉機能障害①循環  2章 -F  浮腫 （P208～211）

108-PM-14, 105-PM-14

 t . 貧血 病理学  2編 -2章 -Ⅰ-B-1  貧血 （P180～183）, 疾病5血液・造血器  2章 -A  貧血 （P28
～31）, 成人④血液・造血器  1編 -2章 -A  貧血 （P42～45）, 2編 -2章 -Ⅰ  貧血 （P228～
234）

105-PM-15, 104-PM-15

 u . 睡眠障害 疾病4脳・神経  2章 -Ⅺ  睡眠障害 （P85～86）, 成人⑥脳・神経  1編 -2章 -Ⅻ  睡眠障害 
（P95～96）

 v . 感覚過敏・鈍麻 疾病4脳・神経  2章 -Ⅹ  感覚異常 （P86～92）, 成人⑥脳・神経  1編 -2章 -X  感覚異常 
（P86～92）

107-AM-13

 w. 運動麻痺 疾病4脳・神経  2章 -Ⅲ-A  運動麻痺 （P46～48）, 成人⑥脳・神経  1編 -2章 -Ⅳ-A  運動
麻痺 （P46～48）, 〈別巻〉機能障害④脳・神経  2章 -B  運動麻痺 （P45～53）

 x . けいれん 疾病4脳・神経  2章 -Ⅲ-C  痙攣 （P49）, 成人⑥脳・神経  1編 -2章 -Ⅲ-C  痙攣 （P59）
 y . 気分〈感情〉障害 基礎看護学④  4章 -Ⅶ-D-2-2  気分障害 （P190～195）, 小児看護学②  7章 -ⅩⅤ-B  気分

障害：うつ病 （P605～606）, 精神看護学②  3章 -Ⅱ-D  抑うつ障害群 （P83～91）
107-PM-13

B. 主要な疾患による健
康障害と基本的な回
復過程

 a . 生活習慣病 成人①成人概論  5章 -Ⅰ-3  生活習慣病の予防と早期発見・治療・合併症予防 （P235～
237）

104-AM-15

 b . がん 成人①成人概論  5章 -Ⅷ-A-1  がんという疾患の理解 （P326～327） 107-AM-14

 c . 感染症 基礎看護学②  2編 -4章 -Ⅰ  感染と感染予防策の基礎知識 （P240～247） 108-AM-15, 107-PM-14, 
106-AM-2, 106-PM-16, 
106-PM-22, 105-PM-20

 d . 精神疾患 基礎看護学④  4章 -Ⅶ  精神が障害されるということ （P180～196）
 e . 小児の疾患 病理学  2編 -14章  小児の疾患 （P330～336）
 f . 高齢者の疾患 老年看護学①  1章 -Ⅳ-C  老化と老年病 （P26～29）

C. 基本的な臨床検査値
の評価

 a . 血液学検査 〈別巻〉臨床検査  4章 -1  血液検査 （P48～72） 108-AM-22, 107-AM-15

 b . 血液生化学検査 疾病5血液・造血器  3章 -Ⅱ  血液・造血器疾患の主な検査 （P48～64）, 成人④血液・造
血器  1編 -3章 -Ⅱ  血液・造血器疾患の主な検査 （P62～78）, 疾病2循環器  4章 -Ⅰ-D-1  
血液生化学検査 （P169～171）, 成人③循環器  1編 4章 -Ⅰ-⑤ -1）  血液生化学検査 
（P181~183）

108-PM-25

 c . 免疫血清学検査 〈別巻〉臨床検査  4章 -1  血液検査 （P48～72）
 d . 尿検査 〈別巻〉臨床検査  3章 -1  尿検査 （P24～37）, 11章 -6-B  尿検査 （P260～261）

12.  薬物の作用とその
管理

A. 主な薬物の作用と副
作用（有害事象）
108-PM-16, 
106-AM-16

 a . 抗感染症薬 薬理学  2編8章 -Ⅰ-B  化学療法とは （P178～179）, Ⅳ  抗ウイルス薬 （P189～190）
 b . 抗癌薬 薬理学  2編 -9章  抗腫瘍薬 （抗がん剤） （P198～213） 108-AM-8, 104-PM-16

 c . 強心薬、抗不整脈薬 薬理学  2編 -3章 -Ⅳ  抗不整脈薬 （P108～110）, Ⅵ  強心薬 （P112～115）, 疾病2循環
器  3章 -Ⅲ-A-1  カルシウム拮抗薬 （P93～94）, A-6  強心薬・昇圧薬 （P100～101）, 
A-9  抗不整脈薬 （P103）, 成人③循環器  1編 -3章 -Ⅲ-A-1  カルシウム拮抗薬 （P105～
106）, A-6  強心薬・昇圧薬 （P112～113）, A-9  抗不整脈薬 （P115）

108-PM-15, 107-PM-21

 d . 狭心症治療薬 薬理学  2編 -3章 -Ⅴ  抗狭心症薬 （P110～112）, 疾病2循環器  3章 -Ⅲ-A-2  硝酸葉 （P94
～95）, 成人③循環器  1編 -3章 -Ⅲ-A-2  硝酸薬 （P106～107）

106-PM-77

 e . 抗血栓薬 疾病2循環器  1編 -3章 -Ⅲ-A-7  抗血小板薬 , 抗凝固薬 , 血栓溶解薬 （P101～103）, 成人
③循環器  1編 -3章 -Ⅲ-A-7  抗血小板薬 , 抗凝固薬 , 血栓溶解薬 （P113～115）
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12.  薬物の作用とその
管理

A. 主な薬物の作用と副
作用（有害事象）

108-PM-16, 
106-AM-16

 f . 降圧薬、昇圧薬 薬理学  2編 -3章 -Ⅲ  降圧薬 （P101～107）, 疾病2循環器  1編 -3章 -Ⅲ-A-6  強心薬・昇
圧薬 （P100～101）, A-10  合剤 （P103～104）, 4章 -Ⅸ-D-3-②  降圧薬治療 （P288～
291）, 成人③循環器  1編 -3章 -Ⅲ-A-6  強心薬・昇圧薬 （P112～113）, A-10  合剤 
（P115～116）, 4章 -Ⅸ-D-3-②  降圧薬治療 （P300～303）

107-PM-15, 105-PM-17

 g . 利尿薬 薬理学  2編 -3章 -Ⅶ  利尿薬 （P109）, 疾病2循環器  3章 -Ⅲ-A-4  利尿薬 （P97～99）, 
A-8  心房性ナトリウム利尿ペプチド （ANP）製剤 （P103）, 成人③循環器  1編 -3章 -Ⅲ
-A-4  利尿薬 （P109～111）, A-8  心房性ナトリウム利尿ペプチド （ANP）製剤 （P115）

 h . 消化性潰瘍治療薬 薬理学  2編 -6章 -Ⅰ  消化性潰瘍治療薬 （P144～147）
 i . 下剤 薬理学  2編 -6章 -Ⅳ-A  下剤 （P149） 107-AM-16

 j . 抗アレルギー薬 薬理学  2編 -11章 -Ⅰ-D  抗アレルギー薬 （P231～234）
 k . 副腎皮質ステロイド薬 薬理学  2編 -10章 -D  副腎皮質ステロイド （ステロイド性抗炎症薬） （P219～221） 108-AM-25, 105-AM-17

 l . 糖尿病治療薬 薬理学  2編 -7章 -Ⅵ  糖尿病治療薬 （P165～170） 104-AM-16

 m. 中枢神経作用薬 薬理学  2編 -2章  中枢神経系作用薬 （P68～96）
 n . 麻薬 薬理学  2編 -2章 -Ⅳ-A  強力鎮痛薬 （オピオイド鎮痛薬） （P77～79） 107-PM-20

 o . 消炎鎮痛薬 薬理学  2編 -10章  抗炎症薬・解熱鎮痛薬 （P216～225）

B. 薬物の管理  a . 禁忌 薬理学  1編 -2章 -Ⅲ  薬物の相互作用 （P40～42）, 成人③循環器  2編 -3章 -Ⅱ-A-1-②  
内服管理において注意すべきこと （P388）

107-PM-16

 b . 保存方法 薬理学  1編 -序章 -C  薬物治療における看護師の役割 （P6～7）, 1章 -F  薬と法律 （P20
～22）

107-AM-17, 106-AM-17, 
104-AM-17

 c . 薬理効果に影響する要
因

薬理学  1編 -2章 -Ⅰ-C  分布・代謝・排泄 （P28～30）, Ⅳ  小児・妊婦・授乳婦・高齢者
の薬物療法 （P42～48）, 成人③循環器  2編 -3章 -Ⅱ-A-1-②  内服管理において注意すべ
きこと （P388）

目標Ⅳ 	  看護技術に関する基本的な知識を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

13.  看護における基本
技術

A. コミュニケーション  a . 言語的コミュニケーショ
ン

基礎看護学①  5編 -Ⅳ-C-1  言語的コミュニケーション （P172～174）, 基礎看護学②  2
編 -2章 -Ⅴ-C-1  言語的コミュニケーション （P180～181）

 b . 非言語的コミュニケー
ション

基礎看護学①  5編 -Ⅳ-C-2  非言語的コミュニケーション （P174～175）, 基礎看護学②  
2編 -2章 -Ⅴ-C-2  非言語的コミュニケーション （P181～182）

 c . 面接技法 基礎看護学①  5編 -Ⅳ-C  コミュニケーション技法 （P175～177）, 基礎看護学②  1編 -2
章 -Ⅰ-A-3-1  面談による健康に関する反応・行動の観察 （P35～36）, 2編 -2章 -Ⅶ  医療
における信頼関係とコミュニケーション （P190～200）

107-AM-18

B. 看護過程
108-PM-17

 a . 情報収集、 
アセスメント

基礎看護学①  5章 -Ⅱ-C-1  アセスメント （P151～156）, 基礎看護学②  1編 -2章 -Ⅰ  ア
セスメント （P30～41）, 〈別巻〉患者への適用  1章 -③ -A-3  情報収集の方法 （P11～13）

 b . 計画立案 基礎看護学①  5章 -Ⅱ-C-3  看護計画 （P160～163）, 基礎看護学②  1編 -2章 -Ⅲ  計画 
（P43～47）

 c . 実施 基礎看護学①  5章 -Ⅱ-C-4  実施 （P163～165）, 基礎看護学②  1編 -2章 -Ⅳ  実施 （P47
～49）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

13.  看護における基本
技術

B. 看護過程
108-PM-17

 d . 評価 基礎看護学①  5章 -Ⅱ-C-5  評価 （P165～166）, 基礎看護学②  1編 -2章 -V  評価 （P49
～51）

 e . 記録方式 基礎看護学①  5章 -Ⅱ-C-4-1-②  看護記録の書きかたを統一する （P163～164）, 基礎看
護学②  1編 -3章  看護記録 （P69～90）

C. フィジカルアセスメ
ント

 a . バイタルサインの測定 基礎看護学②  2編 -1章 -Ⅱ-C-1  体温のアセスメント （P101～109）, 2  脈拍のアセスメント 
（P109～110）, 3  血圧のアセスメント （P111～120）, 4  呼吸のアセスメント （P120～123）

108-AM-17, 105-AM-39, 
104-PM-19

 b . 意識レベルの評価 基礎看護学②  2編 -1章 -Ⅱ-C-5  意識状態のアセスメント （P121～122）, 基礎看護学④  
4章 -Ⅵ-A-2  意識障害の分類 （P169～171）

108-PM-12, 106-PM-18

 c . 呼吸音聴取 基礎看護学②  2編 -1章 -Ⅲ-B  呼吸器系のアセスメント （P136） 107-AM-19

 d . 腸蠕動音聴取 基礎看護学②  2編 -1章 -Ⅲ-D  腹部・消化器系のアセスメント （P142～144）
 e . 運動機能の観察 基礎看護学②  2編 -1章 -Ⅱ-D-2  運動機能 （P125～131）, 基礎看護学③  4編 -4章 -Ⅱ-B-

3  ADL評価 （P114）, 〈別巻〉機能障害⑤運動  3章 -① -B-2  脊柱の関節可動域 （ROM）テ
スト （P99～101）, ① -C-6  下肢の関節可動域 （ROM）テスト （P108）, ① -C-7  下肢の徒
手筋力テスト （MMT） （P108）

104-AM-18

14.  日常生活援助技術 A. 食事  a . 食事の環境整備、 
食事介助

基礎看護学③  4編 -2章 -Ⅱ  食事・栄養摂取のアセスメント （P25～32）, Ⅲ-B  経口摂取
できる患者の食事介助 （P34～37）

106-AM-18

 b . 誤嚥の予防 基礎看護学③  4編 -2章 -Ⅱ  食事・栄養摂取のアセスメント （P25～32） 107-PM-17

B. 排泄  a . 床上排泄 基礎看護学③  4編 -3章 -Ⅲ-C  差し込み便器を使用したベッド上での排便の援助 （P68～
71）, D  尿器を使用したベッド上での排尿の援助 （P71～73）, E  おむつ交換 （P73～75）

105-PM-38

 b . 導尿 基礎看護学③  4編 -3章 -Ⅵ-D  一時的導尿 （P99～103）, Ⅵ-E  持続的導尿 （留置力テーテ
ル法） （P103～105）

107-PM-18, 104-PM-20

 c . 浣腸 基礎看護学③  4編 -3章 -Ⅵ-A  浣腸 （P86～91） 108-PM-18, 106-PM-19

 d . 摘便 基礎看護学③  4編 -3章 -Ⅵ-B  摘便 （P91～92）
 e . 失禁のケア 基礎看護学③  4編 -3章 -Ⅳ-C  便失禁 （P81～83）, Ⅴ-A  頻尿と尿失禁 （P83～85） 105-AM-18

C. 活動と休息  a . 体位、体位変換 基礎看護学②  2編 -6章 -Ⅱ  安楽な体位の保持 （P328～334）, Ⅲ  ボディメカニクスの基
本 （P334～342）, 基礎看護学③  4編 -4章 -Ⅳ-A  体位変換 （P118～130）

106-PM-20

 b . 運動 成人③循環器  1編 -3章 -Ⅲ-H  心臓リハビリテーション （P165～167）, 2編 -3章 -Ⅱ-G  
心臓リハビリテーション （P385～387）

 c . 移動、移送 基礎看護学③  4編 -4章 -Ⅳ-B  車椅子・ストレッチャーでの移動の援助 （P130～138）, 
Ⅳ-C  座位保持・起立動作の援助 （P138～140）, Ⅳ-D  歩行の援助 （P140～142）

107-AM-20, 105-AM-41

 d . ボディメカニクス 基礎看護学②  2編 -6章 -Ⅲ  ボディメカニクスの基本 （P334～342） 108-AM-19, 104-AM-20

 e . 廃用症候群の予防 基礎看護学③  4編 -4章 -Ⅲ  運動機能の維持・回復のための援助 （P115～118）
 f . 睡眠 基礎看護学③  4編 -4章 -Ⅵ  睡眠の援助 （P143～147）

D. 清潔  a . 入浴 基礎看護学③  4編 -5章 -Ⅱ-入浴 （P155～160）
 b . 清拭 基礎看護学③  4編 -5章 -Ⅵ  全身清拭 （P168～173） 105-PM-19

 c . 口腔ケア 基礎看護学③  4編 -5章 -Ⅷ  口腔ケア （P177～181） 105-AM-19

 d . 洗髪 基礎看護学③  4編 -5章 -Ⅶ  洗髪 （P174～177） 105-PM-18

 e . 部分浴 基礎看護学③  4編 -5章 -Ⅲ  手浴 （P160～163）, Ⅳ  足浴 （P163～166）
 f . 陰部洗浄 基礎看護学③  4編 -5章 -Ⅴ  陰部洗浄 （P166～168）



必
修
問
題

13

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

14.  日常生活援助技術 D. 清潔  g . 整容 基礎看護学③  4編 -5章 -Ⅸ  整容 （P181～182）
 h . 寝衣交換 基礎看護学③  4編 -5章 -X-B  寝衣交換 （P184～189） 108-PM-19

15.  患者の安全・安楽を
守る看護技術

A. 療養環境  a . 病室環境 基礎看護学③  4編 -1章 -Ⅰ  環境の諸要素とその調整 （P2～9）, Ⅱ-A  病室の環境調整 
（P9～10）, Ⅱ-B  色彩と備品の調和 （P10）

108-AM-20, 105-AM-20

 b . 共有スペース 基礎看護学③  4編 -1章 -Ⅰ-A-1  共有スペース （P2～3）
 c . 居住スペース 基礎看護学③  4編 -1章 -Ⅰ-A-2  居住スペース （P3～6）

B. 医療安全対策
106-AM-10

 a . 転倒・転落の防止 基礎看護学②  2編 -5章 -Ⅲ-D  転倒・転落防止 （P312～314）, Ⅲ-E  療養環境における危
険防止 （P314～315）, 統合と実践①医療安全  2章 -Ⅱ-K  転倒・転落の事故防止対策 
（P219～224）

108-PM-20

 b . 誤薬の防止 基礎看護学②  2編 -5章 -Ⅲ-B  誤薬防止 （P304～308）, 基礎看護学③  5編 -3章 -Ⅰ-B  薬
物療法における看護師の役割 （P284～285）, C  薬物療法を受ける患者の援助 （P285～
287）, 統合と実践①医療安全  2章 -Ⅱ-B  与薬 （内服薬 , 注射・点滴）に関するインシデン
トと事故防止 （P186～191）

104-PM-9

 c . 患者誤認の防止 基礎看護学②  2編 -5章 -Ⅲ-A  患者の誤認防止 （P302～304）, 統合と実践①医療安全  2
章 -Ⅱ-A  患者確認におけるインシデント （患者誤認）と事故防止対策 （P180～185）

106-PM-7

 d . 誤嚥・窒息の防止 統合と実践①医療安全  2章 -Ⅱ-N-3  誤燕・窒息 （P229）
 e . 情報伝達と共有・管理 統合と実践①マネジメント  1編 -1章 -Ⅱ  情報の発生・伝達・管理 （P9～16）, 2章 -Ⅲ-C  

情報の伝達・共有の方法 （P41～45）, 2編 -5章 -Ⅰ  複数患者を受け持つための情報収集・
管理 （P82～89）

C. 感染防止対策  a . 標準予防策〈スタンダー
ドプリコーション〉

基礎看護学②  2編 -4章 -Ⅰ-2  感染予防策の基礎知識 （P242～247）, 統合と実践①医療安
全  2章 -Ⅲ-C  標準予防策と感染経路別予防策 （P231～232）

107-PM-19, 106-PM-15

 b . 手洗い（手洗いの方法） 基礎看護学②  2編 -4章 -Ⅳ-A  手洗い （P261～267）
 c . 無菌操作 基礎看護学②  2編 -4章 -Ⅳ-C  滅菌物の取り扱い （P274～280）
 d . 滅菌と消毒 基礎看護学②  2編 -4章 -Ⅲ  感染源への対策 （P250～260） 106-AM-21

 e . 針刺し・切創の防止 基礎看護学②  2編 -4章 -Ⅳ-E  針刺し・切創・血液曝露事故防止 （P288～290） 105-AM-40

 f . 感染性廃棄物の取り扱い 基礎看護学②  2編 -4章 -Ⅳ-D-2  感染性廃棄物の取り扱い （P282～287） 108-AM-21

16.  診療に伴う看護技術 A. 栄養補給  a . 経管・経腸栄養法 基礎看護学③  4編 -2章 -Ⅳ  経腸栄養 （経管栄養） （P38～49） 107-AM-21, 105-PM-21, 
104-PM-22

 b . 経静脈栄養法 基礎看護学③  4編 -2章 -Ⅴ  中心静脈栄養 （P49～53）, Ⅵ  末梢静脈栄養 （P53～56）

B. 薬物療法  a . 与薬方法 基礎看護学③  5編 -3章  与薬・輸血の技術 （P277～347）, 統合と実践①医療安全  2章 -
Ⅱ-B  与薬 （内服薬 , 注射・点滴）に関するインシデントと事故防止対策 （P186～191）

107-AM-22, 105-AM-22, 
105-PM-22, 104-AM-21

 b . 薬効・副作用（有害事
象）の観察

基礎看護学③  5編 -3章 -Ⅰ-A-2  薬物の体内動態 （P279～280）, 3  薬物の作用 （P280～
281）

104-AM-22

C. 輸液・輸血管理  a . 刺入部位の観察 基礎看護学②  2編 -5章 -Ⅲ-C-4  点滴漏れの要因と対策 （P310～311）, 基礎看護学③  5
編 -3章 -Ⅳ-F  点滴静脈内注射 （P328～334）

105-AM-21

 b . 輸液ポンプ、 
シリンジポンプ

基礎看護学③  5編 -3章 -Ⅳ-G  輸液ポンプの操作 （P334～336）, 基礎看護学④  6章 -Ⅴ
-9  輸血ポンプ （P351～352）, 成人③循環器  2編 -3章 -Ⅱ-A-1-1）  輸液管理において注
意すべきこと （P363）

104-PM-23
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

16.  診療に伴う看護技術 C. 輸液・輸血管理  c . 点滴静脈内注射 基礎看護学③  5編 -3章 -Ⅳ-F  点滴静脈内注射 （P328～334） 108-PM-21, 106-AM-22, 
106-PM-17

 d . 輸血 解剖生理学  2章 -Ⅳ-A-3  血液型と輸血 （P46～48）, 現代医療論  3章 -Ⅲ-A-2-3-3）  輸液
と輸血 （P134）, 基礎看護学③  5編 -3章  与薬・輸血の技術 （P277～347）

D. 採血  a . 刺部位 基礎看護学③  5編 -4章 -Ⅲ-A  血液検査 （P356～363）
 b . 採血方法 基礎看護学③  5編 -4章 -Ⅲ-A-2  採血の方法 （P356～363） 107-PM-22, 104-AM-23

E. 罨法  a . 罨法の種類と適応 基礎看護学③  5編 -1章 -Ⅷ-A  体温管理・保温の基礎知識 （P242～243）
 b . 温罨法 基礎看護学③  5編 -1章 -Ⅷ-C  温庵法 （P246～247） 108-PM-23, 105-PM-23

 c . 冷罨法 基礎看護学③  5編 -1章 -Ⅷ-B  冷庵法 （P243～245） 106-PM-23

F. 呼吸管理  a . 酸素療法の原則 基礎看護学③  5編 -1章 -Ⅳ  酸素吸入療法 （P211～218）, 疾病1呼吸器  3章 -Ⅲ-C  酸素
療法 （P117～122）, 成人②呼吸器  1編 -3章 -Ⅲ-C  酸素療法 （P129～134）

 b . 酸素ボンベ 基礎看護学③  5編 -1章 -Ⅳ  酸素吸入療法 （P211～218） 107-AM-23

 c . 酸素流量計 基礎看護学③  5編 -1章 -Ⅳ  酸素吸入療法 （P211～218） 105-AM-24, 104-PM-24

 d . 鼻腔カニューラ 基礎看護学③  5編 -1章 -Ⅳ-B  酸素吸入療法の方法 （P214～218）, 基礎看護学④  4章 -Ⅱ
-D-1-3-3）酸素療法 （P129～130）

 e . 酸素マスク 基礎看護学③  5編 -1章 -Ⅳ  酸素吸入療法 （P211～218）, Ⅵ-A-2  非侵襲的陽圧換気療法 
（P223～226）, 基礎看護学④  4章 -Ⅱ-D-1-3-3）酸素療法 （P129～130）

 f . ネブライザー 基礎看護学③  5編 -3章 -Ⅲ-E  吸入法 （P301～305）, 成人②呼吸器  1編 -3章 -Ⅲ-B-2-1）  
ネブライザー （P120）

 g . 口腔内・鼻腔内吸引 基礎看護学③  5編 -1章 -Ⅲ-B-3  口腔や鼻腔から行う一時的吸引の方法 （P203～208） 105-PM-24

 h . 気管内吸引 基礎看護学③  5編 -1章 -Ⅲ-B-4  気管切開・気管挿管している患者に行う一時的吸引の方
法 （P208～211）

106-AM-23

 i . 体位ドレナージ 基礎看護学③  5編 -1章 -Ⅲ-A  体位ドレナージ・スクイージング・ほか （P201～202） 107-PM-23, 104-AM-24

G. 救命救急処置
108-AM-5

 a . 気道の確保 基礎看護学③  5編 -5章 -Ⅱ-B-2  一次救命処置の方法 （P400～407）, 成人②呼吸器  1編
-3章 -Ⅲ-D-2  気道確保法 （P130～131）

 b . 人工呼吸 基礎看護学③  5編 -5章 -Ⅱ-B-2  一次救命処置の方法 （P400～407）
 c . 胸骨圧迫 基礎看護学③  5編 -5章 -Ⅱ-B-2  一次救命処置の方法 （P400～407）
 d . 直流除細動器 基礎看護学④  6章 -Ⅴ-7  除細動器 （P349～350） 104-PM-25

 e . 自動体外式除細動器
〈AED〉

基礎看護学③  5編 -5章 -Ⅱ-B-2  一次救命処置の方法 （P400～407）

 f . 止血法 基礎看護学③  5編 -5章 -Ⅲ  止血法 （P407～411）
 g . 体温管理 基礎看護学③  5編 -1章 -Ⅷ  体温管理・保温の援助 （P242～247）
 h . トリアージ 統合と実践②災害看護学  4章 -Ⅳ-A  トリアージ （P150～151）, Ⅴ  トリアージ （P152～

163）
108-PM-22, 106-AM-25

H. 皮膚・創傷の管理  a . 包帯法 基礎看護学③  5編 -2章 -Ⅲ-B  包帯 （P257～264） 106-AM-24

 b . 創傷管理 基礎看護学③  5編 -2章 -Ⅰ  創傷管理の基礎知識 （P252～254）, Ⅱ  創傷の観察 （P255）, 
Ⅲ  創傷の処置 （P256～267）

108-AM-23 

 c . 褥瘡の予防・処置 基礎看護学③  5編 -2章 -Ⅳ  褥瘡の予防 （P267～274） 107-PM-24
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人体の構造と機能

目標Ⅰ 	  正常な人体の構造と機能について基本的な理解を問う。

目標Ⅱ 	  フィジカルアセスメントおよび日常生活の営みを支える看護に必要な人体の構造と機能について基本的な理解を問う。

目標Ⅲ 	  疾病の成り立ちを知る前提となる人体の構造と機能について基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

1.  細胞と組織 A. 細胞の構造  a . 細胞膜と細胞質 解剖生理学  2章 -Ⅱ-A-2  細胞の基本構造 （P17～18）, 栄養生化学  1章 -Ⅰ  細胞の構造
と栄養生化学 （P8～13）, 生物学  1章 -①  細胞の構造と機能 （P2～6）

 b . 核 解剖生理学  2章 -Ⅱ-A-3  核 （P18～19）
 c . 細胞小器官と細胞骨格 解剖生理学  2章 -Ⅱ-A-4  細胞小器官 （P19～20）, 5  細胞骨格 （P20） 104-AM-77

B. 遺伝子と遺伝情報  a . ゲノムと遺伝子 解剖生理学  2章 -Ⅱ-B  遺伝と遺伝情報 （P21～26）, 生物学  1章 -② -C  染色体 （P10～
13）, 9章 -①  遺伝 （P210～259）

 b . タンパク合成 解剖生理学  2章 -Ⅱ-B-4  たんぱく質合成 （P25～26）

C. 細胞分裂  a . 染色体の複製と有糸分
裂

解剖生理学  2章 -Ⅱ-B-3  細胞の分裂と分化 （P23～25）

 b . 減数分裂 解剖生理学  13章 -Ⅰ-A  生殖細胞の分化と減数分裂 （P540～542）

D. 組織  a . 上皮組織 解剖生理学  2章 -Ⅲ-A  上皮組織 （P33～38）, 生物学  2章 -①  組織 （P17～23） 106-AM-26

 b . 支持組織 解剖生理学  2章 -Ⅲ-B  支持組織 （P38～43）
 c . 筋組織 解剖生理学  2章 -Ⅲ-C  筋組織 （P43～46）, 栄養生化学  1章 -Ⅱ-A  筋組織 （P13）, 病理

学  2編 -11章 -Ⅳ-A  病態理解のための基礎知識 （P308～309）, 疾病8運動器  1章 -Ⅲ  
筋肉 （P14～16）, 成人⑪運動器  1編 -1章 -Ⅲ  筋肉 （P24～26）

 d . 神経組織 解剖生理学  2章 -Ⅲ-D  神経組織 （P46～49）

E. 細胞内情報伝達  a . イオンチャネル型受容
体

解剖生理学  2章 -Ⅱ-C-1  細胞膜を介する物質輸送と情報伝達 （P27～29）

 b . 代謝調節型受容体 解剖生理学  2章 -Ⅱ-C-1  細胞膜を介する物質輸送と情報伝達 （P27～29）

2.  生体リズムと内部環
境の恒常性

A. 生体リズム  a . 概日リズム〈サーカディ
アンリズム〉

解剖生理学  12章 -Ⅳ-B  概日リズムと体内時計 （P534～535）

 b . 体内時計 解剖生理学  12章 -Ⅳ-B  概日リズムと体内時計 （P534～535）

B. 内部環境の恒常性
106-PM-73

 a . 細胞外液 解剖生理学  3章 -Ⅰ-B-2  体液の区分と組成 （P67～69）
 b . 恒常性維持機構 解剖生理学  3章 -Ⅰ-E  体液の恒常性維持機構 （P74～76）, 12章  恒常性維持のしくみ 

（P514～537）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

3.  神経系 A. 神経細胞と神経組織  a . 神経細胞と情報伝達 解剖生理学  10章 -Ⅰ  神経組織 （P410～416）, 栄養生化学  1章 -Ⅱ-D  脳と神経 （P16～
18）, 病理学  2編 -10章 -Ⅰ-2  神経組織の構成細胞 （P288～289）, 疾病4脳・神経  1章
-Ⅱ  神経組織の構造と機能 （P3～6）, 成人⑥脳・神経  1編 -1章 -Ⅱ  神経組織の構造と機
能 （P13～16）

 b . 神経膠細胞 解剖生理学  2章 -Ⅲ-D-2  神経膠組織 （P47～48）, 疾病4脳・神経  1章 -Ⅱ-A-2  支持細
胞 （P4～5）, 成人⑥脳・神経  1編 -1章 -Ⅱ-A-2  支持細胞 （P14～15）

B. 中枢神経系の構造と
機能

 a . 大脳 解剖生理学  10章 -Ⅲ-B-3  中枢神経系の区分 （P436～438）, 10章 -Ⅲ-D-5  大脳の構造と
機能 （P453～458）, 疾病4脳・神経  1章 -Ⅲ-A-1  大脳半球 （P6～9）, 成人⑥脳・神経  
1編 -1章 -Ⅲ-A-1  大脳半球 （P16～19）, 生物学  5章 -② -A-1  脳の働き （P140～143）

108-PM-26, 107-AM-72

 b . 視床、視床下部 解剖生理学  10章 -Ⅲ-D-4  間脳 （視床と視床下部）の構造と機能 （P450～453）, 疾病4
脳・神経  1章 -Ⅲ-A-2  間脳 （P9）, 成人⑥脳・神経  1編 -1章 -Ⅲ-A-2  間脳 （P19）, 生物
学  5章 -② -A-1- （2）  間脳 （P142）

 c . 中脳、橋、延髄 解剖生理学  10章 -Ⅲ-D-2  脳幹の構造と機能 （P445～448）, 疾病4脳・神経  1章 -Ⅲ-A-
4  脳幹 （P10）, 成人⑥脳・神経  1編 -1章 -Ⅲ-A-4  脳幹 （P20）, 生物学  5章 -② -A-1- （3）  
中脳 （P142）, A-1- （5）  延髄 （P143）

 d . 小脳 解剖生理学  10章 -Ⅲ-D-3  小脳の構造と機能 （P448～450）, 疾病4脳・神経  1章 -Ⅲ-A-
3  小脳 （P9～10）, 成人⑥脳・神経  1編 -1章 -Ⅲ-A-3  小脳 （P19～20）, 生物学  5章 -
② -A-1-4  小脳 （P142～143）

104-PM-81

 e . 脊髄 解剖生理学  10章 -Ⅲ-D-1  脊髄の構造と機能 （P441～445）, 疾病4脳・神経  1章 -Ⅲ-A-
5  脊髄 （P11）, 成人⑥脳・神経  1編 -1章 -Ⅲ-A-5  脊髄 （P21）, 生物学  5章 -② -A-2  脊
髄の働き （P143～144）

 f . 姿勢反射 解剖生理学  9章 -Ⅳ-C-3  前庭系の調節機能 （P402）, 疾病4脳・神経  1章 -Ⅲ-B-2  脊髄
神経系 （P26～28）, 成人⑥脳・神経  1編 -1章 -Ⅲ-B-2  脊髄神経系 （P26～28）

105-AM-81

 g . 髄膜と脳室 解剖生理学  10章 -Ⅲ-C  髄膜と脳室 （P438～440）
 h . 脳脊髄液の循環 解剖生理学  10章 -Ⅲ-C  髄膜と脳室 （P438～440）, 疾病4脳・神経  1章 -Ⅳ-B-2-3  脳脊

髄液の循環 （P30）, 成人⑥脳・神経  1編 -1章 -Ⅳ-B-2-3  脳脊髄液の循環 （P40）
 i . 感覚と運動の伝導路 解剖生理学  10章 -Ⅳ  感覚系の伝導路 （P466～468）, 10章 -Ⅴ  運動系の伝導路 （P469

～471）, 疾病10眼  1章 -Ⅰ-B  視神経 , 視路 （P128～129）, 成人⑫眼  1編 -1章 -Ⅰ-B  
視神経 , 視路 （P240～241）, 生物学  6章 -② -A-1  眼の構造 （P168～169）

 j . 覚醒と睡眠 解剖生理学  12章 -Ⅳ-C  睡眠と覚醒 （P535～537）

C. 神経系の構造と機能
108-PM-82

 a . 脳神経 解剖生理学  10章 -Ⅱ-B  脳神経 （P417～425）, 疾病4脳・神経  1章 -Ⅲ-B-2  脳神経系 
（P14～16）, 成人⑥脳・神経  1編 -1章 -Ⅲ-B-1  脳神経系 （P24～26）

 b . 脊髄神経 解剖生理学  10章 -Ⅱ-C  脊髄神経 （P425～432）, 病理学  2編 -11章 -Ⅲ-A-1  末梢神経の
構造 （P306）, 疾病4脳・神経  1章 -Ⅲ-B-2  脊髄神経系 （P16～18）, 成人⑥脳・神経  1
編 -1章 -Ⅲ-B-2  脊髄神経系 （P26～28）

108-AM-26, 104-AM-83

 c . 体性神経 解剖生理学  10章 -Ⅱ-A  体性神経系 （脳脊髄神経系） （P417）, 疾病4脳・神経  1章 -Ⅲ-B  
末梢神経系 （P14～18）, 成人⑥脳・神経  1編 -1章 -Ⅲ-B  末梢神経系 （P24～28）, 生物
学  5章 -② -B-1  体性神経系 （P146～147）

 d . 自律神経 解剖生理学  10章 -Ⅱ-D  自律神経系 （P432～434）, 疾病4脳・神経  1章 -Ⅲ-B  末梢神
経系 （P14～18）, 成人⑥脳・神経  1編 -1章 -Ⅲ-B  末梢神経系 （P24～28）, 生物学  5章
-② -B-2  自律神経系 （P147～151）

105-PM-68
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

4.  運動器系 A. 骨格の構造と機能  a . 骨 解剖生理学  8章 -Ⅰ  骨 （P288～292）, 病理学  2編 -11章 -Ⅰ-A  病態理解のための基礎
知識 （P300～302）, 疾病8運動器  1章 -Ⅰ  骨 （P2～6）, 成人⑪運動器  1編 -1章 -Ⅰ  骨 
（P12～16）

 b . 軟骨 解剖生理学  8章 -Ⅰ-D  骨の発生と成長 （P291～292）, 疾病8運動器  1章 -Ⅱ  関節 （P6
～14）, 成人⑪運動器  1編 -1章 -Ⅱ  関節 （P16～24）

 c . 全身の骨の種類 解剖生理学  8章 -Ⅳ  各部の骨格と筋の構造と機能 （P303～360）, 成人⑪運動器  1編 -1
章 -Ⅵ  脊柱 （P29～31）

108-PM-76

B. 関節の構造  a . 関節の構造と種類 解剖生理学  8章 -Ⅱ-B  関節の構造と種類 （P294～296）, 病理学  2編 -11章 -Ⅱ-A  病態
理解のための基礎知識 （P304～305）, 疾病8運動器  1章 -Ⅱ  関節 （P6～14）, 成人⑪運
動器  1編 -1章 -Ⅱ  関節 （P16～24）

107-AM-82

C. 骨格筋の構造と機能  a . 骨格筋 解剖生理学  8章 -Ⅲ  骨格筋 （P296～303）, 栄養生化学  1章 -Ⅱ-A  筋組織 （P13～14）, 
病理学  2編 -11章 -Ⅳ-A  病態理解のための基礎知識 （P308～309）, 疾病8運動器  1章 -
Ⅲ  筋肉 （P14～16）, 成人⑪運動器  1編 -1章 -Ⅲ  筋肉 （P24～26）

 b . 筋収縮の機構 解剖生理学  8章 -Ⅲ-B  骨格筋の機能 （P299～303）, 疾病8運動器  1章 -Ⅲ  筋肉 （P14
～16）, 成人⑪運動器  1編 -1章 -Ⅲ  筋肉 （P24～26）, 生物学  4章 -④ -A  筋肉の収縮 （運
動エネルギー） （P106～107）

105-PM-11

 c . 全身の筋の種類 解剖生理学  8章 -Ⅳ  各部の骨格と筋の構造と機能 （P303～360）

5.  感覚器系 A. 体性感覚  a . 刺激と感覚受容 解剖生理学  9章 -Ⅰ-A  感覚の基礎 （P364～366） 106-AM-73

 b . 表在感覚 解剖生理学  9章 -Ⅰ-C-1  皮膚の感覚受容器 （P370～371）, 疾病10皮膚  1章 -Ⅰ  皮膚の
構造 （P4～11）, 成人⑫皮膚  1編 -1章 -Ⅰ  皮膚の構造 （P12～19）, 生物学  6章 -② -F  
皮膚感覚 （P176～177）

 c . 深部感覚 解剖生理学  9章 -Ⅰ-D  深部感覚 （P373）

B. 視覚  a . 眼球と眼球付属器の構
造

解剖生理学  9章 -Ⅲ-A  視覚器の構造 （P377～383）, 病理学  2編 -12章 -Ⅳ-A-1  眼球の
構造 （P320～321）, 疾病10眼  1章 -Ⅰ  眼の構造 （P124～132）, 成人⑫眼  1編 -1章 -
Ⅰ  眼の構造 （P236～244）, 生物学  6章 -② -A-1  眼の構造 （P168～169）

106-PM-74

 b . 視力と視野 解剖生理学  9章 -Ⅲ-B-2  視力 （P384～385）, 9章 -Ⅲ-B-7  そのほかの視覚の特性 （P390
～392）, 疾病10眼  1章 -Ⅱ  眼の機能 （P132～137）, 成人⑫眼  1編 -1章 -Ⅱ  眼の機能 
（P244～249）, 生物学  6章 -② -A  視覚ー眼の構造と働き （P168～171）

 c . 明暗覚、色覚 解剖生理学  9章 -Ⅲ-B  視覚 （P384～392）, 疾病 10眼  1章 -Ⅱ  眼の機能 （P132～
137）, 成人⑫眼  1編 -1章 -Ⅱ  眼の機能 （P244～249）, 生物学  6章 -② -A  視覚ー眼の
構造と働き （P168～171）

 d . 視覚の伝導路 解剖生理学  9章 -Ⅲ-B-6  視覚の伝導路と視覚中枢の機能 （P389）, 疾病10眼  1章 -Ⅰ-B  
視神経 , 視路 （P128～129）, 成人⑫眼  1編 -1章 -Ⅰ-B  視神経 , 視路 （P240～241）, 生
物学  6章 -② -A-1  眼の構造 （P168～169）

 e . 眼球運動 解剖生理学  9章 -Ⅲ-B-7  そのほかの視覚の特性 （P390～392）, 疾病10眼  1章 -Ⅱ-8  眼
球運動 （P136）, 成人⑫眼  1編 -1章 -Ⅱ-8  眼球運動 （P248）, 生物学  6章 -② -A-2  眼の
働き （P169～171）

 f . 眼に関する反射 解剖生理学  9章 -Ⅲ-B-3  視覚情報を網膜に結像させるためのしくみ （P386）, 疾病10眼  
1章 -Ⅱ-5  屈折 （P134）, 成人⑫眼  1章 -Ⅱ-5  屈折 （P246）

C. 聴覚  a . 外耳・中耳・内耳の構
造

解剖生理学  9章 -Ⅳ-A  聴覚・平衡覚器の構造 （P392～396）, 病理学  2編 -12章 -Ⅲ-A-1  
聴器の構造 （P318）, 疾病10耳鼻咽喉  1章 -Ⅱ-A  耳の構造 （P274～276）, 成人⑬耳鼻
咽喉  1編 -1章 -Ⅱ-A  耳の構造 （P12～14）, 生物学  6章 -② -B-1  耳の構造 （P171～
173）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

5.  感覚器系 C. 聴覚  b . 聴力 解剖生理学  9章 -Ⅳ-B  聴覚 （P397～400）, 疾病10耳鼻咽喉  1章 -Ⅱ-B  耳の機能 （P276
～280）, 成人⑬耳鼻咽喉  1編 -1章 -Ⅱ-B  耳の機能 （P14～18）, 生物学  6章 -② -B-2  耳
の働き （P173～174）

D. 平衡感覚  a . 平衡器官の構造 解剖生理学  9章 -Ⅳ-A  聴覚・平衡覚器の構造 （P392～396）, 疾病10耳鼻咽喉  1章 -Ⅱ  
耳の構造と機能 （P274～280）, 成人⑬耳鼻咽喉  1編 -1章 -Ⅱ  耳の構造と機能 （P12～
18）, 生物学  6章 -② -C  平衡覚 （P174～175）

 b . 平衡覚 解剖生理学  9章 -Ⅳ-C  平衡覚と前庭系 （P400～402）, 生物学  6章 -② -C  平衡覚 （P174
～175）

106-AM-27

E. 味覚  a . 味蕾 解剖生理学  9章 -Ⅴ-A  味覚器 （P403～405）, 疾病10歯・口腔  2章 -B-3  味覚 （P439）, 
成人⑬歯・口腔  1編 -2章 -Ⅲ-B-3  味覚 （P177）, 生物学  6章 -② -E  味覚 （P176）

107-PM-26

F. 嗅覚  a . 嗅上皮 解剖生理学  9章 -Ⅴ-B  嗅覚器 （P405～406）, 疾病10耳鼻咽喉  1章 -Ⅱ  鼻の構造と機能 
（P281～283）, 成人⑬耳鼻咽喉  1編 -1章 -Ⅱ  鼻の構造と機能 （P19～21）

105-PM-26

G.内臓感覚  a . 内臓感覚の受容器と機
能

解剖生理学  9章 -Ⅰ-A  感覚の基礎 （P364～366）, 9章 -Ⅱ  内臓感覚 （P376～377）, 生
物学  6章 -③  からだの内部感覚 （P177～178）

108-AM-85, 104-PM-26

6.  循環器系 A. 心臓の構造と機能  a . 心臓 解剖生理学  4章 -Ⅰ-A  心臓 （P100～122）, 疾病2循環器  1編 -1章 -Ⅱ-A  心臓の構造 
（P4～10）, Ⅱ-B  電気的活動と電解質イオンの役割 （P10～13）, Ⅱ-C  心周期と心時相 
（P14～15）, Ⅱ-D  ポンプとしての機能 （P15～19）, 成人③循環器  1編 -1章 -Ⅱ-A  心臓
の構造 （P16～22）, Ⅱ-B  電気的活動と電解質イオンの役割 （P22～25）, Ⅱ-C  心周期と
心時相 （P26～27）, Ⅱ-D  ポンプとしての機能 （P27～31）

 b . 刺激伝導系 解剖生理学  4章 -Ⅰ-A-3-5  刺激伝導系 （P105）, 疾病2循環器  1編 -1章 -Ⅱ-A-3  刺激伝
導系 （P9～10）, 成人③循環器  1編 -1章 -Ⅱ-A-3  刺激伝導系 （P21～22）

108-AM-84, 106-PM-26

 c . 心機能の調節 解剖生理学  4章 -Ⅰ-A-4-7  心機能の調節 （P118～122）, 疾病2循環器  1章 -Ⅴ  循環調
節機構 （P35～40）, 成人③循環器  1編 -1章 -Ⅴ 循環調節機構 （P47～52）

107-PM-83, 104-AM-29

B. 血管系の構造と機能  a . 動脈、静脈、毛細血管 解剖生理学  4章 -Ⅰ-B-1  血管の構造 （P122～125）, 病理学  2編 -1章 -Ⅰ-A-1  心臓の構
造 （P168～169）, Ⅱ-A  血管の構造 （P175）, 疾病2循環器  1章 -Ⅲ  脈管系の構造と機
能 （P19～24）, 成人③循環器  1編 -1章 -Ⅲ  脈管系の構造と機能 （P31～44）

 b . 血圧と血圧調節 解剖生理学  4章 -Ⅰ-B-2  血管の機能 （P125～131）, 疾病2循環器  1編 -1章 -Ⅳ  血圧の
基礎知識 （P31～35）, Ⅴ  循環調節機能（P35～40）, 成人③循環器  1編 -1章 -Ⅳ 血圧の
基礎知識 （P43～47）, Ⅴ 循環調節機能 （P47～52）

 c . 門脈系 解剖生理学  4章 -Ⅱ-B-2-7  腹部内臓の静脈 （P147～148）, 4章 -Ⅱ-C-4  門脈系 （P154）, 
4章 -Ⅱ-C-5  側副循環 （P154～155）, 疾病2循環器  1章 -Ⅲ-A-1-1  大循環 , 小循環 
（P19）, 成人③循環器  1編 -1章 -Ⅲ-A-1-1 大循環 , 小循環 （P31）

107-PM-71

 d . 肺循環と体循環 解剖生理学  4章 -Ⅱ-A  肺循環 （P132～133）, 4章 -Ⅱ-B  体循環 （P133～149）, 疾病2
循環器  1章 -Ⅱ-A-1  血管系 （P19～24）, 成人③循環器  1編 -1章 -Ⅲ-A-1  血管系 （P31
～36）

 e . 冠循環 解剖生理学  4章 -Ⅱ-C-1  冠循環の特徴 （P149～150）, 疾病2循環器  1編 -1章 -Ⅲ-A-1-2  
主な動脈 （P20）, Ⅲ-A-1-3  主な静脈 （P20～21）, 成人③循環器  1編 -1章 -Ⅲ-A-1-2 主
な動脈 （P32）, Ⅲ-A-1-3  主な静脈 （P32～33）

 f . 脳循環 解剖生理学  4章 -Ⅱ-C-2  脳循環の特徴と血液 -脳関門 （P150～153）, 疾病2循環器  1編
-1章 -Ⅲ-A-1-2  主な動脈 （P20）, Ⅲ-A-1-3  主な静脈 （P20～21）, 成人③循環器  1編 -1
章 -Ⅲ-A-1-2 主な動脈 （P32）, Ⅲ-A-1-3  主な静脈 （P32～33）

 g . 胎児・胎盤の血液循環 解剖生理学  13章 -Ⅲ-E-2  胎児・胎盤の血液循環 （P567～568）, 母性看護学②  3編 -1章
-Ⅰ-C-2-3）  循環動態 （P21～22）, 4章 -Ⅱ-B-1  胎児循環 （P191）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

6.  循環器系 B. 血管系の構造と機能  h . 末梢循環の調節 解剖生理学  4章 -Ⅰ-B-2  血管の機能 （P125～131）, 疾病2循環器  1編 -1章 -Ⅴ-2  血管
平滑筋の機能と調節 （P36～37）, Ⅴ-3  血圧の調節 （P37～40）, 成人③循環器  1編 -1章
-Ⅴ-2 血管平滑筋の機能と調節 （P48～49）, Ⅴ-3 血圧の調節 （P49～52）

C. リンパ系の構造と機
能

 a . リンパ液、リンパ管、
リンパ節

解剖生理学  4章 -Ⅲ  リンパ系 （P156～165）, 疾病2循環器  1編 -1章 -Ⅲ-A-2  リンパ系 
（P21～24）, 成人③循環器  1編 -1章 -Ⅲ-A-2  リンパ系 （P33～36）

 b . 胸管 解剖生理学  4章 -Ⅲ-B-3  胸管 （P158～159）, 疾病2循環器  1編 -1章 -Ⅲ-A-2  リンパ系 
（P21～24）, 成人③循環器  1編 -1章 -Ⅲ-A-2  リンパ系 （P33～36）

104-AM-26

7.  血液 A. 血液の成分と機能  a . 血液の成分（血球、血
漿、血清）

解剖生理学  3章 -Ⅱ-A-1  血液の細胞成分 （P80～82）, 病理学  2編 -2章 -Ⅰ-A-2  造血細
胞と血球 （P180）, 生物学  5章 -① -A  血液の組成と働き （P116～117）

107-AM-26, 105-PM-27▲

 b . 血液の働き 解剖生理学  3章 -Ⅱ-B-1  血液の機能 （P83）, 疾病5血液・造血器  1章  血液・造血器の
構造と機能 （P2～25）, 成人④血液・造血器  1編 -1章  血液・造血器の構造と機能 （P16
～39）

 c . 血液の物理化学的特性 解剖生理学  3章 -Ⅱ-B-2  血液の物理化学的特徴 （P83～85） 107-PM-72, 105-PM-27▲

 d . 造血と造血因子 解剖生理学  3章 -Ⅱ-A  血液の細胞成分と造血 （P79～82）, 病理学  2編 -2章 -Ⅰ-A  病態
理解のための基礎知識 （P180）, 疾病5血液・造血器  1章 -Ⅲ  造血：血球産生の機序 （P18
～25）, 成人④血液・造血器  1編 -1章 -Ⅲ  造血 :血球産生の機序 （P32～39）

105-PM-27▲

B. 止血機構  a . 血液凝固 解剖生理学  3章 -Ⅱ-E  止血と血液凝固 （P90～93）, 病理学  1編 -6章 -Ⅱ-A  止血機構 
（P66～68）, 疾病5血液・造血器  1章 -Ⅱ-E  止血機構：血管壁 , 血小板 , 凝固因子の共同
作業 （P13～18）, 成人④血液・造血器  1編 -1章 -Ⅱ-E  止血機構：血管壁，血小板，凝固
因子の共同作業 （P27～32）

 b . 線維素溶解 解剖生理学  3章 -Ⅱ-E  止血と血液凝固 （P90～93）, 病理学  1編 -6章 -Ⅱ-A  止血機構 
（P66～68）, 疾病5血液・造血器  1章 -Ⅱ-E  止血機構：血管壁 , 血小板 , 凝固因子の共同
作業 （P13～18）, 成人④血液・造血器  1編 -1章 -Ⅱ-E  止血機構：血管壁，血小板，凝固
因子の協同作業 （P27～32）

C. 血液型  a . ABO式 解剖生理学  3章 -Ⅱ-F-1-1   ABO 式血液型 （P93～94）, 疾病5血液・造血器  3章 -Ⅲ-D-
1  輸血と血液型 （P79～81）, 成人④血液・造血器  1編 -3章 -Ⅲ-D-1  輸血と血液型 （P93
～95）, 生物学  5章 -① -D-3-1）  ABO式血液型 （P134～137）

 b . Rh式 解剖生理学  3章 -Ⅱ-F-1-2   Rh 式血液型 （P94～95）, 疾病5血液・造血器  3章 -Ⅲ-D-1  
輸血と血液型 （P79～81）, 成人④血液・造血器  1編 -3章 -Ⅲ-D-1  輸血と血液型 （P93～
95）, 生物学  5章 -① -D-3-2）  Rh式血液型 （P137～139）

 c . 不規則抗体 解剖生理学  3章 -Ⅱ-F-1-2   Rh 式血液型 （P94～95）, 〈別巻〉臨床外科看護学Ⅰ  6章 -1-D  
不規則抗体 （P199）, 基礎看護学③  5編 -3章 -Ⅴ-A-3-1  血液型検査と不規則抗体スクリー
ニング検査 （P337～338）

8.  体液 A. 体液の構成  a . 体液の区分 解剖生理学  2章 -Ⅰ-B-2  体液の区分と組成 （P67～69）, 生物学  5章 -①  内部環境とし
ての体液 （P116～139）

 b . 体液の組成 解剖生理学  2章 -Ⅰ-B-2  体液の区分と組成 （P67～69）

B. 体液の調節  a . 電解質バランス 解剖生理学  2章 -Ⅰ-E  体液の恒常性維持機構 （P74～76）, 2章 -Ⅰ-F  体液平衡の異常 
（P76～79）, 成人②呼吸器  2編 -4章 -Ⅳ-A-3-2-3  電解質バランスの変調や脱水傾向への
対処 （P404）

 b . 酸塩基平衡 解剖生理学  2章 -Ⅰ-D  酸塩基平衡の調節 （P72～74）, 成人②呼吸器  1編 -1章 -Ⅲ-B  呼
吸が果たす体液の酸塩基平衡 （P34）

108-AM-79

 c . 浸透圧調節 解剖生理学  2章 -Ⅰ-C-2  浸透圧を規定する因子 （浸透圧の調節） （P70～71）
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9.  生体の防御機構 A. 非特異的生体防御機
構

 a . 皮膚の構造と防御機構 解剖生理学  9章 -Ⅰ-B  皮膚の構造 （P366～370）, 12章 -Ⅰ-B-1  皮膚における防御機構 
（P514～515）, 病理学  1編 -5章 -Ⅱ  免疫とは何か （P52～53）, 8章 -Ⅲ  感染に対する生
体防御のしくみ （P97～98）, 微生物学  2章  感染と発症 （P24～31）, 疾病10皮膚  1章  
皮膚の構造と機能 （P3～14）, 成人⑫皮膚  1編 -1章  皮膚の構造と機能 （P11～22）, 生物
学  5章 -① -D-2  生体防御 （P120）

 b . 粘膜の構造と防御機構 解剖生理学  2章 -Ⅳ-A-2  粘膜と管状の器官 （P50～51）, 12章 -Ⅰ-B-2  粘膜における防御
機構 （P514～516）, 病理学  1編 -5章 -Ⅱ  免疫とは何か （P52～53）, 8章 -Ⅲ  感染に対
する生体防御のしくみ （P97～98）, 微生物学  2章  感染と発症 （P24～31）

 c . 食細胞とサイトカイン 解剖生理学  12章 -Ⅰ  非特異的生体防御機構 （P514～519）, 病理学  1編 -4章 -Ⅲ-B  マ
クロファージ （P46～47）, 5章 -Ⅱ  免疫とは何か （P52～53）, 微生物学  3章 -Ⅱ-A-2  食
細胞 （P47）

 d . 胸腺、脾臓、リンパ組
織

解剖生理学  4章 -Ⅲ  リンパ系 （P156～165）, 12章 -Ⅱ-A-4  獲得免疫に重要な器官の機
能 （P523～524）, 病理学  1編 -5章 -Ⅲ-A  リンパ球 （P53～55）, 2編 -2章 -Ⅱ-A  病態理
解のための基礎知識 （P180）, Ⅲ-A病態理解のための基礎知識 （P190～191）, 生物学  5
章 -① -D-1  リンパ系 （P120）

B. 特異的生体防御反応
（免疫系）

 a . 免疫系の細胞 解剖生理学  12章 -Ⅱ-A-1  免疫担当細胞：白血球 （P520）, 病理学  1編 -5章 -Ⅲ  獲得免
疫応答 （P53～59）, 8章 -Ⅲ-C  細胞による防御 （P99）, 微生物学  3章 -Ⅱ-A  免疫反応を
担う細胞と臓器 （P46～53）, 生物学  5章 -① -D-2-1  生体防御 （P123～124）

 b . 抗原と抗体 解剖生理学  12章 -Ⅱ-A-2  抗原と抗体 （P520～521）, 病理学  1編 -5章 -Ⅲ  獲得免疫応
答 （P53～59）, 微生物学  3章  感染と生体防御のしくみ （P34～65）

 c . 補体 解剖生理学  12章 -Ⅱ-B  細胞性免疫と体液性免疫 （P524～526）, 病理学  1編 -5章 -Ⅲ-D  
B細胞による抗体産生と補体 （P57～58）, 微生物学  3章 -Ⅲ-B  補体 （P55～56）

 d . 液性免疫 解剖生理学  12章 -Ⅱ-B  細胞性免疫と体液性免疫 （P524～526）, 病理学  1編 -5章 -Ⅲ  
獲得免疫応答 （P53～59）, 微生物学  2章 -Ⅰ-2-4  特異的防御 （P27）, 生物学  5章 -①
-D-2  生体防御 （P123～134）

 e . 細胞性免疫 解剖生理学  12章 -Ⅱ-B  細胞性免疫と体液性免疫 （P524～526）, 微生物学  2章 -Ⅰ-2  宿
主 （生体防御因子） （P26～27）, 3章 -Ⅳ-A  CD4陽性T細胞による細胞性免疫反応 （P56
～57）

 f . アレルギー反応 解剖生理学  12章 -Ⅱ-C  アレルギー反応 （P527～529）, 病理学  1編 -5章 -Ⅳ  アレルギー 
（P59～62）, 微生物学  3章 -Ⅰ-B-7  負の反応としての免疫反応 （P39）, 疾病7アレル
ギー・免疫  1章  免疫とアレルギーの基礎知識 （P120～129）, 2章  アレルギー反応のし
くみと分類 （P132～138）, 成人⑨アレルギー・免疫  1章  免疫とアレルギーの基礎知識 
（P188～197）, 2章  アレルギー反応のしくみと分類 （P200～206）, 生物学  5章 -① -D-

2-4）  アレルギー （P131～132）
 g . 組織適合性抗原〈HLA〉 解剖生理学  3章 -Ⅱ-F-1  血液型の分類 （P93～95）, 12章 -Ⅱ-A-3  獲得免疫に重要なその

他の物質 （P521～523）, 疾病7膠原病  1章 -Ⅲ-A-column  HLAとは （P190）, 成人⑨感
染性  1編 -1章 -Ⅲ-A-column  HLAとは （P318）

10.  呼吸器系 A. 気道の構造と機能  a . 鼻腔、咽頭、喉頭、気
管、気管支

解剖生理学  5章 -Ⅰ  呼吸器の構造 （P168～187）, 疾病1呼吸器  1章 -Ⅰ-A  気道 （P2～
4）, 成人②呼吸器  1編 -1章 -Ⅰ-A  気道 （P14～16）

 b . 発声 解剖生理学  5章 -Ⅰ-B-4  音声をつくる器官の構成と機能 （P175～177）

B. 肺の構造  a . 肺 解剖生理学  5章 -Ⅰ-D  肺 （P179～183）, 病理学  2編 -3章 -Ⅰ-A-2  気道・肺の構造 
（P194～195）, 疾病1呼吸器  1章 -Ⅰ-B  肺 （P5～7）, 成人②呼吸器  1編 -1章 -Ⅰ-B  肺 
（P17～19）
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10.  呼吸器系 B. 肺の構造  b . 胸膜腔と縦隔 解剖生理学  5章 -Ⅰ-E-1  胸膜と胸膜腔 （P184）, 疾病1呼吸器  1章 -Ⅰ-E  胸郭・胸腔・
胸膜・横隔膜 （P9～10）, 成人②呼吸器  1編 -1章 -Ⅰ-E  胸郭・胸腔・胸膜・横隔膜 （P21
～22）

106-AM-28

C. 呼吸  a . 呼吸筋 解剖生理学  5章 -Ⅰ-F  呼吸筋 （P185～187）
 b . 換気 解剖生理学  5章 -Ⅱ-A  肺における換気機能 （P187～193）, 疾病1呼吸器  1章 -Ⅱ-B  換

気のメカニクス （P13～15）, 成人②呼吸器  1編 -1章 -Ⅱ-B  換気のメカニクス （P25～
27）

107-AM-27

 c . ガス交換 解剖生理学  5章 -Ⅱ-B  肺でのガス交換と血液中のガス輸送 （P193～199）, 疾病1呼吸器  
1章 -Ⅱ-C  ガス交換 （P16～18）, 成人②呼吸器  1編 -1章 -Ⅱ-C  ガス交換 （P28～30）

 d . 呼吸運動 解剖生理学  5章 -Ⅱ  呼吸器の機能 （P187～207）
 e . 呼吸調節 解剖生理学  5章 -Ⅱ-C  呼吸の調節 （P200～203）, 疾病1呼吸器  1章 -Ⅱ-A  呼吸調節 

（P11～13）, 成人②呼吸器  1編 -1章 -Ⅱ-A  呼吸調節 （P23～25）

11.  消化器系 A. 咀嚼・嚥下  a . 歯・口腔・唾液腺の構
造と機能

解剖生理学  7章 -Ⅱ-A  歯・口腔の構造と機能 （P242～248）, 病理学  2編 -12章 -Ⅰ-A-1  
口腔の構造 （P312）, 疾病10歯・口腔  1章  歯・口腔の構造と機能 （P422～440）, 成人
⑬歯・口腔  1編 -1章  歯・口腔の構造と機能 （P160～178）

 b . 咽頭・喉頭の構造と機
能

解剖生理学  5章 -Ⅰ-A-4  咽頭 （P170～172）, 5章 -Ⅰ-B  喉頭 （P172～177）, 7章 -Ⅱ-B  
咽頭の構造と機能 （P248～251）, 疾病3消化器  1章 -Ⅰ-A-1  咽頭 （P2）, B-1  咽頭 （P4）, 
成人⑤消化器  1編 -1章 -Ⅰ-A-1  咽頭 （P12）, 成人⑤消化器  1編 -1章 -Ⅰ-B-1  咽頭 
（P14）

 c . 食道の構造と機能 解剖生理学  7章 -Ⅲ-A  食道の構造と機能 （P251～253）, 疾病3消化器  1章 -Ⅰ-A-2  食
道 （P3）, B-2  食道 （P4）, 成人⑤消化器  1編 -1章 -Ⅰ-A-2  食道 （P13）, 成人⑤消化器  1
編 -1章 -Ⅰ-B-2  食道 （P14）

 d . 咀嚼 解剖生理学  7章 -Ⅱ-A-4  咀嚼と唾液分泌 （P246～248）, 疾病3消化器  1章 -Ⅰ-B-1  咽
頭 （P4）, 成人⑤消化器 1編 -1章 -Ⅰ-B-1  咽頭 （P14）, 疾病10歯・口腔  2章 -Ⅲ-A  咀嚼
機能 （P436～437）, 成人⑬歯・口腔  1編 -2章 -Ⅲ-A  咀嚼機能 （P174～175）, 生物学  4
章 -② -B-1-1  咀嚼 （P77）

 e . 嚥下 解剖生理学  7章 -Ⅱ-B-2  嚥下 （P249～251）, 疾病3消化器  1章 -Ⅰ-B-1  咽頭 （P4）, 成
人⑤消化器 1編 -1章 -Ⅰ-B-1  咽頭 （P14）, 

107-AM-83

B. 消化と吸収  a . 胃の構造と機能 解剖生理学  7章 -Ⅲ-B  胃の構造と機能 （P253～258）, 病理学  2編 -4章 -Ⅱ-A  病態理解
のための基礎知識 （P210～212）, 疾病3消化器  1章 -Ⅱ-A  胃の構造 （P5～6）, Ⅱ-B  胃
の機能 （P7～8）, 成人⑤消化器  1編 -1章 -Ⅱ-A  胃の構造 （P15～16）, 成人⑤消化器  1
編 -1章 -Ⅱ-B  胃の機能 （P17～18）, 

108-PM-75, 105-PM-28

 b . 十二指腸の構造と機能 解剖生理学  7章 -Ⅲ-C  小腸 （十二指腸 , 空腸 , 回腸）の構造と機能 （P258～260）, 病理学  
2編 -4章 -Ⅲ-A-1  小腸 , 大腸の構造 （P216）, 疾病3消化器  1章 -Ⅲ-A  小腸の構造 （P9
～12）, Ⅲ-B  小腸の機能 （P12～14）, 成人⑤消化器  1編 -1章 -Ⅲ-A  小腸の構造 （P19～
22）, 成人⑤消化器  1編 -1章 -Ⅲ-B  小腸の機能 （P22～24）, 

 c . 空腸・回腸の構造と機
能

解剖生理学  7章 -Ⅲ-C  小腸 （十二指腸 , 空腸 , 回腸）の構造と機能 （P258～260）, 疾病3
消化器  1章 -Ⅲ-A  小腸の構造 （P9～12）, Ⅲ-B  小腸の機能 （P12～14）, 成人⑤消化器  
1編 -1章 -Ⅲ-A  小腸の構造 （P19～20）, 成人⑤消化器  1編 -1章 -Ⅲ-B  小腸の機能 （P22
～24）

 d . 結腸・虫垂の構造と機
能

解剖生理学  7章 -Ⅲ-D  大腸 （結腸 , 虫垂 , 直腸 , 肛門）の構造と機能 （P260～263）, 病理
学  2編 -4章 -Ⅲ-A-1  小腸 , 大腸の構造 （P216）, 疾病3消化器  1章 -Ⅳ-A  大腸・肛門の
構造 （P14～16）, Ⅳ-B  大腸の機能 （P16～17）, 成人⑤消化器  1編 -1章 -Ⅳ-A  大腸・肛
門の構造 （P24～27）, 成人⑤消化器  1編 -1章 -Ⅳ-B  大腸の機能 （P26～27）
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11.  消化器系 B. 消化と吸収  e . 直腸・肛門の構造と機
能

解剖生理学  7章 -Ⅲ-D  大腸 （結腸 , 虫垂 , 直腸 , 肛門）の構造と機能 （P260～263）, 病理
学  2編 -4章 -Ⅲ-A-1  小腸 , 大腸の構造 （P216）, 成人⑤消化器  1編 -1章 -Ⅳ-A  大腸・肛
門の構造 （P24～27）, 成人⑤消化器  1編 -1章 -Ⅳ-B  大腸の機能 （P26～27）

106-PM-75

 f . 肝臓・胆道の構造と機
能

解剖生理学  7章 -Ⅳ-A  肝臓・胆囊の構造と機能 （P264～269）, 栄養生化学  1章 -Ⅱ-C  
肝臓 （P15～16）, 病理学  2編 -5章 -Ⅰ-A  病態理解のための基礎知識 （P226～228）, 疾
病3消化器  1章 -Ⅴ  肝臓の構造と機能 （P17～22）, Ⅵ  胆道系の構造と機能 （P22～
23）, 成人⑤消化器  1編 -1章 -Ⅴ  肝臓の構造と機能 （P27～32）, Ⅵ  胆道系の構造と機
能 （P32～33）, 生物学  4章 -② -B-4  肝臓の働き （P85～86） 

 g . 膵臓の構造と機能 解剖生理学  7章 -Ⅳ-B  膵臓の構造と機能 （P269～272）, 病理学  2編 -5章 -Ⅲ-A  病態理
解のための基礎知識 （P234～235）, 疾病3消化器  1章 -Ⅶ  膵臓の構造と機能 （P24～
25）, 成人⑤消化器  1編 -1章 -Ⅶ  膵臓の構造と機能 （P34～35）

106-AM-29

 h . 三大栄養素の消化と吸
収

解剖生理学  7章 -Ⅴ  栄養素の消化と吸収・代謝 （P272～283）, 栄養生化学  3章 -Ⅳ  糖
質とアルコールの代謝 （P59～66）, 4章 -Ⅲ  中性脂肪・リン脂質の構造，消化・吸収，代
謝 （P76～81）, 5章 -Ⅳ  タンパク質とアミノ酸の代謝 （P115～118）

 i . 消化管運動と反射 解剖生理学  7章 -Ⅰ-B  消化管の運動 （P236～238） 108-AM-83

 j . 消化管ホルモン 解剖生理学  7章 -Ⅰ-C  消化管ホルモン （P238～241）, 11章 -Ⅱ-B-8  そのほかのホルモ
ン （P508～511）, 疾病6内分泌  4章 -Ⅴ  消化管ホルモンの疾患 （P134～136）, 成人⑧
内分泌  1編 -4章 -Ⅴ  消化管ホルモンの疾患 （P140～142）  

12.  代謝系 A. 栄養とエネルギー代
謝

 a . 栄養所要量 栄養生化学  11章  食事摂取基準 （P186～266）, 12章  成長・生活と栄養 （P264～
275）, 13章  栄養療法 （P278～300）  

105-PM-81

 b . 基礎代謝 栄養生化学  6章 -Ⅲ  エネルギー代謝の異常と疾患 （P132～140）

B. 物質代謝  a . 同化作用と異化作用 解剖生理学  2章 -Ⅱ-C-2-2  同化作用と異化作用 （P30）, 栄養生化学  序章 -C  同化作用 
（P3）, D  異化作用 （P3）

 b . 酵素 栄養生化学  7章  酵素の栄養生化学 （P142～148）
 c . 炭水化物の代謝 解剖生理学  7章 -Ⅴ-B  炭水化物の消化・吸収・代謝 （P272～275）, 栄養生化学  3章  糖

質の栄養生化学 （P54～70）, 疾病6栄養・代謝  1章 -Ⅱ  糖代謝 （P161～163）, 成人⑧
栄養・代謝 1編 -1章 -Ⅱ  糖代謝 （P265～267）, 生物学  4章 -③ -B-1  糖質 （炭水化物）の
代謝 （P92～98）  

 d . 脂肪の代謝 解剖生理学  7章 -Ⅴ-D  脂質の消化・吸収・代謝 （P276～278）, 栄養生化学  4章  脂質
の栄養生化学 （P72～105）, 疾病6栄養・代謝  1章 -Ⅲ  脂質代謝 （P163～167）, 成人⑧
栄養・代謝 1編 -1章 -Ⅲ  脂質代謝 （P267～271）, 生物学  4章③ -B-2  脂肪の代謝 （P98
～99）

107-AM-68

 e . 蛋白質の代謝 解剖生理学  7章 -Ⅴ-C  たんぱく質の消化・吸収・代謝 （P275～276）, 栄養生化学  5章  
タンパク質の栄養生化学 （P108～122）, 生物学  4章 -③ -B-3  たんぱく質の代謝 （P99～
101）

 f . ビリルビンの代謝 解剖生理学  3章 -Ⅱ-C-2  赤血球の産生と分解 （P87～89）
 g . 核酸の代謝 栄養生化学  10章  遺伝子の生化学 （P168～183）
 h . ビタミン・ミネラルの
代謝

栄養生化学  8章  ビタミンの栄養生化学 （P150～159）, 9章  無機質の栄養生化学 （P162
～166）

107-AM-27

13.  泌尿器系 A. 尿の生成  a . 腎臓の構造 解剖生理学  6章 -Ⅰ-A  腎臓の構造 （P210～214）, 病理学  2編 -7章 -Ⅰ-A  病態理解のた
めの基礎知識 （P254～256）, 疾病9腎・泌尿器  1章 -Ⅰ  腎臓の構造と機能 （P4～15）, 
成人⑦腎・泌尿器  1編 -1章 -Ⅰ  腎臓の構造と機能 （P14～25）, 生物学  4章 -⑤ -A  腎臓
の構造 （P109）

105-PM-29
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

13.  泌尿器系 A. 尿の生成  b . 糸球体濾過 解剖生理学  6章 -Ⅰ-B  腎臓の機能 （P214～222）, 生物学  4章 -⑤ -B  腎臓の働き （尿の
生成） （P109～112）

 c . 再吸収と分泌 解剖生理学  6章 -Ⅰ-B  腎臓の機能 （P214～222）

B. 体液量の調節  a . 抗利尿ホルモンの作用 解剖生理学  6章 -Ⅰ-B-3  尿生成・酸塩基平衡の調節機構 （P221～222）, 11章 -Ⅱ-B  内
分泌器官の構造とホルモンの機能 （P483～511）, 疾病9腎・泌尿器  1章 -Ⅰ-B  腎臓の機
能 （P10～15）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -1章 -Ⅰ-B  腎臓の機能 （P20～25）

 b . レニン－アンジオテン
シン－アルドステロン
系

解剖生理学  3章 -Ⅰ-E-1  体液量と浸透圧の調節 （P74～76）, 6章 -Ⅰ-B-3  尿生成・酸塩
基平衡の調節機構 （P221～222）, 成人③循環器  1編 -2章 -Ⅱ-A 浮腫 （P66～67）, 4章 -
Ⅺ -D-1-③ -2） 降圧薬治療 （P281～284）, 疾病9腎・泌尿器  1章 -Ⅰ-B  腎臓の機能 （P10
～15）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -1章 -Ⅰ-B  腎臓の機能 （P20～25）, 2編 -1章 -Ⅰ-A-2  内
分泌機能による調節 （P255～256）

C. 排尿  a . 尿管の構造と機能 解剖生理学  6章 -Ⅱ-A  尿管 （P227～228）, 病理学  2編 -7章 -Ⅱ-A-1  尿路の構造 （P261）, 
疾病9腎・泌尿器  1章 -Ⅱ  尿管の構造と機能 （P16）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -1章 -Ⅱ  尿
管の構造と機能 （P26）

 b . 膀胱の構造と機能 解剖生理学  6章 -Ⅱ-B  膀胱 （P228～229）, 病理学  2編 -7章 -Ⅲ-A-1  膀胱の構造 （P263）, 
疾病9腎・泌尿器  1章 -Ⅲ  膀胱の構造と機能 （P17～18）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -1章 -
Ⅲ  膀胱の構造と機能 （P27～28）

104-PM-28

 c . 尿道の構造と機能 解剖生理学  6章 -Ⅱ-C  尿道 （P229～230）, 病理学  2編 -7章 -Ⅱ-A-1  尿路の構造 （P261）, 
疾病9腎・泌尿器  1章 -Ⅳ  尿道の構造と機能 （P19）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -1章 -Ⅳ  尿
道の構造と機能 （P29）

 d . 排尿反射 解剖生理学  6章 -Ⅱ-D-2  蓄尿と排尿反射 （P230～233）

14.  体温調節 A. 体温  a . 核心温度と外殻温度 解剖生理学  12章 -Ⅲ-A-1  核心温度と外殻温度 （P529～530）, 生物学  5章 -③ -B-4  体
温の恒常性 （P162～163）

B. 体温の調節  a . 熱放散と熱産生 解剖生理学  12章 -Ⅲ-B  体温の調節 （P530～534）, 生物学  5章 -③ -B-4  体温の恒常性
とその働き （P162～163）

104-AM-28

 b . 体温調節中枢 解剖生理学  12章 -Ⅲ-B  体温の調節 （P530～534）

15.  内分泌系 A. ホルモンの種類
108-PM-77

 a . ホルモンの化学的性質 疾病6内分泌  1章 -Ⅱ-A  ホルモンの種類 （P20～22）, 成人⑧内分泌 1編 -1章 -Ⅱ-A  ホ
ルモンの種類 （P26～28）, 解剖生理学  11章 -Ⅱ-A   ホルモンとは （P478～483）

 b . ホルモンの受容体 疾病6内分泌  1章 -Ⅱ-B  ホルモンによる生体調節のしくみ （P23～28）, 成人⑧内分泌  1
編 -1章 -Ⅱ-B  ホルモンによる生体調節のしくみ （P29～34）, 解剖生理学  11章 -Ⅱ-B   内
分泌器官の構造とホルモンの機能 （P483～511）

108-PM-27, 107-PM-70

B. ホルモン分泌の調節  a . 調節ホルモン、拮抗ホ
ルモン

解剖生理学  11章 -Ⅱ-A-2  ホルモンの合成・分泌の調節 （P480～481）  108-AM-80

 b . フィードバック機構 解剖生理学  11章 -Ⅱ-A-2  ホルモンの合成・分泌の調節 （P480～481）, 疾病6内分泌  1
章 -Ⅱ-B  ホルモンによる生体調節のしくみ （P23～28）, 成人⑧内分泌  1編 -1章 -Ⅱ-B  ホ
ルモンによる生体調節のしくみ （P26～34）

C. 内分泌器官の構造と
ホルモンの機能
108-AM-29,  
104-AM-27,  
104-PM-29

 a . 視床下部 解剖生理学  11章 -Ⅱ-B-1  視床下部 （P483～485）, 疾病6内分泌  1章 -Ⅰ-A  視床下部・
下垂体の構造と機能 （P4～10）, 成人⑧内分泌  1編 -1章 -Ⅰ-A  視床下部・下垂体の構造
と機能 （P10～16）

 b . 下垂体 解剖生理学  11章 -Ⅱ-B-2  下垂体 （P485～488）, 病理学  2編 -6章 -Ⅰ-A  病態理解のた
めの基礎知識 （P240～242）, 疾病6内分泌  1章 -Ⅰ-A  視床下部・下垂体の構造と機能 
（P4～10）, 成人⑧内分泌  1編 -1章 -Ⅱ-A  視床下部・下垂体の構造と機能 （P10～16）, 
生物学  5章 -③ -A-1  脳下垂体 （P151～153）

104-PM-83



24

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

15.  内分泌系 C. 内分泌器官の構造と
ホルモンの機能
108-AM-29,  
104-AM-27,  
104-PM-29

 c . 松果体 解剖生理学  11章 -Ⅱ-A-3  内分泌器官の局在 （P482）
 d . 甲状腺 解剖生理学  11章 -Ⅱ-B-3  甲状腺 （P488～493）, 病理学  2編 -6章 -Ⅱ-A  病態理解のた

めの基礎知識 （P242～243）, 疾病6内分泌  1章 -Ⅰ-B  甲状腺の構造と機能 （P10～11）, 
成人⑧内分泌  1編 -1章 -Ⅱ-B  甲状腺の構造と機能 （P16～17）, 生物学  5章 -③ -A-2  甲
状腺 （P153～155）

 e . 副甲状腺〈上皮小体〉 解剖生理学  11章 -Ⅱ-B-4  副甲状腺 （上皮小体）とカルシウム代謝 （P493～497）, 病理学  
2編 -6章 -Ⅲ-A  病態理解のための基礎知識 （P245）, 疾病6内分泌  1章 -Ⅰ-C  副甲状腺
（上皮小体）の構造と機能 （P11～13）, 成人⑧内分泌  1編 -1章 -Ⅰ-C  副甲状腺（上皮小体）
の構造と機能 （P17～19）, 生物学  5章 -③ -A-3  副甲状腺 （P155）  

 f . 膵島 解剖生理学  11章 -Ⅱ-B-5  膵島 （ランゲルハンス島）ホルモンと糖代謝 （P497～500）, 疾
病6内分泌  1章 -Ⅰ-E  消化管ホルモン分泌組織の構造と機能 （P17～18）, 成人⑧内分泌  
1編 -1章 -Ⅰ-E  消化管ホルモン分泌組織の構造と機能 （P23～24）, 生物学  5章 -③ -A-5  
膵臓 （P156～157）

 g . 副腎皮質 解剖生理学  11章 -Ⅱ-B-6  副腎 （皮質と髄質） （P500～505）, 病理学  2編 -6章 -Ⅳ-A  病
態理解のための基礎知識 （P246～248）, 疾病6内分泌  1章 -Ⅰ-D  副腎皮質・髄質の構造
と機能 （P13～17）, 成人⑧内分泌  1編 -1章 -Ⅰ-D  副腎皮質・髄質の構造と機能 （P19～
23）, 生物学  5章 -③ -A-4-1）  皮質ホルモン （コルチコイド） （P156）

 h . 副腎髄質 解剖生理学  11章 -Ⅱ-B-6  副腎 （皮質と髄質） （P500～505）, 病理学  2編 -6章 -Ⅳ-A  病
態理解のための基礎知識 （P246～248）, 疾病6内分泌  1章 -Ⅰ-D  副腎皮質・髄質の構造
と機能 （P13～17）, 成人⑧内分泌 1編 -1章 -Ⅰ-D  副腎皮質・髄質の構造と機能 （P19～
23）, 生物学  5章 -③ -A-4-2）  髄質ホルモン （P156）

106-PM-27

 i . 腎臓 解剖生理学  6章 -Ⅰ-C-1  ホルモンの合成と分泌 （P223～224）, 11章 -Ⅱ-B-8  そのほか
のホルモン （P508～511）

 j . 性腺 解剖生理学  11章 -Ⅱ-B-7  性腺ホルモン （P505～508）, 疾病6内分泌  1章 -Ⅰ-F  性腺の
構造と機能 （P18）, 成人⑧内分泌  1編 -1章 -Ⅰ-F  性腺の構造と機能 （P24）, 疾病9女性
生殖器  1章 -Ⅱ-A  女性ホルモンと機能 （P256～261）, 成人⑩女性生殖器  1編 -1章 -Ⅱ
-A  女性ホルモンと機能 （P30～35）, 生物学  5章 -③ -A-6  生殖腺 （P157～159）

16.  生殖器系 A. 女性の生殖器系の構
造と機能

 a . 卵巣 解剖生理学  13章 -Ⅱ-B-1  卵巣 （P550～552）, 病理学  2編 -8章 -Ⅳ-A  病態理解のため
の基礎知識 （P272～273）, 疾病9女性生殖器  1章 -Ⅰ-B-4  卵巣 （P251～253）, 成人⑩
女性生殖器  1編 -1章 -Ⅰ-B-4  卵巣 （P25～27）

 b . 卵管、子宮、腟 解剖生理学  13章 -Ⅱ-B-2  卵管 , 子宮 , 腟 （P552～554）, 病理学  2編 -8章 -Ⅰ-A  病態理
解のための基礎知識 （P266）, 疾病9女性生殖器  1章 -Ⅰ-B-1  腟 （P246～248）, Ⅰ-B-2  
子宮 （P248～250）, Ⅰ-B-3  卵管 （P250）, 成人⑩女性生殖器  1編 -1章 -Ⅰ-B-1腟 （P20
～22）, Ⅰ-B-2子宮 （P22～24）, Ⅰ-B-3卵管 （P24）

 c . 外陰部・会陰の構造 解剖生理学  13章 -Ⅱ-B-3  外陰部 , 会陰 （P554～555）  
 d . 性周期 解剖生理学  13章 -Ⅱ-B-5  性周期 （P556～558）, 疾病9女性生殖器  1章 -Ⅱ-B  月経の生

理と機能 （P262～266）, 成人⑩女性生殖器  1編 -1章 -Ⅱ-B  月経の生理と機能 （P36～
40）

107-AM-69

 e . 妊娠、分娩、産褥 解剖生理学  13章 -Ⅲ  受精と胎児の成長 （P558～576）, 母性看護学②  3編 -1章 -Ⅰ  妊
娠期の身体のしくみ （P10～32）, 2章 -Ⅰ  分娩の生理 （P98～118）, 3章 -Ⅰ  産褥の経過 
（P160～170）

 f . 妊娠・分娩に伴う変化 解剖生理学  13章 -Ⅲ  受精と胎児の成長 （P558～576）, 母性看護学②  3編 -1章 -Ⅰ-D  
妊娠時の母体の変化 （P26～32）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

16.  生殖器系 A. 女性の生殖器系の構
造と機能

 g . 乳房 解剖生理学  13章 -Ⅱ-B-4  乳房 （P555～556）, 疾病9女性生殖器  1章 -Ⅰ-D  乳房 （乳腺） 
の構造 （P254～258）, 成人⑩女性生殖器  1編 -1章 -Ⅰ-D  乳房 （乳腺） の構造 （P28～
30）, 母性看護学②  3編 -3章 -Ⅰ-D-1  産褥期の乳腺の解剖 （P167）, Ⅰ-D-2  乳腺の変化
と乳汁分泌の機序 （P167～169）

B. 男性の生殖器系の構
造と機能

 a . 精巣と精路 解剖生理学  13章 -Ⅱ-A-1  精巣 （P544～545）, 13章 -Ⅱ-A-2  精路 （P545～546）, 病理
学  2編 -9章 -Ⅰ-A  病態理解のための基礎知識 （P280）, 疾病9腎・泌尿器  1章 -Ⅴ  男性
生殖器の構造と機能 （P20～22）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -1章 -Ⅴ  男性生殖器の構造と機
能 （P30～32）

 b . 精子の形成 解剖生理学  13章 -Ⅱ-A-5  精子の形成 （P548～549）, 疾病9腎・泌尿器  1章 -Ⅴ  男性生
殖器の構造と機能 （P20～22）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -1章 -Ⅴ  男性生殖器の構造と機能 
（P30～32）, 生物学  7章 -① -A  精子の形成 （P182～184）

 c . 精巣上体、精管、前立
腺、陰茎

解剖生理学  13章 -Ⅱ-A  男性の生殖器 （P544～549）, 病理学  2編 -9章 -Ⅱ-A  病態理解
のための基礎知識 （P282）

C. 受精と発生  a . 受精 解剖生理学  13章 -Ⅲ-B  受精 （P559～560）, 病理学  2編 -8章 -Ⅴ-A  病態理解のための
基礎知識 （P275）, 母性看護学②  3編 -1章 -Ⅰ-B-2  受精 （P14～15）, 生物学  7章 -② -
受精 （P187～189）

 b . 着床 解剖生理学  13章 -Ⅲ-C  着床 （P560～561）

 c . 胎児の発生 解剖生理学  13章 -Ⅲ-D  初期発生 （P561～566）, 病理学  2編 -8章 -Ⅴ-A  病態理解のた
めの基礎知識 （P275）, 疾病9女性生殖器  1章 -Ⅲ  性の分化・発育 （P267～273）, 成人
⑩女性生殖器  1編 -1章 -Ⅲ  性の分化・発育 （P41～47）, 母性看護学②  3編 -1章 -Ⅰ-C  
胎児の成長・発達 （P16～26）

17.  成長と老化 A. 成長による変化  a . 成長による組織・臓器
の形態的変化

解剖生理学  13章 -Ⅲ-F  ヒトの成長 （P568～570）, 13章 -Ⅳ-A  生後発達 （P576～581）, 
13章 -Ⅳ-B  思春期 （P582～584）, 成人①成人概論  1章 -Ⅱ  成長・発達過程からみた成人
の特徴 （P11～38）, 母性看護学①  1編 -3章 -Ⅲ  ライフサイクルにおけるセクシュアリティ
の発達と健康問題 （P82～83）, 2編 -1章  女性の生涯における身体の変化 （P212～224）

 b . 成長による臓器の機能
的変化

解剖生理学  13章 -Ⅲ-F  ヒトの成長 （P568～570）, 13章 -Ⅳ-A  生後発達 （P576～581）, 
13章 -Ⅳ-B  思春期 （P582～584）, 成人①成人概論  1章 -Ⅱ  成長・発達過程からみた成人
の特徴 （P11～38）, 母性看護学①  1編 -3章 -Ⅲ  ライフサイクルにおけるセクシュアリティ
の発達と健康問題 （P82～83）, 2編 -1章  女性の生涯における身体の変化 （P212～224）

B. 老化による変化  a . 老化による組織・臓器
の形態的変化

解剖生理学  13章 -Ⅳ-C  組織および臓器の加齢変化 （P584～590）, 老年看護学①  1章 -
Ⅳ-A-2  老化の身体的特徴 （P19～25）

 b . 老化による臓器の機能
的変化

解剖生理学  13章 -Ⅳ-C  組織および臓器の加齢変化 （P584～590）, 老年看護学①  1章 -
Ⅳ-A-2  老化の身体的特徴 （P19～25）
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疾病の成り立ちと回復の促進

目標Ⅰ 	  健康から疾病を経て回復に至る過程について基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

1.  健康の維持増進 A. 疾病の予防・早期発
見

 a . 健康診断、健康診査 公衆衛生学  1編 -6章 -Ⅱ健康診断・診査と健康管理 （P153～154）, 関係法規 9章 -B-4 健
康診断 （P194～195）, 10章 -Ⅰ-B-3 健康診断 （P203～204）

 b . 予防接種 公衆衛生学  1編 -1章 -Ⅲ-A-1 -② 感染症の発症の過程と予防 （P24）, 2編10章 -C-1-①  
予防接種法 （P323）, 関係法規 3章 -E 予防接種法 （P93～96）

 c . 健康教育 公衆衛生学  1編 -6章 -Ⅲ 健康教育への取り組み （P154～159）

2.  疾病の成立と疾病か
らの回復

A. 疾病の要因  a . 内因、外因 病理学  1編 -1章 -Ⅱ  病気とは何か （P2～8）, 2章 -Ⅱ  老化 （P12～17）, 11章  生活習慣
病 （P141～152）, 現代医療論  2章 -Ⅱ-C  疾病の成り立ち -原因 （P40～70）

 b . 生活習慣 病理学  1編 -1章 -Ⅱ  病気とは何か , Ⅲ  病気の見方 （P2～8）, 9章  環境による疾患 
（P113～122）, 11章  生活習慣病 （P141～152）, 現代医療論  2章 -Ⅲ-A  国民の健康に
関する問題の背景 （P71～80）, 公衆衛生学  1編 -4章 -Ⅻ  メタボリックシンドローム 
（P287～294）, 2編 -3章 -D 生活習慣病予防活動 （P212～219）, G 成人保健の課題と展
望 （P224～225）, 成人①成人概論  3章 -Ⅱ-C -3  生活習慣病 （P144～149）

105-PM-71

 c . ストレス 公衆衛生学  2編 -3章 -D-5 メンタルヘルスケア : 自殺対策 （P215～216）

B. 生体の回復  a . 回復過程 病理学  1編 -1章 -Ⅳ  創傷，修復 （P9）
 b . 回復に影響する身体的
／心理・社会的要因

病理学  1編 -1章 -Ⅱ  病気とは何か （P2～4）, 2章 -Ⅱ  老化 （P12～17）, 現代医療論  2
章 -Ⅲ-C  健康づくりの概要 （P84～109）

目標Ⅱ 	  疾病の要因と生体反応について基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

3.  基本的な病因と 
その成り立ち

A. 細胞の障害  a . 萎縮、変性、肥大 病理学  1編 -3章 -Ⅱ-A  変性 （P25～27）, 1編 -3章 -Ⅱ-C  萎縮 （P29）
 b . 壊死〈ネクローシス〉と
アポトーシス

病理学  1編 -3章 -Ⅱ-B  壊死とアポトーシス （P27～28） 105-PM-30

 c . 創傷と治癒 病理学  1編 -3章 -Ⅲ-A  肥大と過形成 （P30～31）, Ⅲ-B  再生 （P31）, 1編 -3章 -Ⅳ  創傷 , 
修復 （P32～36）

B. 生体の障害  a . 循環障害、臓器不全 病理学   2編 -1章 -Ⅰ-B-2  虚血性心疾患 （P171～172）, 疾病2循環器  意識障害・失神 
（P47～49）, Ⅴ  ショック （P50～52）, 成人③循環器  1編 -2章 -Ⅳ  意識障害・失神 （P59
～61）, Ⅴ  ショック （P62～64）

107-PM-74

 b . 炎症、損傷 病理学  1編 -4章  炎症 （P37～48）, 12章 -Ⅳ  血管炎 （P160～161） 106-PM-76, 83

 c . 免疫異常、アレルギー 病理学  1編 -5章 -Ⅳ  アレルギー （P59～62）, 12章 -Ⅲ  自己免疫疾患 （P157～159）, 疾
病7アレルギー・免疫  1章  免疫とアレルギーの基礎知識 （P120～129）, 成人⑨アレル
ギー・免疫  1編 -1章  免疫とアレルギーの基礎知識 （P188～197）

 d . 内分泌・代謝異常 〈別巻〉病態と診療  1章 -⑤  代謝異常 （P14～21）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

3.  基本的な病因と 
その成り立ち

B. 生体の障害  e . 廃用症候群 基礎看護学③  4編 -4章 -Ⅲ 運動機能の維持・回復のための援助 （P115～118）
 f . 老年症候群 在宅介護論  4章 -Ⅷ-A-3-2  老年症候群 （P257～260）
 g . 遺伝子異常、先天異常 病理学  1編 -7章  先天異常 （P79～91） 107-AM-28

 h . 腫瘍 病理学  1編 -10章  癌 （P123～139）
 i . 中毒、放射性障害 病理学  1編 -9章 -3-A 放射線 （P117～118）, 公衆衛生学  1編 -2章 -Ⅳ-A-3 問題解明に向

けた中毒学の基本 （P53～56）  

C. 感染  a . 人と病原体の関わり 病理学  1編 -8章  感染症 （P93～111）, 微生物学  1章 -Ⅱ  微生物の性状の主な相違点 
（P3～5）, 2章  感染と発症 （P23～32）, 4章 -Ⅰ  感染症の成立 （P68～71）, 5章  微生物
と感染症 （P81～136）, 疾病7感染症  1章  感染症の基礎知識 （P4～14）, 成人⑨感染症  
1編 -1章  感染症の基礎知識 （P12～22）, 〈別巻〉臨床検査  8章 -③  病原微生物の種類と
その概要 （P173～194）

105-PM-31, 70

 b . ウイルス 病理学  1編 -8章 -Ⅱ-A ウイルス （P94～95）, 微生物学  5章 -Ⅴ  ウイルス （P115～
131）

106-AM-86

 c . 細菌 成人②呼吸器  1編 -4章 -Ⅰ-D-1-1） 原因微生物による分類 （P169～170）
 d . 真菌 病理学  1編 -8章  Ⅱ-C 真菌 （P96～97）, 微生物学  5章 -Ⅳ  真菌 （P110～114）
 e . 薬剤耐性〈AMR〉（多剤
耐性菌）

微生物学  7章 -Ⅱ-A-4  耐性菌の耐性機作 （耐性機序） （P175～176）, 薬理学  2編 -8章 -
Ⅰ-E  耐性 （P183）, 公衆衛生学  1編 -2章 -Ⅶ-2  薬剤耐性菌への対策 （P79～80）

107-PM-73

目標Ⅲ 	  疾病に対する診断・治療について基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

4.  疾病に対する医療 A. 疾病の診断の基本と
方法

 a . 医療面接（問診）、身体
診察（視診・触診・聴
診・ 打診）

現代医療論  3章 -Ⅲ-A-1  疾病の診断 （P119～128）, 〈別巻〉病態と診療 3章 -1-A  診断と
その進め方 （P182～213）

 b . 検体検査 〈別巻〉臨床検査 9章  病理学的検査 （P196～211） 108-PM-74

 c . 生体機能検査 〈別巻〉臨床検査 10章  生理機能検査 （P214～250） 106-AM-34

 d . 画像検査 現代医療論  3章 -Ⅲ-A-1-4-2  臨床検査の種類 （P124～125） 108-AM-86, 108-PM-40, 
106-AM-31

 e . 内視鏡検査 〈別巻〉臨床検査  3章  一般検査 （P23～45）, 4章  血液検査～11章  POCT－ベッドサイ
ドでの簡易な検査－ （P48～267）

103-PM-83

 f . 心理・精神機能検査 精神看護学②  2章 -Ⅱ-B  一般検査 （P49～57）, Ⅱ-C  心理検査 （P57～61） 103-PM-84

B. 疾病に対する薬物療
法

 a . 与薬方法 薬理学  1編 -序章 -C  薬物治療における看護師の役割 （P6～7）, 基礎看護学③  5編 -3章 -
Ⅰ  与薬に関する基礎知識 （P278～287）

 b . 薬物動態（吸収、分布、
代謝、排泄）

薬理学  1編 -2章 -Ⅰ  薬の体内運命と薬効 （P24～31）, 〈別巻〉治療法概説  1編 -1章 -Ⅲ 
薬物の濃度 （P16～21）

 c . 薬効 微生物学  7章 -Ⅱ-A-2  抗菌薬の作用機序 （作用機序） （P168～174）, 薬理学  1編 -2章 -
Ⅰ  薬の体内運命と薬効 （P24～30）, 2編  薬物療法の実際 （P57～272）

104-PM-34

 d . 薬理作用と副作用（有害
事象）

薬理学  1編 -序章 -B  薬理学とその構成分野 （P4～6）, 1編 -1章 -D  薬物有害作用 （P15
～16）, 2章  生体機能と薬 （P23～49）

108-PM-78, 107-PM-29, 
104-PM-84
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

4.  疾病に対する医療 C. 疾病に対する薬物療
法以外の治療

 a . 手術、麻酔 薬理学  2編 -2章 -Ⅱ  全身麻酔薬 （P70～73）, 基礎看護学④  5章 -Ⅴ  手術療法と看護 
（P251～259）, 疾病2循環器  3章 -Ⅲ-F  手術療法 （P128～145）, G  各種手術法 （P146
～157）, 成人③循環器  1編 -3章 -Ⅲ-F 手術療法 （P140～157）, G 各種手術法 （P158～
169）, 2編 -3章 -Ⅱ-F 手術療法 （P398～412）, 〈別巻〉臨床外科Ⅰ  3章  麻酔と看護 
（P105～142）

 b . 放射線治療 病理学  1編 -9章 -Ⅲ-A  放射線 （P117～118）, 基礎看護学④  5章 -Ⅹ  放射線療法と看護 
（P297～310）, 〈別巻〉放射線診療  2章  癌と放射線診療 （P29～75）, 3章  放射線診療と
看護 （P77～170）

106-AM-32

 c . 輸血（輸液療法・輸血） 薬理学  2編 -14章 -Ⅱ  輸液・栄養製剤 （P257～258）, 基礎看護学③  5編 -3章 -Ⅴ  輸血
療法 （P336～345）, 疾病5血液・造血器  3章 -Ⅲ-D  輸血療法 （P79～86）, 成人④血液・
造血器  1編 -3章 -Ⅲ-D  輸血療法 （P93～100）, 〈別巻〉臨床外科Ⅰ  1章 -①  注射 , 輸液・
②  輸血 （P24～43）, 5章  輸液と看護 , 6章  輸血と看護 （P183～210）

 d . リハビリテーション、
運動療法

成人①成人概論  5章 -Ⅳ-B  リハビリテーションと看護 （P283～296）, 疾病2循環器  3
章 -Ⅲ-H  心臓リハビリテーション （P157～160）, 成人③循環器  1編 -3章 -Ⅲ-H 心臓リハ
ビリテーション （P169～172）, 2編 -3章 -Ⅱ-G  心臓リハビリテーション （P412～414）, 
〈別巻〉リハビリ看護  7章  リハビリテーション医療・看護の課題 （P385～410）

108-PM-79

 e . 食事療法 疾病2循環器  3章 -Ⅲ-B  食事療法 （P104～108）, 成人③循環器  1編 -3章 -Ⅲ-B 食事療
法 （P116～120）, 2編 -3章 -Ⅱ-B 食事療法 （P390～391）, 〈別巻〉治療法概説  1編 -2章 
食事療法 （P39～75）

 f . 臓器移植、再生医療 病理学  1編 -5章 -Ⅴ  移植臓器 , 組織に対する免疫反応 （P62～63）, 基礎看護学④  5章 -
Ⅷ  人工臓器装着 /臓器移植を必要とする患者の看護 （P274～282）, 疾病1呼吸器  3章 -
Ⅲ-J  肺移植 （P151～153）, 成人②呼吸器  1編 -3章 -Ⅲ-J  肺移植 （P163～165）, 疾病9
腎・泌尿器  3章 -Ⅲ-D  腎移植 （P114～116）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -3章 -Ⅲ-D  腎移植 
（P124～126）

105-PM-76

 g . 人工臓器・透析 疾病9腎・泌尿器  3章 -Ⅲ-B  透析療法 （P101～109）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -3章 -Ⅲ-B  
透析療法 （P111～119）

 h . 精神療法 現代医療論  3章 -Ⅲ-A-2-10）精神 （心理）療法 （P147～148）, 基礎看護学④  5章 -Ⅺ  精
神療法を受けている患者の看護 （P310～319）, 精神看護学②  3章 -Ⅲ-D  精神療法 （P177
～189）

D. 医療による健康被害  a . 薬害（化学物質） 薬理学  1編 -序章 -A-5  医薬品の課題 （P4）
 b . ウイルス性肝炎 病理学  2編 -5章 -Ⅰ-B-1  ウイルス性肝炎 , 2  ウイルス性肝炎の病理 （P228～230）, 微

生物学  5章 -Ⅴ-3-5）  ウイルス性肝炎 （P124～125）, 疾病3消化器  4章 -Ⅵ-A  肝炎 
（P217～232）, 成人⑤消化器  1編 -4章 -Ⅵ-A  肝炎 （P227～242）

 c . 院内感染 統合と実践①医療安全  2章 -Ⅲ  基本的な医療関連感染対策 （P230～235）
 d . 針刺し事故 基礎看護学②  2編 -4章 -Ⅳ-E  針刺し・切創・血液曝露事故防止 （P288～290）, 統合と実

践①マネジメント  3編 -7章 -Ⅱ  看護師が被害者となる事故とその対策 （P120～122）
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目標Ⅳ 	  各疾患の病態と診断・治療について基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

5.  呼吸機能 A. 呼吸器系の疾患の病
態と診断・治療

 a . 炎症性疾患（気管支炎、
肺炎、間質性肺炎、胸
膜炎）

病理学  2編 -3章 -Ⅰ  肺の疾患 （P194～204）, 疾病1呼吸器  4章 -Ⅰ-A  気管支炎 （P157
～161）, Ⅰ-D  肺炎 （P164～173）, Ⅲ-A  胸膜炎 （P207～211）, Ⅵ-A  間質性肺炎 
（P225～229）, 成人②呼吸器  1編 -4章 -Ⅰ-A  気管支炎 （P169～173）, Ⅰ-D  肺炎 
（P176～185）, Ⅲ-A  胸膜炎 （P219～223）, Ⅵ-A  間質性肺炎 （P237～241）

 b . 気管支喘息 病理学  2編 -3章 -Ⅰ-B-2  気道系の疾患 （P197～199）, Ⅰ-B-3  慢性閉塞性肺疾患 
（COPD） （P199～200）, 疾病1呼吸器  4章 -Ⅱ-C  気管支喘息 （P201～204）, 成人②呼
吸器  1編 -4章 -Ⅱ-C  気管支喘息 （P213～216）

106-PM-28

 c . 慢性閉塞性肺疾患
〈COPD〉

疾病1呼吸器  4章 -Ⅱ-B  慢性閉塞性肺疾患 （COPD） （P193～201）, 成人②呼吸器  1編
-4章 -Ⅱ-B  慢性閉塞性肺疾患 （COPD） （P205～213）

107-PM-28

 d . 肺循環障害（肺高血圧、
肺塞栓症）

病理学  2編 -3章 -Ⅰ-B-6  肺循環障害 （P202）, 疾病1呼吸器  4章 -Ⅶ-A  肺血栓塞栓症 
（P242～245）, Ⅶ-D  肺高血圧症 （P250～254）,  成人②呼吸器  1編 -4章 -Ⅶ-A  肺血栓
塞栓症 （P254～257）, Ⅶ-D  肺高血圧症 （P262～266）

 e . 肺結核 疾病1呼吸器  4章 -Ⅰ-G  肺結核 （P178～188）, 成人②呼吸器  1編 -4章 -Ⅰ-G  肺結核 
（P190～200）

 f . 気胸 病理学  2編 -3章 -Ⅱ-B  代表的な疾患の病理 （P204）, 疾病1呼吸器  4章 -Ⅲ-C  気胸 
（P213～217）, 成人②呼吸器  1編 -4章 -Ⅲ-C  気胸 （P225～229）

104-PM-32

 g . 腫瘍（肺癌、中皮腫） 病理学  1編 -3章 -Ⅰ-B-7  原発性肺癌 （P203～204）, Ⅰ-B-8  転移性肺がん （P204）, 疾
病1呼吸器  4章 -Ⅸ-A  原発性肺がん （P259～268）, Ⅸ-D-4  胸膜中皮腫 （P270～272）,   
成人②呼吸器  1編 -4章 -Ⅸ-A  原発性肺がん （P271～280）, Ⅸ-D-4  胸膜中皮腫 （P282
～284）

6.  循環機能 A. 心臓の疾患の病態と
診断・治療
104-PM-33

 a . 先天性心疾患（心房中隔
欠損症、心室中隔欠損
症、動脈管開存症、
Fallot〈ファロー〉四徴
症）

病理学  2編 -1章 -Ⅰ-B-1  先天性心疾患 （P170～171）, 疾病2循環器  4章 -Ⅹ  先天性心
疾患 （P295～304）, 成人③循環器  1編 -4章 -Ⅹ  先天性心疾患 （P307～316）, 〈別巻〉臨
床外科Ⅱ  1章 -① -A-5-1）  先天性心疾患に対する手術 （P17～30）

 b . 虚血性心疾患（狭心症、
急性冠症候群）

病理学  2編 -1章 -Ⅰ-B-2  虚血性心疾患 （P171）, 疾病2循環器  4章 -Ⅲ  虚血性心疾患 
（P204～224）, 成人③循環器  1編 -4章 -Ⅲ  虚血性心疾患 （P216～236）

108-PM-80

 c . 心筋症（肥大型心筋症、
拡張型心筋症）

病理学  2編 -1章 -Ⅰ-B-3  心筋疾患 （P172～173）, 疾病 2循環器  4章 -Ⅵ  心筋疾患 
（P238～247）, 成人③循環器  1編 -4章 -Ⅵ  心筋疾患 （P250～259）

 d . 心不全（急性心不全、慢
性心不全）

病理学  2編 -1章 -Ⅰ-A-2  心不全 （P169～170）, 疾病2循環器  4章 -Ⅰ  心不全 （P164
～177）, 成人③循環器  1編 -4章 -Ⅰ  心不全 （P176～189）

 e . 心タンポナーデ 疾病2循環器  4章 -Ⅶ-2  心タンポナーデ （P248～249）, 成人③循環器  1編 -4章 - Ⅶ-2 
心タンポナーデ （P260～261）

108-PM-28

 f . 不整脈（上室性頻脈性不
整脈、心室性頻脈性不
整脈、徐脈性不整脈）

疾病2循環器  4章 -Ⅱ  不整脈 （P177～204）, 成人③循環器  1編 -4章 -Ⅱ  不整脈 （P189
～216）, 〈別巻〉臨床検査  10章 -① -A-5  異常心電図 （P220～224）

104-AM-87

 g . 炎症性疾患（感染性心内
膜炎、心筋炎、収縮性
心膜炎）

病理学  2編 -1章 -Ⅰ-B-4  心臓の炎症 , 心内膜炎 （P173～174）, Ⅰ-B-5  心臓弁膜症 
（P174～175）, 疾病2循環器  4章 -Ⅵ-C  心筋炎 （P245～247）, Ⅶ  心膜疾患 （P247～

250）, 成人③循環器  1編 -4章 -Ⅵ-C  心筋炎 （P257～259）, Ⅶ 心膜疾患 （P259～262）
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6.  循環機能 A. 心臓の疾患の病態と
診断・治療
104-PM-33

 h . 弁膜症（大動脈弁疾患、
僧帽弁疾患）

疾病2循環器  4章 -Ⅳ  弁膜症 （P225～238）, 成人③循環器  1編 -4章 -Ⅳ  弁膜症 （P237
～250）

B. 血管系の疾患の病態
と診断・治療

 a . 大動脈瘤、大動脈解離 病理学  2編 -1章 -Ⅱ-B-1  大動脈瘤 （P175～176）, 疾病2循環器  4章 -Ⅷ  大動脈心疾患 
（P251～260）, 成人③循環器  1編 -4章 -Ⅷ-A  大動脈心疾患 （P263～272）, 〈別巻〉臨床
外科Ⅱ  1章 -② -A-4-1）  大動脈疾患 （P55～61）

 b . 閉塞性動脈硬化症 病理学  2編 -1章 -Ⅱ-B-3  閉塞性動脈硬化症 （P176）, 疾病2循環器  4章 -Ⅷ-B-1  閉塞性
動脈硬化症 （P260～263）, 成人③循環器  1編 -4章 -Ⅷ-B-1  閉塞性動脈硬化症 （P272～
275）

 c . 挫滅症候群 小児看護学②  7章 -�-C-1  災害発生直後の現場における活動 （急性期）脚注 （P589）
 d . 下肢静脈瘤、深部静脈
血栓症

病理学  2編 -1章 -Ⅱ-C-1  静脈瘤 （P177）, 疾病2循環器  4章 -Ⅷ-C-2  深部静脈血栓症 
（P267～271）, C-4  下肢静脈瘤 （P274～276）, 成人③循環器  1編 -4章 -Ⅷ-C-2  深部静
脈血栓症 （P279～283）, C-4  下肢静脈瘤 （P286～288）

C. 血圧異常の病態と診
断・治療

 a . 動脈硬化症 病理学  1編 -11章 -Ⅱ  動脈硬化 （P142～145） 105-AM-69

 b . 本態性高血圧 病理学  1編 -11章 -Ⅲ  高血圧 （P145～148）, 疾病 2循環器  4章 -Ⅺ -D-1  高血圧症 
（P282～292）, 成人③循環器  1編 -4章 -Ⅺ -D-1  高血圧症 （P294～304）, 疾病9腎・泌
尿器  2章 -Ⅰ-D-1  高血圧 （P30～31）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -2章 -Ⅰ-D-1  高血圧 （P40
～41）

 c . 二次性高血圧 病理学  1編 -11章 -Ⅲ  高血圧 （P145～148）, 疾病2循環器  4章 -Ⅺ -D-1  高血圧症 
（P282～292）, 成人③循環器  1編 -4章 -Ⅺ -D-1  高血圧症 （P294～304）, 疾病9腎・泌
尿器  2章 -Ⅰ-D-1  高血圧 （P30～31）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -2章 -Ⅰ-D-1  高血圧 （P40
～41）

 d . 起立性低血圧 成人③循環器  1編 -4章 -Ⅺ -D-1-③  起立性低血圧 （P293） 起立性低血圧 （P305） 106-AM-74

D. ショックの病態と診
断・治療

 a . 心原性ショック 疾病2循環器  2章 -Ⅴ-①  心原性ショック （P51～52）, 成人③循環器  1編 -2章 -Ⅴ-5-①  
心原性ショック （P63～64）, 〈別巻〉治療法概説  2編 -10章 -2-3 心原性ショック （P346
～347）

 b . 出血性ショック 疾病2循環器  2章 -Ⅴ-5-②  循環血液量減少性ショック （P51）, 成人③循環器  1編 -2章 -
Ⅴ-5-②  循環血液量減少性ショック （P63）, 〈別巻〉治療法概説  2編 -10章 -2-1 循環血液
量減少性ショック （P345）

 c . 血流分布異常性ショッ
ク

疾病2循環器  2章 -Ⅴ-5-③  血液分布異常性ショック （P51）, 成人③循環器  1編 -2章 -Ⅴ
-5-③  血液分布異常性ショック （P63）, 〈別巻〉治療法概説  2編 -10章 -2-2  血液分布異常 
（不均衡）性ショック （P345～346）

7.  栄養の摂取・消化・
吸収・代謝機能

A. 口腔、咽頭の疾患の
病態と診断・治療

 a . 炎症性疾患（咽頭炎、 桃
炎）

疾病3消化器  2章 -Ⅰ  嚥下障害・誤嚥 （P28～30）, 成人⑤消化器  1編 -2章 -Ⅰ  嚥下障
害・誤嚥 （P38～40）, 〈別巻〉機能障害②消化・吸収  2章 -B  嚥下障害 （P48～53）

 b . う歯、歯周病 病理学  2編 -12章 -Ⅰ-B-1  歯とその周辺器官 （P313～314）
 c . 腫瘍（舌癌、咽頭癌） 病理学  2編 -12章 -Ⅰ-2  口腔・舌の疾患 （P314）, Ⅱ-A-3  咽頭の疾患 （P317）

B. 上部消化管の疾患の
病態と診断・治療

 a . 炎症性疾患（逆流性食道
炎、急性胃炎、慢性胃
炎、ヘリコバクターピ
ロリ感染症）

病理学  2編 -4章 -Ⅰ-B  代表的な疾患の病理 （P209～210）, 12章 -Ⅰ-B-2  口腔・舌の疾
患 （P314）, 疾病3消化器  4章 -Ⅰ  食道疾患 （P124～139）, Ⅱ  胃・十二指腸疾患 （P140
～157）, 成人⑤消化器  1編 -4章 -Ⅰ  食道疾患 （P134～149）, 成人⑤消化器  1編 -4章 -
Ⅱ  胃・十二指腸疾患 （P150～167）, 〈別巻〉臨床外科Ⅱ  3章  消化器系の外科 （P104～
228）

106-PM-79, 104-AM-86
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

7.  栄養の摂取・消化・
吸収・代謝機能

B. 上部消化管の疾患の
病態と診断・治療

 b . 潰瘍性疾患（胃潰瘍、十
二指腸潰瘍）

病理学  2編 -4章  消化管の疾患 （P208～224）, 疾病3消化器  4章 -Ⅱ  胃・十二指腸疾
患 （P140～157）, 成人⑤消化器  1編 -4章 -Ⅱ-D  胃・十二指腸潰瘍 （P157～160）, 〈別
巻〉臨床外科Ⅱ  3章  消化器系の外科 （P104～228）

 c . 腫瘍（食道癌、胃癌） 病理学  2編 -4章  消化管の疾患 （P208～224）, 疾病 3消化器  4章 -Ⅰ-C  食道がん 
（P130～137）, Ⅱ-E  胃がん （P151～157）, 成人⑤消化器  1編 -4章 -Ⅰ-C  食道がん  
（P140～147）, Ⅱ-E  胃がん （P161～167）, 〈別巻〉臨床外科Ⅱ  3章  消化器系の外科 
（P104～228）

C. 下部消化管の疾患の
病態と診断・治療

 a . 炎症性疾患（潰瘍性大腸
炎、Crohn〈クローン〉 
病、虫垂炎、痔瘻）

病理学  2編 -4章 -B  代表的な疾患の病理 （P218～220） 106-AM-82

 b . イレウス 病理学  2編 -4章 -Ⅲ-A-2  イレウス （P217）, 疾病3消化器  4章 -Ⅲ-H  イレウス （P205
～208）, 成人⑤消化器  1編 -4章 -Ⅲ-H  イレウス （P215～218）, 〈別巻〉臨床外科Ⅰ  7章
-③ -G-4  麻痺性イレウス （P237～239）, H-5  癒着性イレウス （P241）, 〈別巻〉臨床外科
Ⅱ  3章 -A-3-1）  腸閉塞 （イレウス） （P184～189）

 c . 腫瘍（大腸ポリープ、結
腸癌、直腸癌）

病理学  2編 -4章 -B-4  ポリープ , ポリポーシス （P219）, B-5  大腸腺腫 , 大腸癌 （P219～
221）

 d . 排便障害（便秘、下痢） 疾病3消化器  2章 -Ⅶ  下痢 （P42～44）, Ⅷ  便秘 （P45～48）, 成人⑤消化器  1編 -2章 -
Ⅶ  下痢 （P52～54）, Ⅷ  便秘 （P55～58）,  成人⑥脳・神経  1編 -2章 -Ⅹ-3  便秘・便失
禁 （P93）

108-PM-103

D. 肝臓・胆嚢・膵臓の
疾患の病態と診断・
治療
108-PM-91

 a . 炎症性疾患（肝炎、胆管
炎、膵炎）

病理学  2編 -5章 -Ⅰ-B-1  ウイルス性肝炎 （P228～229）, Ⅰ-B-2  ウイルス性肝炎の病理 
（P229～230）, Ⅲ-B-1  急性膵炎 , 慢性膵炎 （P235～236）, 疾病3消化器  4章  消化器の
疾患と診療 （P124～283）, 成人⑤消化器  1編 -4章  消化器の疾患と診療 （P134～293）

 b . 肝硬変 病理学  2編 -5章 -Ⅰ-B-4  肝硬変症 （P231）, 疾病3消化器  4章 -Ⅵ-C  肝硬変 （P237～
243）, 成人⑤消化器  1編 -4章 -Ⅵ-C  肝硬変 （P247～253）

 c . 腫瘍（肝癌、胆嚢癌、胆
管癌、膵癌）

病理学  2編 -5章 -Ⅱ-B-2  肝外胆管癌 , 胆囊癌 （P234）, Ⅲ-B-2  膵癌 （P236）, Ⅲ-B-3  膵
癌以外の膵腫瘍 （P236）, 疾病3消化器  4章  消化器の疾患と診療 （P124～283）, 成人⑤
消化器 1編 -4章  消化器の疾患と診療 （P134～293）, 〈別巻〉臨床外科Ⅱ  3章  消化器系
の外科 （P104～228）

 d . 脂肪肝、アルコール性
肝炎

疾病3消化器  4章 -Ⅵ-A-6  アルコール性肝障害 （P230～232）, Ⅵ-B  脂肪肝・非アルコー
ル性脂肪性肝疾患（NAFLD） （P232～236）, 成人⑤消化器 1編 -4章 -Ⅵ-A-6  アルコール
性肝障害 （P240～242）, Ⅵ-B  脂肪肝・非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD） （P242～
246）, 〈別巻〉機能障害②栄養代謝  2章 -D  肝不全 （P234～242）

 e . 胆石症 病理学  2編 -5章 -Ⅰ-A-2  黄疸 （P227～228）, 疾病3消化器  4章 -Ⅶ-E  胆石症 （P264
～268）, 成人⑤消化器  1編 -4章 -Ⅶ-E  胆石症 （P274～278）

107-AM-70

E. 腹壁・腹膜・横隔膜
の疾患の病態と診断・
治療

 a . 鼠径ヘルニア 疾病3消化器  4章 -Ⅲ-G-1  鼠径ヘルニア （P201～202）, 成人⑤消化器  1編 -4章 -Ⅲ-G  
鼠径ヘルニア （P211～212）

108-AM-28

 b . 腹膜炎 疾病3消化器  4章 -Ⅲ-I  腹膜炎 （P208～210）, 成人⑤消化器  1編 -4章 -Ⅲ-I  腹膜炎 
（P218～220）

 c . 横隔膜ヘルニア、吃逆 疾病3消化器  2章 -Ⅱ  吃逆 （P30～31）, 4章 -Ⅲ-G-6  横隔膜ヘルニア （P204）, 成人⑤
消化器  1編 -2章 -Ⅱ  吃逆 （P40～41）, 4章 -Ⅲ-G-6  横隔膜ヘルニア （P214）, 疾病1呼
吸器  4章 -Ⅴ-C  横隔膜ヘルニア （P224～225）, 成人②呼吸器  1編 -4章 -Ⅴ-C  横隔膜ヘ
ルニア （P236～237）
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8.  内部環境調節機能 A. 内分泌系の疾患の病
態と診断・治療

 a . 間脳・下垂体疾患 病理学  2編 -6章 -Ⅰ  下垂体の疾患 （P240～242）, 疾病4脳・神経  4章 -Ⅴ-A-2-3  下垂
体腺腫 （P232～233）, �-C-2-1   下垂体腫瘍 （P278～279）, 成人⑥脳・神経  1編 -4章 -
Ⅴ-A-2-3  下垂体腺腫 （P242～243）, �-C-2-1  下垂体腫瘍 （P288～289）, 疾病6内分泌  
3章 -Ⅲ-B-1  下垂体手術 （P82～84）, 4章 -Ⅰ  間脳・下垂体疾患 （P94～107）, 成人⑧内
分泌  1編 -3章 -Ⅲ-B  手術 （P88～90）, 4章 -Ⅰ  間脳・下垂体疾患 （P100～113）, 〈別巻〉
臨床検査  7章 -② -A  下垂体検査 （P147～150）

 b . 甲状腺疾患（甲状腺機能
亢進症、甲状腺機能低
下症、甲状腺炎）

病理学  2編 -6章 -Ⅱ  甲状腺の疾患 （P242～244）, 疾病4脳・神経  4章 -�-C-2-2  甲状
腺疾患 （P279）, 成人⑥脳・神経  1編 -4章 -�-C-2-2  甲状腺疾患 （P289）, 疾病6内分泌  
4章 -Ⅱ-A  甲状腺機能障害 （P108～114）, B  甲状腺の炎症 （P115～121）, 成人⑧内分
泌  1編 -4章 -Ⅱ-A  甲状腺機能障害 （P114～120）, B  甲状腺の炎症 （P121～127）, 〈別
巻〉臨床外科Ⅱ  4章 -② -A  甲状腺の外科 （P251～258）

 c . 副甲状腺〈上皮小体〉疾
患

病理学  2編 -6章 -Ⅲ  副甲状腺の疾患 （P245～246）, 疾病4脳・神経  4章 -�-C-2-3  腹
甲状腺疾患 （P279）, 成人⑥脳・神経  1編 -4章 -Ⅻ -C-2-3  副甲状腺疾患 （P289）, 疾病6
内分泌  4章 -Ⅲ  副甲状腺（上皮小体）疾患 （P126～130）, 成人⑧内分泌  1編 -4章 -Ⅲ  副
甲状腺（上皮小体）疾患 （P132～136）, 〈別巻〉臨床外科Ⅱ  4章 -③ -A  上皮小体の外科 
（P261～265）

 d . 副腎皮質・髄質疾患 病理学  2編 -6章 -Ⅳ  副腎の疾患 （P246～249）, 疾病4脳・神経  4章 -�-C-2-4  副腎疾
患 （P279～280）, 成人⑥脳・神経  1編 -4章 -Ⅻ -C-2-4  副腎疾患 （P289～290）, 疾病6
内分泌  4章 -Ⅳ  副腎皮質・髄質疾患 （P130～134）, 成人⑧内分泌  1編 -4章 -Ⅳ  副腎皮
質・髄質疾患 （P136～140）, 〈別巻〉臨床外科Ⅱ  4章 -④ -A  副腎の外科 （P267～273）

108-PM-46

 e . 腫瘍（下垂体腫瘍、甲状
腺癌）

病理学  2編 -6章 -Ⅳ-B-3  多発性内分泌腫瘍 （P248～249）, 疾病6内分泌  4章 -Ⅰ-A  視
床下部・下垂体前葉疾患 （P94～104）, 成人⑧内分泌  1編 -4章 -Ⅰ-A  視床下部・下垂体
前葉疾患 （P100～110）, 

B. 代謝異常の疾患の病
態と診断・治療

 a . メタボリックシンド
ローム、肥満症

病理学  1編 -11章 -Ⅴ  肥満症 （P150～152）, 疾病2循環器  4章 -Ⅲ-D-7  メタボリック
シンドローム （P222～223）, 成人③循環器  1編 -4章 -Ⅲ-D-7  メタボリックシンドロー
ム （P234～235）, 疾病6栄養・代謝  4章 -Ⅱ  肥満症 （P230～241）, Ⅲ  メタボリックシ
ンドローム （P241～245）, 成人⑧栄養・代謝  1編 -4章 -Ⅱ  肥満症 （P334～345）, Ⅲ  
メタボリックシンドローム （P345～349）

 b . 糖尿病 栄養生化学  3章 -Ⅴ-A  糖尿病 （P67～68）, 病理学  1編 -11章 -Ⅳ  糖尿病 （P138～
140）, 疾病6栄養・代謝  4章 -Ⅰ  糖尿病 （P182～229）, 成人⑧栄養・代謝  1編 -4章  
糖尿病 （P286～333）

108-AM-30, 108-PM-83, 
105-AM-15

 c . 脂質異常症 栄養生化学  4章 -Ⅶ-A  脂質異常症と動脈硬化 （P98～103）, 疾病6栄養・代謝  4章 -Ⅳ  
脂質異常症 （P245～255）, 成人⑧栄養・代謝  1編 -4章 -Ⅳ  脂質異常症 （P349～359）

 d . 高尿酸血症、痛風 栄養生化学  10章 -Ⅱ-B  プリン体の代謝と痛風・高尿酸血症 （P170）, 疾病6栄養・代謝  
4章 -Ⅴ  痛風 （P256～262）, 成人⑧栄養・代謝  1編 -4章 -Ⅴ  痛風 （P360～366）

 e . ビタミン欠乏症 病理学  1編 -9章 -Ⅳ-B  ビタミン （P122）, 疾病6栄養・代謝  4章 -Ⅵ  ビタミン欠乏症・
過剰症 （P263～268）, 成人⑧栄養・代謝 1編 -4章 -Ⅵ  ビタミン欠乏症・過剰症 （P367
～372）, 〈別巻〉機能障害②栄養代謝  1章 -② -C-1-1  利用物質の不足による健康への影響 
（P204～206）

C. 体液調節の疾患の病
態と診断・治療

 a . 水・電解質の異常（脱水、
浮腫、低ナトリウム血
症、高カリウム血症）

疾病9腎・泌尿器  2章 -Ⅰ-E  水・電解質の異常 （P33～39）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -2
章 -Ⅰ-E  水・電解質の異常 （P43～49）

108-AM-50

 b . 酸塩基平衡の異常（アシ
ドーシス、アルカロー
シス）

疾病9腎・泌尿器  2章 -Ⅰ-F  酸ー塩基平衡の障害 （P40～41）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -2
章 -Ⅰ-F  酸ー塩基平衡の障害 （P50～51）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

9.  造血機能 A. 血液・造血器の疾患
の病態と診断・治療

 a . 貧血（鉄欠乏性貧血、巨
赤芽球性貧血、溶血性
貧血、骨髄異形成症候
群、二次性貧血）

病理学  2編 -2章 -Ⅰ-B-1  貧血 （P180～183）, 疾病5血液・造血器  2章 -A  貧血 （P28
～31）, 4章 -Ⅰ  赤血球系疾患 （P92～109）, 成人④血液・造血器  1編 -2章 -A  貧血 （P42
～45）, 4章 -Ⅰ  赤血球系疾患 （P106～123）, 〈別巻〉臨床検査  4章 -① -A-5-2）貧血 
（P51）

 b . 白血球減少症 病理学  2編 -2章 -Ⅰ-B-3  白血球増加症と減少症 （P183～184）, 疾病5血液・造血器  2
章 -C  白血球減少症 （P33～34）, 4章 -Ⅱ-F  好中球減少症（無顆粒球症） （P140～141）, 
成人④血液・造血器  1編 -2章 -C  白血球減少症 （P47～48）, 4章 -Ⅱ-F  好中球減少症 （無
顆粒球症） （P154～155）, 〈別巻〉臨床検査  4章 -① -B-4-2）  白血球減少 （P54）

104-PM-82

 c . 出血性疾患（血栓性血小
板減少性紫斑病〈TTP〉、
免疫性血小板減少性紫
斑病〈 ITP〉、播種性血
管内凝固〈DIC〉）

病理学  1編 -6章 -Ⅱ  止血のしくみと異常 （P66～68）, Ⅴ-D  播種性血管内凝固症候群 
（P77～78）, 疾病5血液・造血器  2章 -E  出血傾向（出血性素因） （P36～39）, 4章 -Ⅳ  出
血性疾患 （P161～178）, 成人④血液・造血器  1編 -2章 -E  出血傾向（出血性素因） （P50
～53）, 4章 -Ⅳ  出血性疾患 （P175～192）

106-PM-78

 d . 腫瘍（白血病、悪性リン
パ腫、多発性骨髄腫）

病理学  2編 -2章 -Ⅰ-B-4  白血病 （P184～186）, Ⅰ-B-6  多発性骨髄腫 （P186～187）, 
Ⅱ-B-2  悪性リンパ腫 （P188～190）, 疾病5血液・造血器  4章 -Ⅱ  白血球系疾患 （P109
～141）, Ⅲ-B  悪性リンパ腫 （P143～152）, Ⅲ-D  多発性骨髄腫 （P152～157）, 成人④
血液・造血器  1編 -4章 -Ⅱ  白血球系疾患 （P123～155）, Ⅲ-B  悪性リンパ腫 （P157～
166）, Ⅲ-D  多発性骨髄腫 （P166～171）

10.  免疫機能 A. 自己免疫疾患の病態
と診断・治療

 a . 全身性エリテマトーデ
ス〈SLE〉

病理学  1編 -12章 -Ⅲ-B  全身性エリテマトーデス （P158～159）, 疾病7膠原病  4章 -Ⅱ  
全身性エリテマトーデス （P239～243）, 成人⑨膠原病  1編 -4章 -Ⅱ  全身性エリテマトー
デス （P367～371）

106-PM-119

 b . 関節リウマチ 病理学  1編 -12章 -Ⅲ-A  関節リウマチ （P157～158）, 疾病7膠原病  4章 -Ⅰ  関節リウ
マチ （P234～239）, 成人⑨膠原病  1編 -4章 -Ⅰ  関節リウマチ （P362～367）, 疾病8運
動器  4章 -Ⅹ-B  関節リウマチ （P180～183）, 成人⑪運動器  1編 -4章 -Ⅹ  関節リウマチ 
（P190～193）

 c . Sjögren〈シェーグレン〉
症候群

病理学  1編 -12章 -Ⅲ-C  その他の自己免疫疾患 （P159）, 疾病7膠原病  4章 -Ⅷ  シェー
グレン症候群 （P255～257）, 成人⑨膠原病  1編 -4章 -Ⅷ  シェーグレン症候群 （P383～
385）

107-PM-30

B. アレルギー性疾患の
病態と診断・治療

 a . 花粉症（アレルギー性鼻
炎）

病理学  1編 -5章 -Ⅳ-A  Ⅰ型アレルギー, アナフィラキシー （P59～61）, 2編 -12章 -Ⅱ-B-
1  鼻腔の疾患 （P316～317）, 疾病7アレルギー・免疫  4章 -Ⅲ  アレルギー性鼻炎 （P158
～163）, 成人⑨アレルギー・免疫  1編 -4章 -Ⅱ  アレルギー性鼻炎 （P226～231）, 成人
⑬耳鼻咽喉  1編 -4章 -Ⅱ-B-5  アレルギー性鼻炎 （P129～130）

 b . 蕁麻疹 成人⑨アレルギー・免疫  2編 -4章 -Ⅰ  蕁麻疹患者の看護 （P286～287）, 疾病10皮膚  4
章 -Ⅰ-C-1  蕁麻疹 （P57～58）, 成人⑫皮膚  1編 -4章 -Ⅰ-C-1  蕁麻疹 （P65～66）

 c . 接触皮膚炎 病理学  2編 -13章 -Ⅰ-B-1  皮膚の炎症 （P324～326）, 疾病10皮膚  4章 -Ⅰ-A-2  接触皮
膚炎 （P49～50）, 成人⑫皮膚  1編 -4章 -Ⅰ-A-2  接触皮膚炎 （P57～58）

105-AM-70

 d . アナフィラキシー
ショック

疾病7アレルギー・免疫  4章 -Ⅷ  アナフィラキシー （P175～179）, 成人⑨アレルギー・
免疫  1編 -4章 -Ⅷ  アナフィラキシー （P243～247）

108-PM-84

C. 免疫低下に関連する
疾患の病態と診断・
治療

 a . 敗血症 病理学  1編 -8章 -Ⅲ-column 菌血症と敗血症 （P97）
 b . ヒト免疫不全ウイルス
〈HIV〉感染症

病理学  1編 -12章 -Ⅱ-B  後天性免疫不全症 （P155～157）, 疾病7感染症  ⅩⅥ  HIV感染症 
（P93～96）, 成人⑨感染症  1編 -4章 -ⅩⅥ  HIV感染症 （P103～106）, 母性看護学②  3編

-1章 -Ⅲ-L-9-11）  ヒト免疫不全ウイルス感染症 /後天性免疫不全症候群 （エイズ） （P84）, 
〈別巻〉臨床外科Ⅰ  1章 -② -G-3-2）  AIDS：HIV感染 （P41）

105-AM-82, 104-PM-31
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11.  神経機能 A. 中枢神経系の疾患の
病態と診断・治療

 a . 脳血管障害（脳内出血、
くも膜下出血、脳梗塞、 
もやもや病）

病理学  2編 -10章 -Ⅱ-2  循環障害 （P291～292）, 疾病4脳・神経  4章 -Ⅰ-Ｂ  脳梗塞 （脳
血栓 , 脳塞栓） （P162～174）, D  脳出血 （P176～180）, E  クモ膜下出血 （脳動脈瘤 , 脳
動静脈奇形） （P180～184）, F-7  もやもや病 （ウィリス動脈輪閉塞症） （P189～191）, 成
人⑥脳・神経  1編4章 -Ⅰ-Ｂ  脳梗塞 （脳血栓 , 脳塞栓） （P172～184）, D  脳出血 （P186
～190）, E  クモ膜下出血（脳動脈瘤 , 脳動静脈奇形） （P190～194）, F-7  もやもや病 （ウィ
リス動脈輪閉塞症） （P199～201）, 〈別巻〉臨床外科Ⅱ  5章 -① -D-2  脳血管障害 （P289
～294）

108-PM-94

 b . 頭蓋内圧亢進症 病理学  2編 -10章  中枢神経系の疾患 （P288～297）, 疾病4脳・神経  2章 -Ⅵ  頭蓋内圧
亢進症状と脳ヘルニア （P59～63）, 成人⑥脳・神経  1編 -2章 -Ⅶ  頭蓋内圧亢進症状と脳
ヘルニア （P69～74）

 c . 変性疾患（Parkinson
〈パーキンソン〉病、筋
萎縮性側索硬化症
〈ALS〉）

病理学  2編 -10章 -Ⅱ-5  変性疾患 （P294～295）, 疾病4脳・神経  4章 -Ⅲ-B-1  パーキ
ンソン病 （P210～212）, G-1  筋萎縮性側索硬化症 （P218～219）, 成人⑥脳・神経  1編
-4章 -Ⅲ-B-1  パーキンソン病 （P220～222）, G-1  筋萎縮性側索硬化症 （P228～229）

 d . 脱髄疾患（多発性硬化
症）

病理学  2編 -10章 -Ⅱ-5  変性疾患 （P294～295）, 疾病4脳・神経  4章 -Ⅱ-B-3-1  多発
性硬化症 （P205～207）, 成人⑥脳・神経  1編 -4章 -Ⅱ-B-3-1  多発性硬化症 （P215～
217）

104-AM-85

 e . 認知症（Alzheimer〈ア
ルツハイマー〉病、血管
性認知症、Lewy〈レ
ビー〉小体型認知症）

病理学  2編 -10章 -Ⅱ-5  変性疾患 （P294～295）, 疾病4脳・神経  4章 -�  認知症 （P288
～295）, 成人⑥脳・神経  1編 -4章 -�  認知症 （P298～305）, 老年看護学① 1章 -Ⅱ-C-1 
-①  神経認知障害 （認知症） （P7）, 3章 -Ⅰ-F-1 認知症の現状 （P67）, 4章 -Ⅱ-H-1 急性期
病院における認知症をもつ高齢者の看護 （P156～157）, 老年看護学②  4章 -Ⅰ  認知症と
看護 （P150～166）

108-PM-81, 106-AM-33, 58, 
105-AM-16

 f . 感染症（脳炎、髄膜炎） 病理学  2編 -10章 -Ⅱ-3  髄膜炎 , 脳腫瘍 （P292～293）, Ⅱ-4  脳・脊髄炎 （P293～
294）, 疾病4脳・神経  4章 -Ⅱ  脳・脊髄の感染症・炎症性疾患 （P193～209）, 成人⑥脳・
神経  1編 -4章 -Ⅱ  脳・脊髄の感染症・炎症性疾患 （P193～219）

 g . 頭部外傷 病理学  2編 -10章Ⅱ-1  頭部外傷 （P290～291）, 疾病4脳・神経  4章 -Ⅶ  頭部・脊髄の
外傷性疾患 （P239～246）, 成人⑥脳・神経  1編 -4章 -Ⅶ  頭部の外傷 （P249～256）, 〈別
巻〉臨床外科Ⅱ  5章 -① -D-3  頭部外傷 （P294～297）

 h . 脊髄損傷 疾病4脳・神経  4章 -Ⅶ-6  脊髄損傷 （P244～246）, 成人⑥脳・神経  1編 -4章 -Ⅶ-6  脊
髄損傷 （P254～256）, 成人⑪運動器  1編 -5章 -Ⅰ-A-2-4  脊椎骨折 （P124～125）, Ⅰ-E-
1  脊髄損傷 （P145～147）, 〈別巻〉臨床外科Ⅱ  5章 -① -E  脊髄疾患 （P297～299）

 i . 機能性疾患（てんかん） 疾病4脳・神経  4章 -Ⅳ  脳・脊髄の機能性疾患 （P221～230）, 成人⑥脳・神経  1編 -4
章 -Ⅳ  脳・脊髄の機能性疾患 （P231～240）

 j . 腫瘍（脳腫瘍） 疾病4脳・神経  4章 -Ⅴ-A  脳腫瘍 （P230～235）, 成人⑥脳・神経  1編 -4章 -Ⅴ-A  脳腫
瘍 （P240～245）, 病理学  2編 -10章 -Ⅱ-7  脳腫瘍：神経膠腫 （グリオーマ） （P296～
297）, Ⅱ-8  神経膠腫以外の脳腫瘍 （P297～298）, 〈別巻〉臨床外科Ⅱ  5章 -① -D-1  脳
腫瘍 （P284～289）

B. 神経系の疾患の病態
と診断・治療

 a . Guillain-Barré〈ギラ
ン・バレー〉症候群

病理学  2編 -11章 -Ⅲ-B-1  ギラン・バレー症候群 （P307）, 疾病4脳・神経  4章 -Ⅷ-A-2-
1  ギラン -バレー症候群 （P248～249）, 成人⑥脳・神経  1編 -4章 -Ⅷ-A-2-1  ギラン -バ
レー症候群 （P258～259）

 b . 圧迫性神経障害 疾病4脳・神経  4章 -Ⅷ-B-1-3  圧迫性ニューロパチー （P254～256）, 成人⑥脳・神経  1
編 -4章 -Ⅷ-B-1-3  圧迫性ニューロパチー （P264～266）

 c . 顔面神経麻痺（Bell〈ベ
ル〉麻痺）

疾病4脳・神経  4章 -Ⅷ-B-1  単ニューロパチー （P251～256）, 成人⑥脳・神経  1編 -4
章 -Ⅷ-B-1  単ニューロパチー （P261～266）

 d . 自律神経失調症 成人⑥脳・神経  1編 -4編 -Ⅳ-E  自律神経失調症 , 心身症 （P239-240）
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11.  神経機能 C. 感覚器系の疾患の病
態と診断・治療

 a . 視覚障害（白内障、緑内
障、網膜剝離、網膜症）

病理学  2編 -12章 -Ⅳ-B  代表的な疾患の病理 （P321～322）, 疾病4脳・神経  2章 -Ⅸ-A  
視力・視野障害 （P65～67）, 成人⑥脳・神経  1編 -2章 -Ⅷ-A  視力・視野障害 （P75～
77）, 疾病10眼  4章 -Ⅸ  眼底 （網膜） の疾患 （P232～246）, �-B  白内障 （P249～
252）, �  緑内障 （P254～260）, 成人⑫眼  1編 -4章 -Ⅸ  眼底 （網膜） の疾患 （P344～
358）, Ⅺ -B  白内障 （P361～364）, �  緑内障 （P366～372）, 〈別巻〉機能障害④視覚  1
章 -②  視覚機能とその障害 （P156～170）

 b . 聴覚障害（難聴、
Ménière〈メニエール〉
病）

病理学  2編 -12章 -Ⅲ-A-2  難聴 （P318）, Ⅲ-B  代表的な疾患の病理 （P318～320）, 疾病
4脳・神経  4章 -Ⅳ-D  メニエール症候群 （P228～229）, 成人⑥脳・神経  1編 -4章 -Ⅳ
-D  メニエール症候群 （P238～239）, 疾病10耳鼻咽喉  2章 -Ⅰ-C  難聴 （P300～302）, 
4章 -Ⅰ  耳疾患 （P368～386）, 成人⑬耳鼻咽喉  1編 -2章 -Ⅰ-C  難聴 （P38～40）, 4章 -
Ⅰ  耳疾患 （P106～124）, 〈別巻〉機能障害④聴覚  1章 -②  聴覚機能とその障害 （P224
～227）

 c . 嗅覚・味覚障害 病理学  2編 -12章 -Ⅰ-B  代表的な疾患の病理 （P313～314）, Ⅱ-B-1  鼻腔の疾患 
（P316）, Ⅱ-B-2  副鼻腔の疾患 （P316～317）, 疾病10耳鼻咽喉  2章 -Ⅱ-G  嗅覚障害 
（P305～306）, Ⅲ-E  味覚障害 （P307）, 成人⑬耳鼻咽喉  1編 -2章 -Ⅱ-G  嗅覚障害 （P43
～44）, Ⅲ-E  味覚障害 （P45）, 疾病10歯・口腔  2章 -Ⅱ-L  味覚障害 （P575～576）, 成
人⑬歯・口腔  1編 -2章 -Ⅱ-L  味覚障害 （P313～314）, 〈別巻〉機能障害④嗅覚  1章 -②  
嗅覚機能とその障害 （P258～265）, 〈別巻〉機能障害④味覚  1章 -②  味覚機能とその障害 
（P296～300）

 d . 皮膚障害（湿疹、アト
ピー性皮膚炎、帯状疱
疹、疥癬、蜂窩織炎）

病理学  2編 -13章 -Ⅰ-A-2  皮膚の病変 （P324）, Ⅰ-B  代表的な疾患の病理 （P324～
327）, 疾病10皮膚  4章 -Ⅰ-A  湿疹・皮膚炎群 （P48～56）, Ⅲ-E-3  蜂窩織炎（蜂巣炎） 
（P84）, Ⅲ-E-1  疥癬 （P91～92）, Ⅲ-F -1  帯状疱疹 （P93～95）, 成人⑫皮膚  1編 -4章 -
Ⅰ-A  湿疹・皮膚炎群 （P56～64）, Ⅲ-A-3  蜂窩織炎 （蜂巣炎） （P92）, Ⅲ-E-1  疥癬 （P99
～100）, Ⅲ-F-1  帯状疱疹 （P101～103）

12.  運動機能 A. 骨・関節の疾患の病
態と診断・治療
103-PM-35

 a . 骨折、脱臼、捻挫 病理学  1編 -3章 -Ⅳ-B  創傷治癒 （P33）, 成人⑪運動器  1編 -4章 -Ⅰ  骨折 （P104～
134）

 b . 骨粗鬆症 病理学  2編 -11章 -Ⅰ-B-1  骨粗鬆症 （P302～303）, 成人⑪運動器  1編 -4章 -ⅩⅥ-1  骨粗
鬆症 （P228～231）

 c . 腫瘍（骨肉腫） 病理学  2編 -11章 -Ⅰ-B-4  腫瘍様病変・良性腫瘍 （P303）, Ⅰ-B-5骨悪性腫瘍 （P304）, 
成人⑪運動器  1編 -4章 -�  骨腫瘍・軟部腫瘍 （P217～228）

 d . 変形性関節症 病理学  2編 -11章 -Ⅱ-B-1  変形性関節症 （P305）, 疾病8運動器  4章 -Ⅹ-G  関節の変性
疾患 :変形性関節症 （P188～190）, 成人⑪運動器  1編 -4章 -Ⅹ-G  関節の変性疾患 :変形
性関節症 （P198～200）, 老年看護学②  4章 -Ⅷ-B 変形性膝関節症 （P267～270）

 e . 腰痛症（椎間板ヘルニ
ア、腰部脊柱管狭窄症）

病理学  2編 -11章 -Ⅱ-B-3  椎間板ヘルニア （P306） 106-PM-29

 f . 炎症性疾患（骨・骨髄
炎、関節炎）

病理学  2編 -11章 -Ⅰ-B-3  炎症 （P303）

B. 筋肉・神経筋接合部
の疾患の病態と診断・
治療

 a . 筋ジストロフィー 病理学  2編 -11章 -Ⅳ-B-1  進行性筋ジストロフィー （P309）, 疾病4脳・神経  4章 -Ⅹ-A  
進行性筋ジストロフィー （P262～265）, 成人⑥脳・神経  1編 -4章 -Ⅹ-A  進行性筋ジス
トロフィー （P272～275）

 b . 重症筋無力症 疾病4脳・神経  4章 -Ⅸ-1  重症筋無力症 （myasthenia gravis） （P258～261）, 成人⑥脳・
神経  1編 -4章 -Ⅸ-1  重症筋無力症 （myasthenia gravis） （P268～271）, 病理学  2編
-11章 -Ⅳ-B-2  重症筋無力症 （P309）

107-AM-7
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

13.  排泄機能 A. 泌尿器系の疾患の病
態と診断・治療

 a . 腎炎、慢性腎臓病 病理学  2編 -7章 -Ⅰ-B  代表的な疾患の病理 （P257～260）, 疾病9腎・泌尿器  4章 -Ⅰ  
1次性糸球体疾患 （P122～129）, 4章 -Ⅸ  慢性腎臓病 （P162～168）, 成人⑦腎・泌尿器  
1編 -Ⅰ  1次性糸球体疾患 （P132～139）, 1編 -4章 -Ⅸ  慢性腎臓病 （P172～178）

 b . 炎症性疾患（腎盂腎炎、
膀胱炎）

病理学  2編 -7章  腎・泌尿器の疾患 （P254～264）, 疾病9腎・泌尿器  4章 -Ⅺ  腎・泌
尿器の感染症 （P168～179）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -4章 -Ⅺ  腎・泌尿器の感染症 （P178
～189）

 c . 腫瘍（腎癌、尿管癌、膀
胱癌）

病理学  2編 -7章 -Ⅰ-B-5  腎癌 （P260）, Ⅱ-B-4  腎盂癌 , 尿管癌 （P263）, Ⅲ-B-3  膀胱癌 
（P264）, 疾病9腎・泌尿器  4章 -�  腎・尿路・男性生殖器の腫瘍 （P204～220）, 成人
⑦腎・泌尿器  1編 -4章 -�  腎・尿路・男性生殖器の腫瘍 （P214～230）

 d . 腎・尿路結石 病理学  2編 -7章 -Ⅰ-A  病態理解のための基礎知識 （P254～256）, Ⅱ-A-2  尿路の閉塞 
（P261）, 疾病9腎・泌尿器  4章 -�  尿路閉塞 , 排尿機構の障害 （P188～204）, 成人⑦腎・
泌尿器  1編 -4章 -�  尿路閉塞 , 排尿機能の障害 （P198～214）

105-PM-82▲

 e . 排尿障害（過活動膀胱、
腹圧性尿失禁、夜尿症）

疾病9腎・泌尿器  4章 -�  尿路閉塞 , 排尿機構の障害 （P188～204）, 成人⑦腎・泌尿器  
1編 -4章 -�  尿路閉塞 , 排尿機能の障害 （P198～214）

105-PM-82▲

 f . 腎不全 病理学  2編 -7章 -Ⅰ-A-3  腎不全 （P255～256）, 疾病9腎・泌尿器  4章 -Ⅷ  急性腎障害 
（P155～162）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -4章 -Ⅷ  急性腎障害 （P165～172）

105-AM-83

14.  生殖機能 A. 生殖器系の疾患の病
態と診断・治療

 a . 女性生殖器の疾患（子宮
筋腫、子宮内膜症、卵
巣腫）

病理学  2編 -8章  女性生殖器の疾患 （P266～276）, 疾病9女性生殖器  4章  主な女性生
殖器の疾患と診療 （P356～437）, 成人⑩女性生殖器  1編 -4章  主な女性生殖器疾患の疾
患と診療 （P130～211）

104-AM-30

 b . 乳腺の疾患（乳腺炎、乳
腺症）

病理学  2編 -6章 -Ⅴ  乳腺の疾患 （P249～251）, 疾病6内分泌  4章 -Ⅸ  乳腺疾患 （P142
～153）, 成人⑧内分泌  1編 -4章 -Ⅸ  乳腺疾患 （P148～159）

 c . 男性生殖器の疾患（前立
腺炎、前立腺肥大）

病理学  2編 -9章  男性生殖器の疾患 （P280～285）, 疾病9腎・泌尿器  4章 -ⅩⅧ  男性の
性・生殖器に関する疾患 （P232～238）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -4章 -ⅩⅧ  男性の性・生
殖器に関する疾患 （P242～248）

108-PM-85, 104-PM-34

 d . 腫瘍（乳癌、子宮体癌、
子宮頸癌、卵巣癌、前
立腺癌）

病理学  2編 -6章 -Ⅴ-B-3  乳癌 （P250～251）, 8章 -Ⅰ-B-2  子宮内膜の前癌病変・悪性腫
瘍 （P266～267）, Ⅱ-B-2  子宮頚部の前癌病変と悪性腫瘍 , Ⅳ-B-1  表層上皮・間質性腫
瘍 （P273～274）, 9章 -Ⅱ-B-2  前立腺癌 （P283～284）, 疾病6内分泌  4章 -Ⅸ  乳腺疾
患 （P142～153）, 成人⑧内分泌  1編 -4章 -Ⅸ  乳腺疾患 （P148～159）

108-AM-94, 107-PM-75

 e . 生殖機能障害（月経異
常、更年期障害）

疾病9腎・泌尿器  4章 -ⅩⅧ-2  男性性機能障害 （P233～234）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -4
章 -ⅩⅧ-2  男性性機能障害 （P243～244）, 疾病9女性生殖器  4章 -Ⅶ  不妊症 （P419～
429）, 成人⑩女性生殖器  1編 -4章 -Ⅶ  不妊症 （P193～203）

15.  精神機能 A. 精神・心身の疾患の
病態と診断・治療 

 a . 症状性を含む器質性精
神障害（Alzheimer〈ア
ルツハイマー〉病、血管
性 認 知 症、Lewy〈 レ
ビー〉小体型認知症）、
せん妄 

精神看護学②  3章 -Ⅱ-M-3 認知症の疾患・原因 （P201～206）

 b . 精神作用物質使用によ
る精神・行動の異常（ア
ルコール依存症、覚醒
剤・大麻精神病） 

精神看護学①  6章 -Ⅱ-I  アルコール問題 （アルコール依存） （P210～215），Ⅱ-J  薬物問題 
（危険ドラッグ） （P215～218）

 c . 統合失調症 精神看護学②  3章 -Ⅱ-B-1 統合失調症 （P73～77）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

15.  精神機能 A. 精神・心身の疾患の
病態と診断・治療 

 d . 気分〈感情〉障害（うつ
病、双極性障害） 

精神看護学②  6章 -Ⅱ-B  うつ病 （P306～312），Ⅱ-C  双極性障害 （P312～319）

 e . 神経症性障害、ストレ
ス関連障害（パニック障
害、心的外傷後ストレ
ス障害〈PTSD〉、適応
障害） 

精神看護学②  3章 -Ⅱ-G  心的外傷およびストレス因関連障害群 （P102～107）

 f . 生理的障害、身体的要
因に関連した精神障害
または行動症候群（摂食
障害、不眠症、ナルコ
レプシー、睡眠時無呼
吸症候群） 

疾病1呼吸器  4章 -Ⅶ-B  睡眠時無呼吸症候群 （P255～258）, 成人②呼吸器  1編 -4章 -Ⅶ
-B  睡眠時無呼吸症候群 （P267～270）, 精神看護学② 3章 -Ⅱ-J  食行動障害および摂食障
害群 （P115～122）, Ⅱ-K  睡眠 覚醒障害群 （P123～125）

 g . 小児・青年期の精神・
心身医学的疾患、成人
の人格・行動障害 

小児看護学② 5章 -ⅩⅧ  精神疾患とメンタルヘルス （P416～438）, 精神看護学② 3章  主
な精神疾患／障害と治療法 （P63～192）
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健康支援と社会保障制度

目標Ⅰ 	  社会生活を視点とした個人・家族・集団の機能や変化について基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

1.  社会・生活基盤と健
康

A. 生活単位の機能と変
化

 a . 人口構造（少子高齢化、
総人口の減少）

現代医療論  2章 -Ⅲ-A-3  人口の高齢化 （P73～76）, Ⅲ-A-4  少子化の状況と取り組み 
（P76～80）, 公衆衛生学  1編 -3章  人口統計と公衆衛生 （P84～109）, 社会福祉  7章 -Ⅰ

-A-1  人口の高齢化 （P210～211）, 成人①成人概論  3章 -Ⅰ-1  人口と平均寿命 （P60～
62）, 社会学  5章 -② -B-1  人口の変動 （P88）

105-PM-47

 b . 家族、世帯 公衆衛生学  1編 -3章 -Ⅲ-C  少子高齢化の公衆衛生的課題 （P107～108）, 社会福祉  1章
-Ⅱ-A-2  家族と世帯 （P7～8）, 7章 -Ⅰ-A-3  核家族化と高齢者世帯の増加 （P213）, 基礎
看護学①  1章 -C-3  個人 , 家族 , グループ , 地域社会 （P25～29）

105-AM-8, 105-PM-32

 c . 住居 公衆衛生学  1編 -2章 -Ⅴ  居住環境の生活衛生 （P64～68）, 社会学  3章  地域社会 （P44
～57）

B. ライフサイクル  a . 出生 公衆衛生学 1編 -3章 -Ⅱ-B-1  出生 （P92）
 b . 教育、養育 公衆衛生学 2編 -2章  母子保健 （P195～208）
 c . 婚姻、離婚 公衆衛生学 1編 -3章 -Ⅱ-B-5  婚姻と離婚 （P97）

C. 労働と健康  a . 就業構造 公衆衛生学  2編 -9章 -C-1 労働者の就業状況 （P307）, E 産業保健の課題と展望 （P317～
318）, 成人①成人概論  2章 -Ⅱ-B  経済社会と密接な関係にある働く形 （P45～53）, 社会
学  4章 -① -B  職業・産業の種類 （P62～63）

 b . 労働時間 関係法規  9章 -A-4  労働時間，休憩，休日，年次有給休暇 （P187～191）, 社会学  4章 -
① -D  職業労働と余暇 （P64～66）

 c . 余暇 公衆衛生学  8章 -Ⅳ-E  休養 （P195～196）, 社会福祉  1章 -Ⅲ-B  ライフスタイルの変化 
（P13～14）, 社会学  4章 -① -D-2  労働時間と余暇 （P66）

 d . 健康診断と受療状況 公衆衛生学  1編 -6章 -Ⅱ  健康診断・診査と健康管理 （P153～154）, 2編 -3章 -G-①  健
康診断の受診状況と生活習慣 （P224）, 関係法規  9章 -B-4 健康診断 （P194～195）

 e . 労働基準法 公衆衛生学  2編 -9章 -B-1  産業保健活動に関する法的基盤 （P305）, 関係法規  9章 -A 労
働基準法 （P184～194）

107-AM-79, 86

 f . 育児休業、介護休業等
育児又は家族介護を行
う労働者の福祉に関する
法律〈育児・介護休業法〉

関係法規  9章 -G 育児休業 , 介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法
律 （P199～200）

2.  家族の機能やライフ
スタイルの変化

A. 家族の機能  a . 夫婦、親子 社会福祉  1章 -Ⅲ-A  家庭内での育児機能と介護機能の変化 （P11～13）, B  ライフスタイ
ルの変化 （P13～14）, 母性看護学②  3編 -6章  家族の変化 （P262～276）

 b . 育児、介護 社会福祉  1章 -Ⅲ-A-1  女性の就労と家庭内役割分担 （P11～12）, A-2  母親の育児負担の
軽減 （P12～13）, 母性看護学①  1編 -6章 -Ⅳ  子育て支援 （P169～176）

 c . 家事 社会福祉  1章 -Ⅲ-A  家庭内での育児機能と介護機能の変化 （P11～13）

B. ライフスタイルの変
化

 a . 雇用形態 社会福祉  7章 -Ⅰ-A-4  雇用環境の変化 （P213～214）
 b . 女性の労働 社会福祉  7章 -Ⅰ-A-4  雇用環境の変化 （P213～214） 104-AM-31
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

2.  家族の機能やライフ
スタイルの変化

B. ライフスタイルの変
化

 c . 少子化、晩婚化、晩産
化

現代医療論  2章 -Ⅲ-A-4  少子化の状況と取り組み （P76～80）, 公衆衛生学  1編 -3章 -Ⅱ
-C-3 健康寿命 （P100）, Ⅲ-A 人口の高齢化と公衆衛生 （P100～103）, Ⅲ-B  少子化と公
衆衛生 （P103～107）, Ⅲ-C 少子高齢化の公衆衛生的課題 （P107～108）, 社会福祉  1章
-Ⅲ-B  ライフスタイルの変化 （P13～14）, 7章 -Ⅰ-A-1  人口の高齢化 （P210～211）, 統
合と実践①医療安全  3編 -8章 -Ⅱ  生涯学習 （P142～143）

 d . 地域活動への参加 老年看護学①  1章 -Ⅲ-B-1  新しい生活への適応と社会参加 （P13～15）

 e . 家族観の多様化 社会福祉  1章 -Ⅱ-A-2  家族と世帯 （P7～8）

3.  社会の中の集団 A. 集団の機能と変化  a . 地域集団〈コミュニティ・
グループ〉

社会福祉  1章 -Ⅳ-A  グループの形成・発達 （P15～16）

 b . 集団心理 社会福祉  1章 -Ⅳ-A  グループの形成・発達 （P15～16）
 c . グループダイナミクス 社会福祉  1章 -Ⅳ-A  グループの形成・発達 （P15～16）

B. 地域や職場における
人間関係

 a . ソーシャルサポート
ネットワーク

公衆衛生学  1編 -1章 -Ⅲ-C-2  住民組織の育成 -エンパワメント教育の具体化と生活者の
視点 （P31～32）, 8章 -Ⅲ  学校保健 （P182～189）, 2編1章 -F-2-⑥  地域組織 （P192）, 
3章 -D-2-③  食生活における地域の力 : 食生活改善推進員 （ヘルスメイト） （P213）, 社会
福祉  1章 -Ⅱ  生活基盤 （P7～11）, 〈別巻〉ヘルス  2章 -Ⅳ-G  ソーシャルネットワーク 
（P110～111）, H  ソーシャルサポート （P111～113）

 b . フォーマルサポート、イ
ンフォーマルサポート

基礎看護学①  1章 -Ⅲ-C-3-3  看護の対象者である集団 , 地域 （P28～29）, 統合と実践①
マネジメント  1編 -1章 -Ⅰ-C  患者・家族を中心とした医療と医療チームの編成 （P5～7）

107-PM-31

目標Ⅱ 	  社会保障の理念、社会保険制度および社会福祉に関する法や施策について基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

4.  社会保障制度の 
基本

A. 社会保障の理念と変
遷

 a . 目的、機能 社会福祉  2章  社会保障の概念・歴史・制度体系 （P18～32）
 b . 日本国憲法第25条 社会福祉  2章 -Ⅰ-E  日本国憲法 （P20）, 関係法規  1章Ⅱ-E-1-1）  憲法 （P6） 104-PM-35

 c . 人権、倫理 現代医療論  5章 -Ⅰ-B  現代医療における倫理 （P207～216）
 d . ノーマライゼーション 社会福祉  1章 -Ⅰ-D-3  ノーマライゼーションとQOL （P6）
 e . 情報公開、地方分権、
参加

現代医療論  5章 -Ⅱ-C-3  患者の自己決定への支援 -インフォームドコンセント （P249～
250）

B. 社会保障制度  a . 社会保障給付費 現代医療論  4章 -Ⅲ-F-2  医療費の現状 , 将来予測と適正化 （P196～201）, 社会福祉  7章
-Ⅱ-A  社会保障給付費の動向 （P214～215）, Ⅱ-B  社会保障と財政・国民負担 （P216～
218）

107-AM-29

 b . 社会保障制度改革 社会福祉  2章 -Ⅱ  日本の社会保障の歴史的発展 （P21～24）, 7章 -Ⅱ-C 社会保障・税一
体改革とマイナンバー制度 （P218～223）

 c . 地域包括ケアシステム 公衆衛生学  2編 -4章 -F 地域包括ケアシステム （P237）, 社会福祉  3章 -Ⅵ-B-3  2014年
改正 （P71～73）, Ⅵ-B-4  2017年改正（P73～74）, 関係法規  2章 -Ⅳ-A 地域における医
療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 （P75～76）, Ⅳ-B  地域包括ケアシステム
の強化のための介護保健法等の一部を改正する法律 （P76）

 d . 社会保障・税番号制度
（マイナンバー制度）

社会福祉  7章 -Ⅱ-C-5  社会保障・税番号制度（マイナンバー制度） （P223）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

5.  社会保険制度の 
基本

A. 社会保険の理念と変
遷

 a . 目的、機能 社会福祉  3章 -Ⅰ-A  社会保険の意義 （P34）, Ⅱ-A  医療保険制度の歴史 （P36～37）, Ⅲ
-A  沿革 （P49～50）, Ⅵ-A  介護保険制度の経緯と意義 （P67～69）, Ⅵ-B  介護保険制度
の改正 （P69～74）, Ⅶ-A  年金制度の歴史 （P87～88）, Ⅷ-A-1  雇用保険の目的と対象者 
（P101～102）, Ⅷ-B-1  労災保険の目的と対象者 （P104）

 b . 国民皆保険・皆年金 現代医療論  4章 -Ⅲ-A  医療保障・医療保険制度のあゆみ （P185～187）, Ⅲ-B-3  国民健
康保険 （P189）, Ⅲ-C  老人医療 （P191）, 社会福祉  2章 -Ⅱ-C  社会保障制度の拡充 （P21
～22）, 3章 -Ⅱ-A  医療保険制度の歴史 （P36～37）, Ⅲ-A  沿革 （P49～50）, Ⅶ-A  年金
制度の歴史 （P87～88）, 基礎看護学①  2章 -Ⅴ-B-2-1）  国民皆保険の成立 （P72～73）

B. 医療保険制度 
108-AM-87,  
107-AM-64

 a . 被用者保険 現代医療論  4章 -Ⅲ-B  医療保険 （P187～190）, 社会福祉  3章 -Ⅱ  医療保険制度 （P36
～49）, 関係法規  7章 -A  健康保険法 （P150～153）, B  国民健康保険法 （P153～155）

 b . 国民健康保険 社会福祉  3章 -Ⅱ-D-2  国民健康保険 （P48～49）, 関係法規  7章 -B  国民健康保険法 
（P153～155）

 c . 高齢者医療制度（高齢者
の医療の確保に関する
法律〈高齢者医療確保
法〉）

現代医療論  4章 -Ⅲ-C  老人医療 （P191）, 社会福祉  3章 -Ⅲ  高齢者医療制度等 （P49～
54）, 関係法規  5章 -A  高齢者の医療の確保に関する法律 （P118～119）

 d . 国民医療費の動向 現代医療論  4章 -Ⅲ-E  国民医療費の動向 （P193～195）, F  医療保障の今後の課題 
（P195～200）, 公衆衛生学  1編4章 -Ⅳ-3  国民医療費統計 （P122～123）, 社会福祉  3
章 -Ⅱ-D  医療保険制度の費用負担 （P47～49）, Ⅴ-D  国民医療費 （P66～67）

 e . 公費医療制度 現代医療論  4章 -Ⅲ-D  公費医療 （P191～193）, 社会福祉  3章 -Ⅲ-D  公費負担医療制度 
（P53～54）

 f . 診療報酬制度 現代医療論  4章 -Ⅲ-A  医療保障・医療保健制度のあゆみ （P185～187）, 社会福祉  3章 -
Ⅳ-C  診療報酬制度と審査・支払い制度 （P56～58）, 関係法規  7章 -A-4  診療報酬 （P152
～153）, B-4  診療報酬 （P155）

C. 介護保険制度  a . 基本理念 公衆衛生学  2編4章 -E-1  介護保険制度の概要 （P232）, 社会福祉  3章 -Ⅵ-A-3  介護保
険制度創設の意義 （P68～69） , 関係法規  5章 -B  介護保険法 （P120～126）

 b . 保険者、被保険者 公衆衛生学 2編4章 -E-1  介護保険制度の概要 （P232）, 社会福祉  3章 -Ⅵ  介護保険制度 
（P67～87）, 関係法規  5章 -B  介護保険法 （P120～126）

108-PM-29

 c . 要介護・要支援の認定 公衆衛生学 2編4章 -E-2 介護保険制度利用のプロセス （P233～234）, E-3 介護保険制度
におけるサービスなどの内容 （P233～237）, 社会福祉  3章 -Ⅵ-D-1  要介護・要支援認定 
（P75～78）, 関係法規  5章 -B  介護保険法 （P120～126）

 d . 保険給付と利用者負担 公衆衛生学  2編4章 -E-1  介護保険制度の概要 （P232）, E-3 介護保険制度におけるサー
ビスなどの内容 （P233～237）, 社会福祉  3章 -Ⅵ-E  保険給付の概要 （P79～83）, 関係法
規  5章 -B-4  保険給付の種類 （P123～124）, B-9  費用など （P125～126）

 e . ケアマネジメント 公衆衛生学  2編4章 -E-3  介護保険制度におけるサービスなどの内容 （P233～237）, F 
地域包括ケアシステム （P237～238）, 社会福祉  3章 -Ⅵ-D  認定とケアマネジメント （P75
～79）, 4章 -Ⅳ-D-2  ケアマネジメント （P130～131）

104-AM-82

 f . 介護サービス 公衆衛生学  2編4章 -E-1  介護保険制度の概要 （P232）, E-3 介護保険制度におけるサー
ビスなどの内容 （P233～237）, 社会福祉  3章 -Ⅵ-H  費用負担 （P85～86）, 関係法規  5
章 -B-9  費用など （P125～126）

 g . 介護予防 社会福祉  3章 -Ⅵ-D-2  介護支援 , 介護予防支援 （P78～79）, G  介護保険事業計画 
（P84）, 関係法規  5章 -B-8  介護保険事業計画 （P125）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

5.  社会保険制度の基本 D. 年金制度  a . 制度の体系 社会福祉  3章 -Ⅶ-B  年金制度の分類と体系 （P88～92） 106-PM-66

 b . 給付と費用負担 社会福祉  3章 -Ⅶ  年金保険制度 （P87～101）

E. B～D以外の社会保険
制度

 a . 雇用保険 社会福祉  3章 -Ⅷ-A  雇用保険制度 （P101～103）
 b . 労働者災害補償保険法 社会福祉  3章 -Ⅷ-B  労災保険制度 （P104～106）, 関係法規  9章 -E  労働者災害補償保険

法 （P196～197）
106-AM-35

6.  社会福祉に関する法
や施策

A. 社会福祉の理念と変
遷

 a . 措置制度と利用契約制
度

社会福祉  1章 -Ⅰ-D-2  自立支援と自己決定 （P5～6）

 b . 利用者保護の制度 社会福祉  5章 -Ⅰ-B  生活保護法の基本原理と原則 （P135～136）, Ⅰ-E  保護の実施 
（P139～143）

B. 社会福祉に関わる機
関と機能

 a . 福祉事務所 社会福祉  5章 -Ⅰ-D-1  福祉事務所 （P138）, 6章 -C-3  社会福祉事業の従事者と職種 
（P205～206）, 関係法規  1章 -Ⅲ-B-2-2-2）- （2）-②  福祉事務所 （P15～16）, 6章 -Ⅰ-A-

4）  福祉事務所 （P132）
 b . 児童相談所 社会福祉  5章 -Ⅱ-D-2  児童相談所 （P156～157）, 6章 -C-3  社会福祉事業の従事者と職

種 （P205～206）
106-AM-83

 c . 更生相談所 社会福祉  5章 -Ⅳ-B  身体障害者福祉法と施策 （P171～172）, C 知的障害者福祉法と施策 
（P173～175）, 関係法規 6章 -Ⅱ-D  身体障害者福祉法 （P139～140）, E 知的障害者福祉
法 （P140）

 d . 社会福祉施設 社会福祉  5章  社会福祉の諸制度と施策 （P134～192）, 6章 -C-3  社会福祉事業の従事者
と職種 （P205～206）

 e . 在宅サービスの実施機
関

社会福祉  5章 -Ⅴ-C-2  在宅サービス （P190～191）, 在宅看護論  2章 -Ⅰ-B-4  介護保険
制度の概要 （P45～51）

C. 社会福祉における民
間活動

 a . 民生委員、児童委員 社会福祉  5章 -Ⅰ-A-1  旧生活保護法 （P134）, Ⅱ-D-3-2）  児童委員 （P157）, 6章 -A-2  
社会福祉の実施体制 （P196～199）

 b . 社会福祉協議会 社会福祉  4章 -Ⅳ-C-1  地域援助技術 （コミュニティワーク） （P126～127）, 6章 -B  社会
福祉実践組織と運営 （P201～203）, C  福祉の専門職と職種 （P204～206）

104-PM-36

 c . ボランティア活動 社会福祉  4章 -Ⅳ-C-1  地域援助技術 （コミュニティワーク） （P126～127）, 6章 -B-1  社
会福祉法と社会福祉事業 （P201～202）

D. 生活保護に関する法
や施策

 a . 基本理念と原則 社会福祉  5章 -Ⅰ-D  実施機関 （P138～139）, 関係法規  6章 -Ⅰ-B  生活保護法 （P133～
134）

104-AM-32

 b . 扶助の種類と内容 社会福祉  5章 -Ⅰ-E  保護の実施 （P139～143）, 関係法規  6章 -Ⅰ-B-6）  医療扶助の方法
および内容 （P134）

E. 障害者（児）に関する
法や施策

 a . 障害者基本法 社会福祉  5章 -Ⅳ  障害者の福祉施策 （P168～185）, 関係法規  6章 -Ⅱ-A  障害者基本法 
（P137）, 〈別巻〉リハビリ看護  2章 -Ⅰ  障害のある人のQOL向上を目指す施策 （P48～

58）
 b . 障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支
援するための法律〈障害
者総合支援法〉

公衆衛生学  2編 -5章 -A-2-③ 障害者総合支援法によるメニュー （P253～254）, 6章 -B-3 
障害者総合支援法 （P263～265）, 社会福祉  5章 -Ⅳ-E  障害者自立支援法から障害者総合
支援法へ （P179～183）, F  障害者総合支援法のサービス利用と内容 （P183～185）, 関係
法規  6章 -Ⅱ-B  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 （障害者
総合支援法） （P138～139）, 精神看護学①  7章 -Ⅱ-2-3  障害者総合支援法 （P255）

 c . 身体障害者福祉法 社会福祉  5章 -Ⅳ-B  身体障害者福祉法と施策 （P171～172）, Ⅳ-F  障害者総合支援法の
サービス利用と内容 （P183～185）, 関係法規  6章 -Ⅱ-D  身体障害者福祉法 （P139～
140）, 〈別巻〉リハビリ看護  2章 -Ⅲ-1  身体障害者福祉法 （P62～63）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

6.  社会福祉に関する法
や施策

E. 障害者（児）に関する
法や施策

 d . 知的障害者福祉法 社会福祉  5章 -Ⅳ-C  知的障害者福祉法と施策 （P173～175）, 関係法規  6章 -Ⅱ-E  知的
障害者福祉法 （P140）

 e . 精神保健及び精神障害
者福祉に関する法律〈精
神保健福祉法〉

公衆衛生学  2編 -5章 -B  精神保健福祉制度の変遷 （P244～246）, 社会福祉  5章 -Ⅳ-D  
精神障害者の福祉施策 （P175～178）, 関係法規  6章 -Ⅱ-F  精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律 （P140～146）, 精神看護学①  7章 -Ⅱ-2-1  精神保健福祉法 （P253～254）, 
精神看護学②  7章 -Ⅱ-A-3-1）  精神保健福祉法 （P401）, 〈別巻〉リハビリ看護  6章 -Ⅲ-A-
2  精神保健及び精神障害福祉に関する法律 （P368）

 f . 発達障害者支援法 公衆衛生学  2編 -6章 -B-4  発達障害者支援法 （P265） 108-PM-30

 g . 障害者の雇用の促進等
に関する法律〈障害者雇
用促進法〉

公衆衛生学  2編 -6章 -C-3  障害者の雇用の促進等に関する法律 （P267）, 社会福祉  4章 -
Ⅱ-E-3 障害者関係法などの改革 （P118）

 h . 障害を理由とする差別
の解消の推進に関する
法律〈障害者差別解消
法〉

関係法規  6章 -Ⅱ-C  障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 （障害者差別解消
法） （P139）, 精神看護学①  序章 -Ⅲ-D  障害者権利条約の批准 （P18～19）, 〈別巻〉リハビ
リ看護  2章 -Ⅱ-2  偏見と差別 （P58～61）

 i . 障害者虐待の防止、障
害者の養護者に対する
支援等に関する法律〈障
害者虐待防止法〉

公衆衛生学  8章 -B-1  障害者基本法 （障害者基本計画，重点施策実施5か年計画），障害
者総合支援法 （P244～246）, 関係法規  6章 -Ⅱ-I  その他の障害者に関する法律 （P148）

 j . 障害者基本計画  公衆衛生学  2編6章 -B-2-①  障害者施策の推移 （P262～263）, 社会福祉  5章 -Ⅳ  障害
者の福祉施策 （P168～185）

F. 児童に関する法や施
策

 a . 児童福祉法 社会福祉  4章 -Ⅱ  わが国の社会福祉の歴史 （P112～119）, 5章 -Ⅱ  児童福祉と施策 
（P145～163）, 関係法規  4章 -C  児童福祉法 （P111～112）

105-PM-83

 b . 児童虐待の防止等に関
する法律〈児童虐待防止
法〉

公衆衛生学  2編 -2章 -C  児童虐待防止 （P203～205）, 社会福祉  5章 -Ⅱ-B-2-2）  児童虐
待とその対策 （P148～150）, 関係法規  4章 -F  児童虐待の防止等に関する法律 （P114～
115）

108-AM-81

 c . 母子及び父子並びに寡
婦福祉法

社会福祉  5章 -Ⅱ-C  児童福祉の対象と関係法 （P150～155）, 関係法規  4章 -D  母子及
び父子並びに寡婦福祉法 （P112～113）

106-AM-60

G. 高齢者に関する法や
施策

 a . 老人福祉法 社会福祉  5章 -Ⅴ-A-2  老人福祉法 （P186～187）, 関係法規  5章 -C  老人福祉法 （P126
～127）

 b . 高齢者虐待の防止、高
齢者の養護者に対する
支援等に関する法律〈高
齢者虐待防止法〉

 公衆衛生学  2編 -4章 -D  高齢者虐待の防止 （P231）, 関係法規  5章 -D  高齢者虐待の防
止，高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 （P128）

 c . 老人福祉計画 公衆衛生学  2編 -4章 -B  高齢者の保健医療福祉施策の推移 （P230）, C 高齢者の保健福祉
にかかわる施策 （P231）, E-3 介護保険制度におけるサービスの内容 （P233～237）, F 地
域包括ケアシステム （P237）, G 高齢者保健福祉の課題と展望 （P237～240）, 社会福祉  
5章 -Ⅴ-B  高齢者福祉の動向 （P187～189）, 関係法規  5章 -C-3  老人福祉計画 （P127）, 
老年看護学①  4章 -Ⅳ-B-4  介護予防 （P111）

H. D～G以外の法や施策  a . 配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護等
に関する法律〈DV防止
法〉

関係法規  4章 -E  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 （P114）, 母性
看護学①  1編 -6章 -Ⅴ  ドメスティック・バイオレンス （DV） （P177～186）, 参考資料  
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 （P359～360）

106-PM-30, 105-AM-84

 b . 次世代育成支援、少子
化対策

公衆衛生学  1編 -3章 -Ⅲ-B-3  少子化対策 （P105～107）, 社会福祉  5章 -Ⅱ-B-2-1） エン
ゼルプランと少子化対策 （P147～148）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

6.  社会福祉に関する法
や施策

H. D～G以外の法や施策  c . 依存症対策（アルコール
依存、薬物依存、病的
賭博）

公衆衛生学  1編 -2章 -Ⅶ-1  薬物乱用依存症対策 （P79）, 関係法規  3章 -O アルコール健
康障害対策基本法 （P103～104）, P  ギャンブル等依存症対策基本法 （P104）

目標Ⅲ 	  公衆衛生の基本、保健活動の基盤となる法や施策および生活者の健康増進について基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

7.  健康と公衆衛生 A. 公衆衛生の基本  a . 公衆衛生の領域、活動
の特徴

公衆衛生学  1編 -1章 -Ⅰ  公衆衛生と健康の概念 （P2～13）, Ⅱ-A-5 現代 - 20世紀以降 
（P18）, Ⅱ-B-3-③  公衆衛生サービスのあり方と変化 （P22～23）, Ⅲ  公衆衛生の方法 
（P23～32）

 b . 健康の概念に基づく公
衆衛生

公衆衛生学  1編 -1章 -Ⅰ  公衆衛生と健康の概念 （P2～13）, 基礎看護学①  3章 -Ⅱ-A  健
康とは何か （P105～110）, 社会学  1章 -① -B  健康とは何か （P5～6）

 c . プライマリヘルスケア 公衆衛生学  1編 -1章 -Ⅲ-A-2  プライマリヘルスケアと住民参加 （P25～26）, 6章 -Ⅰ-2 
健康増進とは （P152）, 2編 11章 -Ⅲ B-2 アルマ・アタ宣言とプライマリヘルスケア 
（P336）

 d . ヘルスプロモーション 現代医療論  2章 -Ⅰ-B-3-2）  健康増進 -ヘルス・プロモーション （P35）, 公衆衛生学  1編
-1章 -Ⅲ-B-1 ヘルス・プロモーションとエンパワメント （P26～28）, 6章 -Ⅰ-2 健康増進
とは （P152）, Ⅲ-A-Ⅰ健康教育のあゆみ （P154～155）, 基礎看護学①  3章 -Ⅱ-A-1-2-2）  
●オタワ憲章 （P108）, 〈別巻〉ヘルス  1章  ヘルスプロモーションの考え方 （P2～70）

 e . ポピュレーションアプ
ローチ、ハイリスクア
プローチ

公衆衛生学 1編 -6章 -Ⅲ  健康教育への取り組み （P154～159）, 〈別巻〉ヘルス  2章 -Ⅱ-B-
2  ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチ （P85～86）

107-PM-32

B. 疫学的方法に基づく
公衆衛生

 a . 健康被害と母集団 公衆衛生学  1編 -5章 -Ⅱ 疫学調査 （P135～142）, Ⅲ  疫学指標 （P142～150） 104-AM-25

 b . 疫学的因果関係の推定 公衆衛生学  1編 -5章 -Ⅰ-B  疫学における疫病発生要因の考え方 （P129～134） 108-AM-32, 104-PM-37

 c . 臨床疫学とエビデンス 公衆衛生学  1編 -5章 -Ⅰ-A  疫学とは （P126～129）

C. 健康に関する指標に
基づく公衆衛生

 a . 国勢調査 公衆衛生学  1編 -3章 -Ⅱ-A  人口静態統計 （P89～90）, 社会福祉  1章 -Ⅱ-A-2  家族と世
帯 （P7～8）

 b . 人口静態 公衆衛生学  1編 -3章 -Ⅱ-A  人口静態統計 （P89～90）
 c . 出生 公衆衛生学  1編 -3章 -Ⅱ-B-1  出生 （P92）
 d . 死亡、死因 公衆衛生学  1編 -3章 -Ⅱ-B-2  死亡率・ 死因 （P92～95）
 e . 死産、周産期死亡、乳
児死亡

公衆衛生学  1編 -3章 -Ⅱ-B-3  死産 , 周産期死亡 , 乳児死亡 （P95～96）

 f . 平均余命、平均寿命 公衆衛生学  1編 -3章 -Ⅱ-C  生命表と平均寿命 （P97～99）
 g . 健康寿命 公衆衛生学  1編 -3章 -Ⅱ-C -3 健康寿命 （P100） 108-AM-35 

 h . 受療状況、有病率、罹
患率

公衆衛生学  1編 -4章 -Ⅰ-C-1-③  患者調査 （P112～114）, Ⅰ-C-1-④ 受療行動調査 
（P112～114）, Ⅲ-C-1 罹患率 （P118）, Ⅲ-C-2  有病率 （P118～119）, 5章 -Ⅲ-2 有病率
と羅漢率 （P143～146）

8.  公衆衛生における感
染症と対策

A. 感染症の基本  a . 感染症の成立要因 病理学  総論  8章 -Ⅳ  感染の成立 （P99～101）, 微生物学  2章 -Ⅰ  感染成立の要因 （P24
～28）, 現代医療論  2章 -Ⅱ-C-6-1  病原微生物と疾病 （感染症） （P47～51）, 公衆衛生学  
1編 -5章 -Ⅰ-B 疫学における疫病発生要因の考え方 （P129～134）, 6章 -Ⅳ-B  感染性疾
患予防の原則 （P160～161）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

8.  公衆衛生における感
染症と対策

A. 感染症の基本  b . 感染症の流行 現代医療論  2章 -Ⅱ-C-6-1  病原微生物と疾病 （感染症） （P47～51）, 公衆衛生学  1編 -6
章 -Ⅳ-D  国際的に課題となっている感染性疾患の取り組み （P164～166）

106-AM-2

 c . 感染症の予防 微生物学  3章 -Ⅵ-A  予防 （ワクチン） （P64～65）, 公衆衛生学 1編 -2章 -Ⅳ-B-3-③ 食中
毒の予防 （P75～76）, 4章 -Ⅰ-C-1-⑥  感染症発生動向調査・食中毒統計調査 （P113, 
115）, 6章 -Ⅳ-B  感染性疾患予防の原則 （P160～161）, C-2-①  検疫法 （P161～163）, 
2編10章 -C-1-③  感染症の予防活動 （P324）

106-AM-36

 d . 予防接種 微生物学  3章 -Ⅵ-A  予防 （ワクチン） （P64～65）, 7章 -Ⅰ-C  予防接種・ワクチン （P166
～167）, 公衆衛生学  2編 -10章 -C-1-①  予防接種法 （P323）, 関係法規  3章 -E  予防接
種法 （P93～96）

105-PM-77

 e . 院内感染と予防、感染
防御

公衆衛生学  6章 -Ⅲ-B-2  感染性疾患の疫学と予防方法 （P134～140）

 f . 感染症の予防及び感染
症の患者に対する医療
に関する法律〈感染症
法〉

微生物学  6章 -Ⅰ-A  感染症法と感染症 （P138～142）, 公衆衛生学 1編 -6章 -Ⅳ-C-1 感
染症法による対策 （P161～163）, 2編 -10章 -C-1-①  感染症法 （P321～323）, 関係法規  
3章 -C  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 （P86～93）

108-PM-86, 107-PM-76

B. 主要な感染症と動向  a . 結核 現代医療論  2章 -Ⅱ-C-6-1）  病原微生物と疾病 （感染症） （P47～51）, 公衆衛生学  1編 -6
章 -Ⅳ-D-2  結核 （P165～166）

108-AM-33

 b . ヒト免疫不全ウイルス
〈HIV〉感染症、後天性
免疫不全症候群〈AIDS〉

現代医療論  2章 -Ⅱ-C-6-1  病原微生物と疾病 （感染症） （P47～51）, 公衆衛生学 1編 -6
章 -Ⅳ-D-1  エイズ対策 （P164～165）, 2編 -11章 -Ⅱ-C-2-⑤ 国連合同エイズ計画 
（P334）, 〈別巻〉臨床外科Ⅰ  1章 -② -G-3-2）  AIDS：HIV感染 （P41）

 c . 新型インフルエンザ 病理学  1編 -8章 -Ⅸ-A  インフルエンザウイルス （P108）, 微生物学  5章 -Ⅴ-3-2  呼吸器
疾患 （P120～122）, 公衆衛生学 1編 -6章 -Ⅳ-C  わが国の感染症対策体制 （P161～164）, 
D-3 国際的対応が必要な感染症 （P166）, 2編 -10章 -C-1-①  感染症法 （P321～323）, 
C-1-③ 感染症の予防活動 （P324）, 11章 -Ⅲ-B-4  国際保健規則 （P336～337）

 d . 薬剤耐性菌感染症 公衆衛生学  1編 -2章 -Ⅶ-2  薬剤耐性菌への対策 （P79～80）
 e . 人獣共通感染症 病理学  1編 -8章 -Ⅸ-C-column  人獣 （人畜）共通感染症 （P110） 106-AM-76

9.  公衆衛生における生
活環境と問題への対
策

A. 地球環境
104-AM-33

 a . 地球温暖化 公衆衛生学  1編 -2章 -Ⅳ-B-4  地球温暖化 （P61～62）
 b . オゾン層の破壊 公衆衛生学  1編 -2章 -Ⅳ-B-5  オゾン層の破壊 （P62）
 c . アスベスト、放射性物
質

公衆衛生学 1編 -2章 -Ⅳ-B-7  放射性物質 （P63～64）, Ⅴ-G-5 アスベスト （P68）, 関係法
規  Ⅱ-C  石綿による健康被害の救済に関する法律 （P206）

 d . 水質汚染 公衆衛生学  1編 -2章 -Ⅳ-B-1  水質汚染・汚濁 （P57～58）
 e . 大気汚染 公衆衛生学  1編 -2章 -Ⅳ-B-2  大気汚染 （P58～61）, 4章 -Ⅳ-4  生活環境統計 （P123） 104-AM-34

 f . 土壌汚染 公衆衛生学  1編 -2章 -Ⅳ-B-3 土壌汚染 （P61）, 4章 -Ⅳ-4  生活環境統計 （P123）

B. 食品および家庭用品  a . 食品安全確保対策 公衆衛生学  1編 -2章 -Ⅵ-B-1 食品保健の考え方 （P73）, Ⅵ-B-2-②  安全を重視した管理 
（食品安全基本法） （P74）, B-4 食の安全 （P76 ～77）, B-5 重点を置くべき課題 （P78）, 
関係法規  8章 -Ⅱ-A-5）  食品安全委員会 （P178）

 b . 食品衛生管理制度 公衆衛生学  1編 -2章 -Ⅵ-B-1 食品保健の考え方 （P73）, Ⅵ-B-2-①  衛生を中心にした管理 
（食品衛生法） （P73～74）, 関係法規  8章 -Ⅱ-B  食品衛生法 （P178～182）

105-PM-33

 c . 食中毒の予防 公衆衛生学  1編 -2章 -Ⅳ-B-3-③ 食中毒の予防 （P75～76）, 4章 -Ⅰ-C-1-⑥  感染症発生
動向調査・食中毒統計調査 （P113, 115）, Ⅳ-4  生活環境統計 （P123）,

 d . 家庭用品の管理安全対
策

公衆衛生学  1編 -2章 -Ⅴ-B  家庭用品の安全 （P64～65）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

9.  公衆衛生における生
活環境と問題への対
策

C. ごみ・廃棄物  a . 一般廃棄物と産業廃棄
物

公衆衛生学  1編 -2章 -Ⅲ-A-1 一般廃棄物と産業廃棄物 （P49～51）, 関係法規  10章 -Ⅱ-E  
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 （P207～208）

 b . 市町村と企業の責任 公衆衛生学  1編 -2章 -Ⅲ-A-2  自治体と企業の責任 （P51）, Ⅲ-A-3  生活排水処理 （P51）

D. 住環境  a . バリアフリー 公衆衛生学  1編 -2章 -Ⅴ-G-1 バリアフリー （P66～67）, 〈別巻〉リハビリ看護  2章 -Ⅰ-B  
バリアフリー （P50～52）

 b . 室内環境と健康問題 公衆衛生学  1編 -2章 -Ⅴ-G-2 室内空気汚染と健康問題 （P67）, V-G-3 シックハウス症候
群 （P67～68）, V-G-4 化学物質過敏症 （P68）, V-G-5 アスベスト （P68）, 6章 -Ⅵ  事故
予防 （P171～174）, 成人⑨アレルギー・免疫  1編 -4章 -Ⅱ-D-2）-2）  感染経路別予防策 
（P81～83）

10.  保健活動の基盤と
なる法や施策
107-AM-30

A. 地域保健  a . 地域保健法と施策 公衆衛生学  2編 -1章 -A 地域保健活動とは （P176）, C 地域保健法の理念と指針 （P179
～180）, F-2-③  保健所 （P187～189）, F-2-④  市町村保健センター （P190～191）, G 
地域保健の今後の課題と展望 （P193）, 関係法規  3章 -B  地域保健法 （P83～86）, 基礎看
護学①  7章 -Ⅰ-B-1-2）市町村保健センター （P273～274）, 〈別巻〉ヘルス  5章 -Ⅲ  地域
のヘルスプロモーション （P287～302）, 社会学  5章 -③ -A  保健所・市町村保健センター 
（P173～174）

105-AM-9

 b . 健康日本21 現代医療論  2章 -Ⅲ-B  国民健康づくりのあゆみ （P80～84）, 公衆衛生学  2編 -1章 -D  
健康日本21 （第2次） （P181）, 3章 -C  健康増進活動と健康日本21 （P211～212）, 7章
-A-2 健康日本21 と健康増進法 （P271）, 成人①成人概論  3章 -Ⅲ-A-3  健康日本21 
（P152～153）, Ⅲ-A-4  健康日本21 （第二次） （P153）

 c . 健康増進法 公衆衛生学  2編 -1章 -E 健康増進法 （P181～183）, 3章 -C 健康増進活動と健康日本21 
（P211～212）, 4章 -B 高齢者の保健医療福祉施策の推移 （P230）, 7章 -A-2 健康日本21 
と健康増進法 （P271）, 関係法規  3章 -A  健康増進法 （P80～82）

B. 母子保健  a . 母子保健法と施策 現代医療論  2編 -2章 -B-1  母子健康手帳 （P199～200）, 公衆衛生学  2編 -2章 -A 母子保
健の歩み （P196～199）, B 母子保健活動 （P199～203）, E 母子保健活動の基盤整備 
（P206～207）, F 母子保健の課題と展望 （P207）, 関係法規  4章 -A  母子保健法 （P108
～109）, 〈別巻〉ヘルス  4章 -Ⅰ  小児のヘルプロモーション （P162～179）

 b . 母子健康手帳 公衆衛生学  2編 -2章 -B-1  母子健康手帳 （P199～200）, 関係法規  4章 -A-1  妊娠の届出
および母子健康手帳の交付 （P108）,  母性看護学②  4編 -1章 -Ⅱ-A-1-2）  妊娠の届出と
母子健康手帳の交付 （P302～303）

 c . 保健指導、訪問指導 公衆衛生学  2編 -2章 -B-2  母子への保健指導・訪問指導 （P200～201）, 関係法規  4章
-A-2  保健指導および訪問指導 （P108～109）

 d . 健康診査、健康教育 公衆衛生学  1編 -6章 -Ⅱ-1 母子を対象とする場合 （P153）, Ⅲ  健康教育への取り組み 
（P154～159）, 2編 -2章 -B-3  母子への健康診査・健康教育 （P201～202）, D 生涯を通
じた女性の健康づくり （P205～206）, 関係法規  4章 -A-3  健康診査 （P109）

 e . 母体保護法 公衆衛生学  2編 -2章 -A-3  母体保護法 （P199）, 関係法規  4章 -B  母体保護法 （P110）, 
母性看護学①  参考資料  母体保護法 （抄） （P357～358）

C. 精神保健  a . 精神保健医療福祉の施
策

公衆衛生学  2編 -5章 -B 精神保健福祉制度の変遷 （P244～246）, C 家庭・学校・地域の
精神保健 （P246～250）, E 精神保健福祉の課題と展望 （P252～253）, 社会福祉  5章 -Ⅳ
-D-1  精神障害者の定義と福祉施策 （P175～176）, 精神看護学①  序章 -Ⅲ-A  入院医療中
心から地域生活中心へ （P13～14）, 〈別巻〉ヘルス  5章 -Ⅱ  精神のヘルスプロモーション 
（P258～287）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

10.  保健活動の基盤と
なる法や施策
107-AM-30

C. 精神保健  b . 精神障害者（児）の医療
と福祉

公衆衛生学  2編 -5章 -A-1  精神疾患の医療 （P242～243）, A-2 精神障害者 （児）福祉 
（P243～244）, 精神看護学①  5章 -Ⅳ-D  精神障害者の福祉施策 （P171～174）, 7章 -Ⅲ  
精神保健福祉法における医療の形態と患者の処遇 （P258～278）

 c . こころの健康対策、自
殺対策

公衆衛生学  2編 -5章 -D 精神保健と自殺予防 （P251～252）, 精神看護学①  4章 -Ⅱ-3  
職場における心の健康づくり （P135～136）, Ⅲ-1  地域における心の健康づくり （P140
～142）, 6章 -Ⅱ-D-5  対策／対応 （P198～199）

108-PM-31

 d . 発達障害に関する医療
と福祉

公衆衛生学  2編 -6章 -B-4  発達障害者支援法 （P265）, 小児看護学①  7章 -Ⅵ  発達障害
のある子どもの保健と特別支援教育 （P272～274）, 精神看護学②  3章 -Ⅱ-A 神経発達症
群／神経発達障害群 （P66～73）

D. 学校保健  a . 学校保健安全法 公衆衛生学  2編 -8章 -Ⅱ-A  学校保健に関する法律 （P285～286）, 関係法規  10章 -Ⅰ-B  
学校保健安全法 （P203～205）

105-AM-35

 b . 健康診断、健康相談 公衆衛生学  1編 -6章 -Ⅱ-2 児童生徒を対象とする場合 （P163）, 2編 -8章 -Ⅱ-C-2  健康
診断 （P289）, Ⅱ-C-3 健康相談 （P289～290）, Ⅱ-E 学校保健の課題と展望 （P298～
300）, 関係法規  10章 -Ⅰ-B-3  健康診断 （P203～204）

 c . 感染症対応 公衆衛生学  2編 -8章 -Ⅱ-C-4-②  学校における感染症 （P291）, 関係法規  10章 -Ⅰ-B-4  
感染症の予防 （P204）

 d . 学校環境衛生 公衆衛生学  2編 -8章 -Ⅱ-C-4  学校環境衛生 （P290～291）, 関係法規  10章 -Ⅰ-B-2  学
校の環境衛生および環境安全 （P203）

E. A～D以外の保健活動
の基盤となる法や施
策

 a . がん対策基本法 公衆衛生学  1編 -6章 -Ⅴ-B-1  ●予防と対策 （P168）, 2編3章 -F  がん対策 （P221～
224）, 関係法規  3章 -G  がん対策基本法 （P97～98）, 成人①成人概論  3章 -Ⅲ-C-1-2  
がん対策基本法 （P161～162）

108-AM-46, 105-PM-34

 b . 難病の患者に対する医
療等に関する法律〈難病
法〉

現代医療論  4章 -Ⅲ-D  公費医療 （P191～193）, 公衆衛生学  2編 -6章 -A  難病への支援 
（P256～259）, 関係法規  3章 -Ⅰ  難病の患者に対する医療等に関する法律 （P98～99）

107-PM-84

11.  生活者の健康増進 A. 生活習慣病の予防  a . 主な生活習慣病の現状 公衆衛生学  2編 -3章 -D 生活習慣病予防活動 （P212～219）, G 成人保健の課題と展望 
（P224～225）, 現代医療論  2章 -Ⅱ-C-8  生活習慣要因と疾病 （P55～62）, Ⅲ  生活と健
康 （P71～114）, 成人①成人概論  3章 -Ⅱ-B-4  生活習慣病の予防 （P140～141）, Ⅱ-C-3  
生活習慣病 （P146～152）

 b . 栄養、運動、休息 現代医療論  2章 -Ⅲ-C-1  健康づくりのための食生活 （P85～95）, 公衆衛生学 2編 -3章
-D-2 栄養・食生活 （P212～213）, D-3 身体活動・運動 （P213～214）, D-4 休養 （P214）, 
〈別巻〉ヘルス  4章 -Ⅱ-B-1  栄養と食生活 （P181～183）, 2  活動と休養 , 睡眠 （P183～

188）
 c . 喫煙・飲酒対策 現代医療論  2章 -Ⅲ-C-4  健康と喫煙 （P103～108）, Ⅲ-C-5  健康とアルコール （P108～

109）, 公衆衛生学 2編 -3章 -D-6 喫煙・飲酒 （P216～217）, 成人①成人概論  3章 -Ⅱ-A-
2-4  喫煙，飲酒などと健康問題 （P131）, 〈別巻〉ヘルス  4章 -Ⅱ-B-4  嗜好品 （P189～
192）

 d . 健康教育と早期発見 公衆衛生学  1編 -6章 -Ⅱ-3 成人を対象とする場合 （P153）, Ⅱ-4 高齢者を対象とする健康
診査 （P154）, Ⅲ  健康教育への取り組み （P154～159）, 2編3章 -C 健康増進活動と健康
日本21 （P211～212）, F -4 がん検診 （P223～224）, G -①  健康診断の受診状況と生活
習慣 （P224）

 e . 循環器疾患の予防 公衆衛生学  1編 -6章 -Ⅴ-B-2 予防と対策 （P169～170）, 2編3章 -D-8 循環器疾患予防 
（P218～219）, 成人①成人概論  3章 -Ⅱ-C-3  生活習慣病 （P146～152）, Ⅲ-A  健康づく
り対策 （P151～156）, 〈別巻〉ヘルス  4章 -Ⅱ-C-1  生活習慣病 （P197～200）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

11.  生活者の健康増進 A. 生活習慣病の予防  f . 糖尿病の予防 公衆衛生学  1編 -6章 -Ⅴ-B-3  予防と対策 （P171）, 9章 -D-2-⑤ -2） 特定健康診査と特定
保健指導 （P317）, 〈別巻〉ヘルス  4章 -Ⅱ-C-1  生活習慣病 （P197～200）

 g . 特定健康診査、特定保
健指導

公衆衛生学  1編6章 -Ⅱ-3 成人を対象とする場合 （P153）, 2編3章 -E-2 特定健康診査と
特定保健指導 （P219～221）, 4章 -B 高齢者の保健医療福祉施策の推移 （P230～231）, 関
係法規  5章 -A-3） 特定健康審査等の実施等 （P118～119）  , 成人①成人概論  3章 -Ⅲ-B-
1  特定健康診査・特定保健指導 （P159）

B. 職場の健康管理  a . 労働安全衛生法 現代医療論  2章 -Ⅲ-D-4  労働衛生・保健 -職場における健康づくり （P112～114）, 公衆
衛生学  2編 -9章 -B  産業保健活動における制度とシステム （P305～307, 308）, 関係法
規  9章 -B  労働安全衛生法 （P194～195）

 b . 職業病の予防 現代医療論  2章 -Ⅲ-D-4  労働衛生・保健 -職場における健康づくり （P112～114）, 公衆
衛生学  2編 -9章 -D-2 産業保健に特有の健康問題と対策 （P314～317）, 〈別巻〉ヘルス  4
章 -Ⅱ-C-3  職業に関連する健康問題 :職業性疾病 , 過労死など （P203～205）

108-AM-44, 106-PM-68, 
104-PM-38

 c . トータル・ヘルスプロ
モーション

現代医療論  2章 -Ⅲ-D-4  労働衛生・保健 -職場における健康づくり （P112～114）, 公衆
衛生学  2編 -9章 -D-2 -⑤ -1） 職場における健康づくり （トータル・ヘルスプロモーショ
ンプラン） （P316）

 d . 作業環境管理 公衆衛生学  2編 -9章 -B-3  産業保健活動の基本 （P305～307, 308）, D-2-③ ●  VDT 作
業における労働衛生管理のためのガイドライン （P316）, D-2-④  快適な職場環境形成 
（P316）

108-AM-34

 e . ワーク・ライフ・バラ
ンス

公衆衛生学  2編 -9章 -E 産業保健の課題と展望 （P317～318）, 社会福祉  1章 -Ⅲ-B  ライ
フスタイルの変化 （P13～14）, 成人①成人概論  2章 -Ⅱ-C-2  仕事と生活の調和 （ワーク・
ライフ・バランス） （P55～58）

目標Ⅳ 	  人々の健康を守るための従事者に関する法や施策およびサービス提供体制について基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

12.  人々の健康を守る
従事者や機関に関
する法や施策

A. 看護職に関する法  a . 保健師助産師看護師法 関係法規  2章 -Ⅰ-A-1  目的，定義 （P22～23）, A-2  免許 （P23～26）, A-5  業務 （P30
～34）, 基礎看護学④  序章 -Ⅰ-A-2  看護とは何か （P2～3）, 2章 -Ⅱ-B-3  プライバシーへ
の配慮 （P51）, 社会学  5章 -① -B-2  保健師助産師看護師法 （P169～170）

106-PM-32

 b . 看護師等の人材確保の
促進に関する法律

関係法規  2章 -Ⅰ-B  看護師等の人材確保の促進に関する法律 （P38～40）, 9章 -A  労働
基準法 （P176～184）, F  育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に
関する法律 （P189～190）

107-AM-66, 104-AM-35

B. 医療や社会福祉関連
職に関する法
106-AM-77

 a . 医療法 公衆衛生学  2編 -1章 -A  地域保健活動とは （P176～177）, B 地域保健活動の基盤となる
法律・制度 （P177～178）, 関係法規  2章 -Ⅲ-A  医療法 （P58～75）, 社会学  5章 -① -A  
医療法 （P168～169）

108-AM-75, 107-PM-77▲ , 
106-AM-9

 b . 医師法 公衆衛生学  2編 -1章 -A  地域保健活動とは （P176～177）, B 地域保健活動の基盤となる
法律・制度 （P177～178）, 関係法規  2章 -Ⅱ-A  医師法 （P40～44）, 社会学  5章 -① -B-
1  医師法 （P169）

 c . 歯科医師法 公衆衛生学  2編 -1章 -A  地域保健活動とは （P176～177）, B 地域保健活動の基盤となる
法律・制度 （P177～178）, 関係法規  2章 -Ⅱ-B  歯科医師法 （P45）

 d . 薬剤師法 公衆衛生学  2編 -1章 -A  地域保健活動とは （P176～177）, B 地域保健活動の基盤となる
法律・制度 （P177～178）, 関係法規  8章 -Ⅰ-G  薬剤師法 （P170～171）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

12.  人々の健康を守る
従事者や機関に関
する法や施策

B. 医療や社会福祉関連
職に関する法
106-AM-77

 e . 診療放射線技師法 公衆衛生学  2編 -1章 -A  地域保健活動とは （P176～177）, B 地域保健活動の基盤となる
法律・制度 （P177～178）, 関係法規  2章 -Ⅱ-D  診療放射線技師法 （P46～47）

 f . 臨床検査技師等に関す
る法律

公衆衛生学  2編 -1章 -A  地域保健活動とは （P176～177）, B 地域保健活動の基盤となる
法律・制度 （P177～178）, 関係法規  2章 -Ⅱ-F  臨床検査技師等に関する法律 （P49）

 g . 理学療法士及び作業療
法士法、言語聴覚士法

公衆衛生学  2編 -1章 -A  地域保健活動とは （P176～177）, B 地域保健活動の基盤となる
法律・制度 （P177～178）, 関係法規  2章 -Ⅱ-G  理学療法士及び作業療法士法 （P50～
51），L  言語聴覚士法 （P55～56）

 h . 社会福祉士及び介護福
祉士法、精神保健福祉
士法

公衆衛生学  2編 -1章 -A  地域保健活動とは （P176～177）, B 地域保健活動の基盤となる
法律・制度 （P177～178）, 関係法規  6章 -Ⅰ-C  社会福祉士及び介護福祉士法 （P134～
136）, Ⅱ-G  精神保健福祉士法 （P146～147）

 i . 栄養士法  公衆衛生学  2編 -1章 -A  地域保健活動とは （P176～177）, B 地域保健活動の基盤とな
る法律・制度 （P177～178）, 関係法規 3章 -L  栄養士法 （P101～102）

C. サービスの提供体制  a . 医療計画  公衆衛生学  2編 -1章 -A  地域保健活動とは （P176～177）, B 地域保健活動の基盤とな
る法律・制度 （P177～178）, 社会福祉  3章 -Ⅴ-B  医療計画 （P62～64）

107-PM-77▲

 b . 医療提供施設（病院、診
療所、介護老人保健施
設等）の機能

現代医療論  4章 -Ⅰ-C  医療施設の動向 （P166～167）, 社会福祉  3章 -Ⅴ-A  医療提供施
設 （P59～62） ,関係法規  2章 -Ⅲ-A  医療法 （P58～75）, 社会学  4章 -③ -A-1-4）病院の
機能 （P75～77）

107-AM-65

 c . 助産所 公衆衛生学  5章 -Ⅳ-A-1  医療施設統計 （P107～108）, 社会福祉  3章 -Ⅴ-A  医療提供施
設 （P59～62）, 関係法規  2章 -Ⅲ-A  医療法 （P58～75）, 社会学  5章 -③ -C  助産所 
（P175）

 d . 訪問看護ステーション 在宅看護論  2章 -Ⅱ-C  訪問看護ステーション （P66～69）

 e . 地域包括支援センター 公衆衛生学  2編 -4章 -E  介護保険制度 （P232～237）, F  地域包括ケアシステム （P237）, 
社会福祉  3章 -Ⅵ-F-2  地域包括支援センター （P84）

 f . 救急医療 現代医療論  4章 -Ⅰ-D-3  救急医療の充実 （P169～171）

 g . 在宅医療 在宅看護論  2章 -Ⅱ訪問介護の制度と機能 （P63～77）, 社会学  5章 -③ -E  訪問看護 
（P175）

 h . 診療記録と情報公開 公衆衛生学  1編4章 -Ⅴ  保健医療統計情報システムの発展 （P123～124）, 関係法規  2
章 -Ⅱ-A-3-3）-7）  診療録の記載および保存の義務 （P44）

 i . 安全管理〈セーフティマ
ネジメント〉

統合と実践①医療安全  1章 -Ⅳ-B  医療機関における医療安全管理の組織体制 （P169～
172）

 j . 医薬品と医療機器の取
り扱い

関係法規  8章 -Ⅰ-A  医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法
律 （医薬品医療機器等法） （P158～166）

 k . 毒薬・劇薬・麻薬・血
液製剤等の取り扱い

薬理学  1編 -1章 -F  薬と法律 （P20～22）, 関係法規  8章 -Ⅰ-A-8  毒薬，劇薬等の取り
扱いに関する規制 （P165～166）, Ⅰ-H  麻薬及び向精神薬取締法 （P171～172）, Ⅰ-I  毒
物及び劇物取締法 （P173～174）, Ⅰ-J  安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 
（P174～175）, 基礎看護学③  5編 -3章 -Ⅰ-A-6-1  医薬品医療機器等法 （P249）
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基礎看護学

目標Ⅰ 	  看護の基本となる概念について基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

1.  看護の基本となる概
念

A. 看護の本質  a . 看護の定義 基礎看護学①  1章 -Ⅲ  看護とは何かを考える （P14～48）
 b . 役割と機能 基礎看護学①  4章 -Ⅰ-A  看護の役割と機能とは （P116～118）
 c . 職業としての看護 基礎看護学①  1章 -Ⅰ-B  職業としての看護 （P2～3）
 d . 学問としての看護 基礎看護学①  1章 -Ⅰ  学問としての看護 （P2～5）
 e . 看護の変遷 基礎看護学①  2章  看護の過去から現在まで （P51～82） 107-PM-38

B. 看護の対象  a . 全体〈whole〉としての
人間

基礎看護学①  3章 -Ⅰ-B  全体的存在としての人間 （P87～90）

 b . 成長・発達する存在 基礎看護学①  3章 -Ⅰ-C  人間の共通性 （P90～100）
 c . ニーズをもつ存在 基礎看護学①  3章 -Ⅰ-C-3-4  人間の基本的ニードと成長のニード （P97～100）
 d . 生活を営む存在 基礎看護学①  3章 -Ⅰ-D-1  生活者としての人間 （P100～103）, 基礎看護学④  序章 -Ⅰ-B  

社会における生活者としての対象者 （P3～4）
 e . 適応する存在 基礎看護学①  3章 -Ⅰ-C  人間の共通性 （P90～100） 107-PM-33

 f . 社会・文化的存在 基礎看護学①  3章 -Ⅰ-D  人間の個別性 （P100～105）
 g . ライフサイクルと発達
課題

基礎看護学①  3章 -Ⅰ-C-3-3  成長・発達を理解するうえで役立つ理論 （P92～97） 108-PM-32

C. 健康と生活  a . 健康のとらえ方 基礎看護学①  3章 -Ⅱ-A  健康とは何か （P105～110）
 b . 健康の諸相 基礎看護学①  3章 -Ⅱ-A  健康とは何か （P105～110）
 c . 健康への影響要因 基礎看護学①  3章 -Ⅱ-A  健康とは何か （P105～110）
 d . 生活習慣とセルフケア 基礎看護学①  1章 -Ⅲ-D-4  オレム：セルフケア不足を補う （P35～37）, 3章 -Ⅱ-B-2  看

護における健康の概念 （P111～112）
105-PM-43, 104-PM-76

 e . QOLの維持と向上 基礎看護学①  3章 -Ⅱ-A-1-2-2）  ●QOL （P107～108）

D. 看護における倫理  a . 基本的人権、世界人権
宣言、個人の尊厳

基礎看護学①  3章 -Ⅱ-A-3  基本的人権としての健康 （P110）

 b . 医療の倫理原則 基礎看護学①  6章 -Ⅲ-A-2  医学研究における歴史 （P197～200）, C  医療倫理の4原則 
（P202～204）

105-AM-5

 c . 患者の権利と擁護 基礎看護学①  6章 -Ⅱ-B-2  専門職としての倫理 （P190～193） 107-AM-32

 d . 倫理綱領 基礎看護学①  6章 -Ⅱ-B-2-1  倫理綱領 （P190～193）
 e . 倫理的葛藤と対応 基礎看護学①  6章 -Ⅳ-C-2  患者中心の看護を実践するために （P206～210）

2.  看護の展開 A. 対象との関係の形成  a . 信頼関係 基礎看護学①  5章 -Ⅲ  「看護師 -患者」の援助関係と信頼関係 （P166～169）
 b . 援助関係 基礎看護学①  5章 -Ⅲ  「看護師 -患者」の援助関係と信頼関係 （P166～169）
 c . 協働関係 基礎看護学①  5章 -Ⅲ  「看護師 -患者」の援助関係と信頼関係 （P166～169）, 基礎看護学

②  2編 -2章 -Ⅶ-A  信頼関係の基本であるコミュニケーション （P190）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

2.  看護の展開 B. 基盤となる思考過程  a . 根拠に基づいた看護
〈EBN〉

基礎看護学①  7章 -Ⅲ-C-1-1  根拠に基づく看護 （EBN） （P233）, 基礎看護学②  序章 -B-
1  経験だけでなく根拠に基づいた看護技術へ （P6～7） 

105-AM-37

 b . クリティカル・シンキ
ング

基礎看護学①  5章 -Ⅱ-C-1-1  クリティカルシンキング （P153）, 基礎看護学②  序章 -A-3  
看護過程の展開における看護技術の位置づけ （P5～6）, 1編 -1章 -Ⅰ-3  看護過程とクリ
ティカルシンキング （P15～16）

107-PM-33

 c . 問題解決過程 基礎看護学①  5章 -Ⅱ-A  看護過程とは何か （P149～150）, 基礎看護学②  1編 -2章 -Ⅲ  
計画 （P43～47）

C. 看護における連携と
協働

 a . 看護の継続性 基礎看護学①  4章 -Ⅰ-B  看護が機能する場 （P118～123）
 b . 看護職間の連携と協働 基礎看護学①  4章 -Ⅰ-B-1-2  主な看護体制 （P119～120） 105-PM-36

 c . 多職種間の連携と協働 基礎看護学①  4章 -Ⅱ-B  チーム医療 （P133～136） 105-PM-36

 d . チームでの活動 基礎看護学①  4章 -Ⅱ-B  チーム医療 （P133～136）, 統合と実践①マネジメント  1編 -4
章 -F-1  チームカンファレンス （P70） 

目標Ⅱ 	  基礎的な看護技術と適用のための判断プロセスについて基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

3.  看護における基本技
術

A. コミュニケーション  a . コミュニケーションの
構造とプロセス

基礎看護学②  2編 -2章 -Ⅴ  看護とコミュニケーション （P179～183） 106-AM-37

 b . コミュニケーション技
法

基礎看護学②  1編 -2章 -Ⅰ-A-3-1）  面談による健康に関する反応・行動の観察 （P35～
36）, 2編 -2章 -Ⅶ  医療における信頼関係とコミュニケ―ション （P190～200）, 3章 -Ⅳ
-A-2-1）  面接 （P228）

107-AM-35

 c . コミュニケーションに
障害のある人々への対
応

成人⑥脳・神経  2編 -1章 -Ⅲ-E  「コミュニケーション」に生じやすい看護上の問題と視点 
（P338～340）

105-AM-38

B. 学習支援  a . 学習に関わる諸理論 基礎看護学②  2編 -3章 -Ⅰ-C-3  学習理論 （P212～215）
 b . 対象者に合わせた目標
設定

基礎看護学②  2編 -3章 -Ⅳ-B  指導におけるアプローチの方法 （P232～235） 107-AM-73, 106-PM-80

 c . 対象者に合わせた支援
方法と媒体の工夫

基礎看護学②  2編 -3章 -Ⅳ-A-2  指導方法 （P228～230） 107-AM-75

 d . 個別指導・集団指導の
特性と適用

基礎看護学②  2編 -3章 -Ⅳ-B  指導におけるアプローチの方法 （P232～235） 107-PM-35

C. 看護過程  a . 情報の種類・収集方法、
情報の分析・統合

基礎看護学②  1編 -2章 -Ⅰ  アセスメント （P30～41）, 統合と実践①マネジメント  2編
-5章  1日の業務の組み立て （P81～99）

 b . 看護問題の明確化と優
先順位決定

基礎看護学②  1編 -2章 -Ⅰ-B  看護上の問題（課題）を明確化していく段階 （P37～41）, Ⅱ  
看護上の問題（課題）の特定 （看護診断） （P41～43）

107-AM-33

 c . 看護目標の設定と計画 基礎看護学②  1編 -2章 -Ⅲ  計画 （P43～47）
 d . 実施 基礎看護学②  1編 -2章 -Ⅳ  実施 （P47～49）
 e . 評価 基礎看護学②  1編 -2章 -Ⅴ  評価 （P49～51）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

3.  看護における基本技
術

D. 看護情報管理  a . 医療情報と看護情報 基礎看護学②  1編 -2章 -Ⅰ-A-1  どのような情報を収集するか （P30～32）, 1編 -3章 -Ⅲ
-6  ケアプログラム；クリニカルパス （P81）

106-AM-38

 b . 看護における情報管理 基礎看護学②  1編 -3章  看護記録 （P69～90）, 統合と実践①マネジメント  1編 -2章 -Ⅲ
-B-4） 看護記録 （P40～41）, 2編 -5章 -Ⅰ-B-1  診療および看護記録 （P85～86）

106-PM-33

 c . 看護情報の記録・報告
と共有

基礎看護学②  1編 -2章 -Ⅳ-3  報告と記録 （P48～49）

E. フィジカルアセスメ
ント

 a . 看護におけるフィジカ
ルアセスメントの意義

基礎看護学②  2編 -1章 -Ⅱフィジカルアセスメントの基本 （P93～131） 105-PM-73

 b . 医療面接（インタビュー、
問診）

基礎看護学②  2編 -1章 -Ⅱ-B  フィジカルアセスメントにおける基本技術 （P97～100）

 c . 身体診察（視診、触診、
聴診、打診）の基本

基礎看護学②  2編 -1章 -Ⅱ-B  フィジカルアセスメントにおける基本技術 （P97～100） 108-AM-38, 107-AM-34

 d . 全身の診察（全身の観
察、バイタルサイン） 

基礎看護学②  2編 -1章 -Ⅱ-B  フィジカルアセスメントにおける基本技術 （P97～100），
Ⅱ-C  一般状態のアセスメント①：バイタルサイン （P100～122）

 e . 系統別のフィジカルア
セスメント

基礎看護学②  2編 -1章 -Ⅲ  系統的なフィジカルアセスメントの実際 （P131～159） 108-AM-36

F. 感染防止対策  a . 感染の成立と予防 基礎看護学②  2編 -4章 -Ⅰ  感染と感染予防策の基礎知識 （P240～247）, Ⅱ  感染予防に
おける看護師の責務と役割 （P248～249）

107-PM-36

 b . 標準予防策〈スタンダー
ドプリコーション〉と感
染経路別予防策

微生物学  6章 -Ⅱ  感染制御対策 （P142～149）, 基礎看護学②  2編 -4章 -Ⅰ-2  感染予防
策の基礎知識 （P242～247）, Ⅱ  感染予防における看護師の責務と役割 （P248～249）, 
統合と実践①医療安全  2章 -Ⅲ-C  標準予防策と感染経路別予防策 （P231～232）

108-PM-33

 c . 手洗い、消毒、滅菌法、
無菌操作

基礎看護学②  2編 -4章 -Ⅲ  感染源への対策 （P250～260）, Ⅳ-A  手洗い （P261～267）, 
Ⅳ-C  滅菌物の取り扱い （P274～280）

 d . 感染性廃棄物の取り扱
い

基礎看護学②  2編 -4章 -Ⅳ-D-2  感染性廃棄物の取り扱い （P282～287） 104-AM-39

 e . 感染拡大の防止の対応 基礎看護学②  2編 -4章 -Ⅳ-D  隔離法および感染源の拡散防止 （P280～288） 106-AM-97, 105-AM-101

G.安全管理〈セーフティ
マネジメント〉

 a . 医療安全の概念と安全
管理〈セーフティマネジ
メント〉

基礎看護学②  2編 -5章  安全管理の技術 （P295～324）, 統合と実践①医療安全  1章 -Ⅳ  
組織としての医療安全対策 （P168～173）

 b . 誤薬の起こりやすい状
況と対策

基礎看護学②  2編 -5章 -Ⅲ-B  誤薬防止 （P304～308）, 基礎看護学③  5編 -3章 -Ⅰ-B  薬
物療法における看護師の役割 （P284～285）, C  薬物療法を受ける患者の援助 （P285～
287）, 統合と実践①医療安全  2章 -Ⅱ-B  与薬 （内服薬・注射・点滴）に関するインシデン
トと事故防止対策 （P186～191）

 c . 転倒・転落の起こりや
すい状況と対策

基礎看護学②  2編 -5章 -Ⅲ-D  転倒・転落防止 （P312～314）, Ⅲ-E  療養環境における危
険防止 （P314～315）, 統合と実践①医療安全  2章 -Ⅱ-K  転倒・転落の事故防止対策 
（P219～224）

 d . チューブ・ライントラ
ブルの起こりやすい状
況と対策

基礎看護学②  2編 -5章 -Ⅲ-C  ライン・チューブトラブル防止 （P309～312）, 統合と実
践①医療安全  2章 -Ⅱ-I  ライン・チューブ・カテーテル関連のインシデントと事故防止対
策 （P213～217） 

104-PM-42

 e . 針刺しの起こりやすい
状況と対策

基礎看護学②  2編 -4章 -Ⅳ-E  針刺し・切創・血液曝露事故防止 （P288～290） 
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

3.  看護における基本技
術

H. 安楽の確保  a . 安楽の概念 基礎看護学②  2編 -6章 -Ⅰ  看護における安楽の意義 （P326～327） 
 b . ボディメカニクスの原
理と看護実践への活用

基礎看護学②  2編 -6章 -Ⅲ  ボディメカニクスの基本 （P334～342）, 基礎看護学③  4編
-4章 -Ⅳ-A-2  体位変換の留意点 （P119～121）

107-AM-37

 c . 安楽な姿勢・体位の保
持

基礎看護学②  2編 -6章 -Ⅱ  安楽な体位の保持 （P328～334） 105-PM-39, 104-PM-41

 d . 安楽を提供するための
ケア（マッサージ、痛み
の軽減、罨法）

基礎看護学②  2編 -6章 -Ⅳ  様々な安楽確保の技術 （P343～350）

 e . 安楽を保つための療養
環境の調整

基礎看護学③  4編 -1章  環境を整える技術 （P1～21）

I. 終末期のケア
104-AM-37

 a . グリーフケア 基礎看護学②  3編 -2章 -Ⅱ-D-4  遺族へのケア （P385～386） 106-AM-40

 b . 死亡後のケア 基礎看護学②  3編 -2章 -Ⅱ-D  死後のケア （P380～386） 108-PM-34, 104-PM-43

4.  基本的日常生活援助
技術

A. 環境の調整  a . 環境調整の意義 基礎看護学③  4編 -1章  環境を整える技術 （P1～21）
 b . 療養環境のアセスメン
ト 

基礎看護学③  4編 -1章  環境を整える技術 （P1～21）

 c . 療養環境の調整と整備 基礎看護学③  4編 -1章 -Ⅱ  病室と病床の環境調整 （P9～20）

B. 食事と栄養
106-AM-41,  
104-AM-41

 a . 食事と栄養の意義 基礎看護学③  4編 -2章 -Ⅰ-1  食事・栄養摂取の意義 （P24）
 b . 健康な食生活と食事摂
取基準

基礎看護学③  4編 -2章 -Ⅱ  食事・栄養摂取のアセスメント （P25～32）

 c . 治療食、療養食 基礎看護学③  4編 -2章 -Ⅲ-A  医療施設で提供される食事 （P32～34）
 d . 食事と栄養に影響する
要因

基礎看護学③  4編 -2章 -Ⅱ  食事・栄養摂取のアセスメント （P25～32）, Ⅲ  患者への食
事の援助 （P32～37）

105-PM-72

 e . 食事と栄養のアセスメ
ント

基礎看護学③  4編 -2章 -Ⅱ-1  栄養状態のアセスメント （P26～27） 108-AM-90, 108-PM-35

 f . 食事摂取の自立困難な
人への援助

基礎看護学③  4編 -2章 -Ⅲ-B  経口摂取できる患者の食事介助 （P34～37）

 g . 嚥下障害のある人への
援助

基礎看護学③  4編 -2章 -Ⅲ-B  経口摂取できる患者の食事介助 （P34～37） 105-PM-40

 h . 経管・経腸栄養法 基礎看護学③  4編 -2章 -Ⅳ  経腸栄養 （経管栄養） （P38～49） 107-AM-36

 i . 経静脈栄養法 基礎看護学③  4編 -2章 -V  中心静脈栄養 （P49～53）, Ⅵ  末梢静脈栄養 （P53～56）

C. 排泄  a . 排泄の意義 基礎看護学③  4編 -3章 -Ⅰ-1  排泄の意義と援助の基本 （P60）
 b . 排泄に影響する要因 基礎看護学③  4編 -3章 -Ⅱ  排泄のアセスメント （P64～65）
 c . 排泄のアセスメント 基礎看護学③  4編 -3章 -Ⅱ  排泄のアセスメント （P64～65） 106-PM-36

 d . 自然な排泄を促す援助 基礎看護学③  4編 -3章 -Ⅲ  排泄の援助 （P65～75）, 4編 -3章 -Ⅳ  排便障害のある患者の
援助 （P75～83）, Ⅴ  排尿障害のある患者の援助 （P83～86）

 e . トイレ・ポータブルト
イレでの排泄の援助

基礎看護学③  4編 -3章 -Ⅲ-A  トイレを使用した排泄の援助 （P66）, B  ポータブルトイレ
を使用した排泄の援助 （P66～68）

107-PM-37

 f . 床上での排泄の援助 基礎看護学③  4編 -3章 -Ⅲ-C  差し込み便器を使用したベッド上での排便の援助 （P68～
71）, D  尿器を使用したベッド上での排尿の援助 （P71～73）, E  おむつ交換 （P73～75）

105-PM-38
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

4.  基本的日常生活援助
技術

C. 排泄  g . 自然な排泄が困難な人
への援助

基礎看護学③  4編 -3章 -Ⅳ  排便障害のある患者の援助 （P75～83）, Ⅴ  排尿障害のある
患者の援助 （P83～86）, 4編 -3章 -Ⅵ-A  浣腸（P86～91）, B  摘便 （P91～92）, C  ストー
マケア （P93～99）, D  一時的導尿 （P99～103）, E  持続的導尿 （留置カテーテル法） 
（P103～105）

108-PM-104, 105-AM-71, 
104-PM-44

 h . 尿失禁・便失禁のある
人への援助

基礎看護学③  4編 -3章 -Ⅳ-C  便失禁 （P81～83）, Ⅴ-A  頻尿と尿失禁 （P83～85） 107-AM-31

D. 活動と運動  a . 活動と運動の意義 基礎看護学③  4編 -4章 -Ⅰ-A  人間と運動 （P108～110）
 b . 活動と運動に影響する
要因

基礎看護学③  4編 -4章 -Ⅱ  活動のアセスメント （P111～114）

 c . 活動と運動のアセスメ
ント

基礎看護学③  4編 -4章 -Ⅱ  活動のアセスメント （P111～114） 106-AM-39

 d . 活動と運動を促す援助 基礎看護学③  4編 -4章 -Ⅲ  運動機能の維持・回復のための援助 （P115～118）, Ⅳ-A  体
位変換 （P118～130）, B  車椅子・ストレッチャーでの移動の援助 （P130～138）, D  歩
行の援助 （P140～142）

106-AM-42, 106-PM-34

 e . 療養生活におけるレク
リエーション

精神看護学②  8章 -Ⅵ-C  レクリエーション療法と指導上の注意点 （P279～281）

E. 休息と睡眠  a . 休息と睡眠の意義 基礎看護学③  4編 -4章 -Ⅰ-B  人間と休息 （P110～111）
 b . 休息と睡眠に影響する
要因

基礎看護学③  4編 -4章 -Ⅵ  睡眠の援助 （P143～147） 107-PM-39

 c . 休息と睡眠のアセスメ
ント

基礎看護学③  4編 -4章 -Ⅵ  睡眠の援助 （P143～147） 105-PM-37▲

 d . 休息と睡眠を促す援助 基礎看護学③  4編 -4章 -Ⅵ-4  睡眠の援助 （P147） 108-AM-39, 105-PM-37▲ , 
104-PM-40

F. 清潔と衣生活  a . 清潔と衣生活の意義 基礎看護学③  4編 -5章 -Ⅰ  清潔の意義 （P150～155）, Ⅹ-A-1  衣生活の意義 （P182） 108-PM-36

 b . 清潔と衣生活に影響す
る要因

基礎看護学③  4編 -5章 -Ⅰ-2  清潔援助の対象とアセスメントのポイント （P150～151）, 
Ⅹ-A-2  療養に適した衣服の条件 （P183～184）

107-AM-38

 c . 清潔と衣生活のアセス
メント

基礎看護学③  4編 -5章 -Ⅰ-2  清潔援助の対象とアセスメントのポイント （P150～151）

 d . 清潔行動・衣生活の自
立困難な人への援助

基礎看護学③  4編 -5章 -Ⅱ  入浴 （P155～160）, Ⅲ  手浴 （P160～163）, Ⅳ  足浴 （P163
～166）, Ⅴ  陰部洗浄 （P166～168）, Ⅵ  全身清拭 （P168～173）, Ⅶ  洗髪 （P174～
177）, Ⅷ  口腔ケア （P177～181）, Ⅹ  衣生活 （寝衣交換） （P182～189）

108-AM-40, 106-AM-43, 
104-AM-40, 104-PM-45

5.  診療に伴う看護技術 A. 呼吸、循環、体温調
整

 a . 呼吸・循環・体温調整
のアセスメント

基礎看護学③  5編 -1章 -Ⅰ-B-1  呼吸状態のアセスメント （P197～198）, Ⅷ-A  体温管理・
保温の基礎知識 （P242～243）

 b . 呼吸を楽にする姿勢と
呼吸法

基礎看護学③  5編 -1章 -Ⅱ  呼吸を楽にする姿勢・呼吸法 （P198～200） 108-AM-41

 c . 血圧・血流を保持する
姿勢

基礎看護学②  2編 -6章 -Ⅱ-B  安楽に体位を保持する方法 （P333～334） 104-AM-42

 d . 酸素吸入の適応と方法 基礎看護学③  5編 -1章 -Ⅳ  酸素吸入療法 （P211～218） 108-PM-37, 107-AM-90, 
104-AM-43

 e . 口腔内・鼻腔内・気管
内吸引の適応と方法

基礎看護学③  5編 -1章 -Ⅲ-B  一時的吸引 （P202～211）, V  胸腔ドレナージ （P218～
221） 
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

5.  診療に伴う看護技術 A. 呼吸、循環、体温調
整

 f . 排痰法の適応と方法 基礎看護学③  5編 -1章 -Ⅲ  気道分泌物の排出の援助 （P200～211） 
 g . 体温調整のための方法 基礎看護学③  5編 -1章 -Ⅷ-B  冷罨法 （P243～245）, Ⅷ-C  温罨法 （P246～247） 105-AM-42, 71

B. 皮膚・創傷管理  a . 創傷の治癒過程 基礎看護学③  5編 -2章 -Ⅰ-3  創傷の治癒過程 （P254） 107-AM-74

 b . 創傷のアセスメント 基礎看護学③  5編 -2章 -Ⅱ  創傷の観察 （P255）
 c . 洗浄、保護、包帯法 基礎看護学③  5編 -2章 -Ⅲ  創傷の処置 （P256～267） 105-PM-84

 d . 褥瘡の予防と治癒の促
進

基礎看護学③  5編 -2章 -Ⅳ  褥瘡の予防 （P267～274） 107-AM-76

C. 与薬  a . 与薬における看護師の
役割

基礎看護学③ 5編 -3章 -Ⅰ-A  薬物療法の理解 （P278～284）, B  薬物療法における看護
師の役割 （P284～285）

 b . 薬剤の種類と取り扱い
方法

基礎看護学③  5編 -3章 -Ⅱ  経口与薬法 （P287～292）, Ⅲ  外用薬の皮膚・粘膜適用 
（P292～305）, Ⅳ  注射法 （P306～336）

108-PM-38, 107-PM-40, 
106-PM-34, 105-AM-90, 
104-PM-90

 c . 与薬方法と効果の観察 基礎看護学③  5編 -3章 -Ⅰ-C-4  与薬後の観察 （P287）, Ⅱ  経口与薬法 （P287～292）, 
Ⅲ  外用薬の皮膚・粘膜適用 （P292～305）, Ⅳ  注射法 （P306～330）

106-PM-89.90, 104-PM-46

D. 輸液・輸血管理  a . 輸液・輸血の種類と取
り扱い方法 

基礎看護学③  5編 -3章 -Ⅴ-A-1  輸血療法の適用と種類 （P336～337）, 〈別巻〉治療法概
説  1編 -1章 -D 輸液療法 （P25～26）

 b . 輸液・輸血の管理方法 基礎看護学③ 5編 -3章 -Ⅴ-A-4  輸血療法の管理 （P339）, 〈別巻〉治療法概説  2編 -6章 -
Ⅲ-3 創傷管理、ドレーン管理、輸液ライン管理 （含、動脈ライン） （P284）

108-AM-42

 c . 輸液・輸血の副作用（有
害事象）の観察 

基礎看護学③  5編 -3章 -Ⅴ-B 輸血療法の方法 （P339～344） 107-AM-39

E. 救命救急処置  a . 生命の危機的状況のア
セスメント

基礎看護学③  5編 -5章 -Ⅰ  救命救急処置の意義と目的 （P396）, Ⅱ-A  心肺蘇生とは 
（P396～397）, Ⅱ-B  心肺蘇生とAEDを用いた除細動 （P397～407）

 b . 一次救命処置〈BLS〉 基礎看護学③  5編 -5章 -Ⅱ-B  心肺蘇生とAEDを用いた除細動 （P397～407） 107-PM-41, 106-PM-24, 
104-AM-44

 c . 止血法 基礎看護学③  5編 -5章 -Ⅲ  止血法 （P407～411） 106-AM-44

F. 生体機能のモニタリ
ング

 a . 診察・検査時の看護師
の役割

基礎看護学③  5編 -4章 -Ⅰ  検査に伴う看護の役割 （P350～351） 

 b . 検体検査（血液、尿、
便、喀痰、胸水、腹水、
骨髄液）

基礎看護学③  5編 -4章 -Ⅱ  排泄物の検査 （P352～355）, Ⅲ  体液・組織の検査 （P355
～374）

108-AM-37, 43, 104-PM-47

 c . 生体検査（エックス線撮
影、超音波、CT、
MRI、 心電図、内視鏡、
核医学）

基礎看護学③  5編 -4章 -Ⅳ  生体検査 （P374～388） 107-PM-40, 106-PM-72, 
104-AM-45

 d . 経皮的動脈血酸素飽和
度〈SpO2〉の測定、血
糖測定

基礎看護学③  5編 -4章 -Ⅳ-K  パルスオキシメトリー （P388）, L  生体情報モニター （P388） 107-AM-84, 105-AM-85

 e . モニタリング機器の取
り扱い

基礎看護学③  5編 -4章 -Ⅳ-L  生体情報モニター （P388）, 基礎看護学④  6章 -医療機器
使用の実際 （P356～387）

104-AM-38
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目標Ⅲ 	  保健・医療・福祉の中で看護の果たす役割について基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

6.  看護の役割と機能 A. 看護の場に応じた活
動

 a . 在宅における看護活動 基礎看護学①  4章 -Ⅰ-B-2  在宅における活動 （P121）, 基礎看護学④  序章 -Ⅱ-3  在宅に
おける看護の特徴 （P12～13）, 老年看護学① 5章 -Ⅱ 在宅看護 （P188～196）

 b . 医療施設における看護
活動

基礎看護学①  4章 -Ⅰ-B-1  医療施設における活動 （P118～121）, 基礎看護学④  序章 -Ⅱ
-1  医療施設 （病棟）における看護の特徴 （P7～11）, Ⅱ-2  医療施設 （外来）における看護
の特徴 （P11～12）

 c . 保健施設と福祉施設に
おける看護活動

基礎看護学①  4章 -Ⅰ-B-3  介護保健施設における活動 （P121～122）, 老年看護学①  5
章 -Ⅲ 施設看護 （P196～204）

B. 保健・医療・福祉の
連携と継続看護

 a . 保健・医療・福祉のチー
ムにおける看護職の役
割と機能

基礎看護学①  4章 -Ⅱ-B  チーム医療 （P133～136）

 b . 保健・医療・福祉の連
携を支える仕組み

基礎看護学①  4章 -Ⅱ-C  地域包括ケアシステム （P136～142）, 社会福祉  5章  社会福祉
の諸制度と施策 （P134～192）

 c . 施設内・施設間におけ
る継続看護

基礎看護学①  4章 -Ⅱ-B-2-2  チーム医療の意義 （P134～135）, 老年看護学②  6章 -Ⅴ-A  
高齢者と退院 （P206～207）, Ⅴ-B  退院する患者に対する看護の要点 （P206～207）, 在
宅看護論  3章 -Ⅰ-E  継続看護 （P105～106）, F  退院支援 （P106～108）
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成人看護学

目標Ⅰ 	  成人各期の健康保持・増進や疾病の予防について基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

1.  成人の特徴と生活 A. 成人期の発達課題の
特徴

 a . 青年期・壮年期・向老
期の身体的特徴

成人①成人概論  1章 -Ⅱ  成長・発達過程からみた成人の特徴 （P11～39）, 3章 -Ⅱ  成人
各期に特徴的な健康問題 （P124～153）

105-PM-85

 b . 青年期・壮年期・向老
期の心理・社会的特徴

成人①成人概論  1章 -Ⅱ  成長・発達過程からみた成人の特徴 （P11～39）, 3章 -Ⅱ  成人
各期に特徴的な健康問題 （P124～153）

B. 成人の生活  a . 家族形態と機能 成人①成人概論  2章 -Ⅲ-B  今日の家族の多様な姿と人生の選択 （P70～82）
 b . 生活様式 成人①成人概論  2章 -Ⅱ  働くことと生活 （P43～61）

C. 成人を取り巻く環境  a . 社会状況の変化 成人①成人概論  1章 -Ⅱ  成長・発達過程からみた成人の特徴 （P11～39）, 2章 -Ⅳ  多様
なライフスタイル （P82～91）, 3章 -Ⅱ  成人各期に特徴的な健康問題 （P124～153）

104-AM-46

2.  成人における健康の
保持・増進や疾病の
予防

A. 生活習慣に関連する
健康課題

 a . 生活習慣病の要因 公衆衛生学  2編 -3章 -D-2 栄養・食生活～D-6 喫煙・飲酒 （P212～217）, 成人①成人概
論  3章 -Ⅱ-B-4  生活習慣病の予防 （P140～141）, 〈別巻〉ヘルス  4章 -Ⅱ-C-1  生活習慣
病 （P197～200）

 b . 健康問題の現状と推移 公衆衛生学  2編 -3章 -A 成人期の生活と健康～E 生活習慣予防活動の展開 （P210～221）, 
成人①成人概論  3章 -Ⅱ-C-3  生活習慣病 （P146～152）

106-AM-46

 c . 生活習慣の是正 公衆衛生学  2編 -3章 -D 生活習慣予防活動 （P212～219）, G 成人保健の課題と展望 
（P224～225）, 〈別巻〉ヘルス  4章 -Ⅱ-C-1  生活習慣病 （P197～200）

B. 職業に関連する健康
課題

 a . 就労条件・環境と疾病
との関係

公衆衛生学  2編 -9章 -C-2 労働者の健康に関する状況 （P308～312）, D-2-④ 快適な職場
環境形成～D-2-⑥ 職場のメンタルヘルス対策 （P316～317）, 成人①成人概論  2章 -Ⅱ-B  
経済社会と密接な関係にある働く形 （P45～53）

106-PM-37

 b . 職業性疾患の要因と健
康診断の受診行動

公衆衛生学  2編 -3章 -G-①  健康診断の受診状況と生活習慣 （P224）, 9章 -D-2-①  職業
性疾病の予防～D-2-③  VDT作業 （P314～316）, 成人①成人概論  2章 -Ⅱ-C-1  職業生
活が健康に及ぼす影響 （P53～55）, 〈別巻〉ヘルス  4章 -Ⅱ-C-3  職業に関連する健康問題 :
職業性疾病 , 過労死など （P203～205）

C. ストレスに関連する
健康課題

 a . ストレス関連疾患の要
因

公衆衛生学  2編 -9章 -C-2-②  労働災害認定数 （P309～310）, C-2-④ 強い不安、悩み、
ストレスを感じる労働者の状況 （P311）, 成人①成人概論  3章 -Ⅱ-B-3  心の健康問題 
（P137～140）, 〈別巻〉ヘルス  4章 -Ⅱ-C-4  ストレスに関連する健康問題 （P205～208）

 b . ストレス対処方法 公衆衛生学 1編 -1章 -Ⅲ-B-1, ヘルス・プロモーションとエンパワメント （P26～28）, 成
人①成人概論  4章 -Ⅳ  健康の危機状況への対応 （P197～208）, 精神看護学①  5章 -Ⅳ  
セルフマネジメント （P165～172）, 〈別巻〉ヘルス  4章 -Ⅱ-B-6  ストレスマネジメント 
（P194～195）
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目標Ⅱ 	  急性期にある患者と家族の特徴を理解し看護を展開するための基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

3.  急性期にある患者と
家族の特徴と看護

A. 患者の特徴
103-AM-49*

 a . 身体的特徴 成人①成人概論  5章 -Ⅱ-B  急性期にある成人患者への治療と看護 （P237～258）, 経過別
①急性期  1編1章 -Ⅲ-B-1  身体的側面 （P19～20）

107-PM-85

 b . 心理的特徴 成人①成人概論  5章 -Ⅱ-B  急性期にある成人患者への治療と看護 （P237～258）, 経過別
①急性期  1編1章 -Ⅲ-B-3  心理社会的側面 （P20～24）

 c . 社会的特徴 成人①成人概論  5章 -Ⅱ-B  急性期にある成人患者への治療と看護 （P237～258）, 経過別
①急性期  1編1章 -Ⅲ-B-3  心理社会的側面 （P20～24）

B. 家族の特徴  a . 心理的特徴 成人①成人概論  5章 -Ⅱ-B-3 急性期にある患者の家族の体験と看護援助 （P255）, 経過別
①急性期  1編1章 -Ⅲ-C-1  家族の心理的負担 （P28）

 b . 社会的特徴 成人①成人概論  5章 -Ⅱ-B-3 急性期にある患者の家族の体験と看護援助 （P255）, 経過別
①急性期  1編1章 -Ⅲ-C-2  家族内の役割・関係の変化に伴う負担 （P28）

C. 急性期における看護
の基本

 a . 危機的状態への精神的
支援

成人①成人概論  4章 -Ⅳ-A  健康の危機状況 （P197～199）, 経過別①急性期  1編1章 -Ⅲ
-A  クリティカルな状態にある対象のとらえ方 （P10～18）, 〈別巻〉治療法概説  2編 -1章
-Ⅱ手術療法に対する患者の期待と不安 （P213～215）

 b . 治療の緊急性と優先度、
治療選択・意思決定へ
の支援

成人①成人概論  4章 -Ⅲ-C  意思決定支援 （P194～197）, 5章 -Ⅱ-B  急性期にある成人患
者への治療と看護 （P239）, 経過別①急性期  1編2章 -Ⅴ  意思決定に関する理論 （P65～
75）

108-PM-41

 c . 代理意思決定支援 成人①成人概論  4章 -Ⅲ-C-4  代理意思決定 （P195～196）, 経過別①急性期  1編2章 -Ⅴ  
意思決定に関する理論 （P65～75）

4.  救急看護、クリティ
カルケア

A. 緊急度と重症度のア
セスメント

 a . 意識レベル、神経学的
所見（緊急性と重症度の
アセスメント）

経過別①急性期  2編1章 -Ⅰ-B-2  解釈 （P236～241）, 〈別巻〉治療法概説  2編 -9章  生
体の損傷 （P319～333）, 10章  救急医療とその実際 （P335～353）

108-PM-118

 b . バイタルサイン緊急性
と重症度のアセスメン
ト

経過別①急性期  1編5章 -Ⅰ  全身管理 （P144～185）, 〈別巻〉治療法概説  2編 -9章  生
体の損傷 （P319～333）, 10章  救急医療とその実際 （P335～353）

108-AM-45, 91

B. 救急看護・クリティ
カルケアの基本

 a . 心肺停止状態への処置 経過別①急性期  1編5章 -Ⅲ-B  心肺蘇生 （P224～229）, 〈別巻〉臨床外科Ⅰ  1章 -⑦ -C  
胸骨圧迫 （心マッサージ） （P58～60）, 〈別巻〉治療法概説  2編 -10章 -Ⅰ  心肺蘇生 （P336
～343）

 b . ショックへの処置 経過別①急性期  2編1章 -Ⅵ-B-3  反応 （P282～284）, 〈別巻〉臨床外科Ⅰ  1章 -⑦ -A  気
道確保と人工呼吸 （P54～56）, 〈別巻〉治療法概説  2編 -4章 -Ⅴ全身麻酔 （P252～257）, 
10章 -Ⅱ ショック （P344～349）

106-PM-38

 c . 急性症状の応急処置 〈別巻〉機能障害③身体防御  2章 -③ -A-3  中毒のある人の看護 （P305）
 d . 外傷・熱傷・中毒の応
急処置

成人⑫皮膚  2編 -3章 -Ⅲ-H  救急時の看護 （熱傷患者の看護） （P191～195）, 経過別①急
性期  2編2章 -Ⅳ-E  患者への看護ケア （P346～349）, Ⅴ-E  患者へのケア （P354～
355）, 〈別巻〉治療法概説  2編 -10章 -Ⅲ  重症外傷と出血 , 止血 （P349～353）, 〈別巻〉機
能障害③身体防御  2章 -① -D-3  熱傷のある人の看護 （P284～285）

108-PM-39

 e . 環境要因による障害の
応急処置

経過別①急性期  2編5章 -Ⅰ-C  体温 （P162～165）, 〈別巻〉機能障害③体温  2章 -A-3  
高体温状態にある人の看護 （P28～29）, 3章 -② -A  高体温の治療に伴う看護 （P37～40）

 f . 感染症への処置 経過別①急性期  2編5章 -Ⅰ-G  感染予防 （P181～185）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

5.  周術期にある患者と
家族への看護

A. 術前からの看護  a . 手術療法の理解を促す
援助

経過別②周術期  1編 -3章 -Ⅰ-C-2  心理社会的ケア （P77～78）, 〈別巻〉臨床外科Ⅰ  序章 -
② -B  手術を受ける患者の理解 （P9～10）

 b . 手術の意思決定への援
助

経過別②周術期  1編 -3章 -Ⅰ-C-2  心理社会的ケア （P77～78）, 〈別巻〉臨床外科Ⅰ  序章 -
② -C  外科看護の特徴 （P10～12）

 c . 術後合併症のリスクア
セスメントと援助

経過別②周術期  1編 -3章 -Ⅰ-A-1  身体的アセスメント （P72～75）, C-1  身体的ケア 
（P77）, 5章 -Ⅱ  機能低下からの早期回復と術後合併症対策 （P151～180）, 〈別巻〉治療法
概説  2編 -6章 -Ⅳ 術後合併症の管理 （P286～288）

 d . 術前オリエンテーショ
ン

経過別②周術期  1編 -3章 -Ⅱ-A  術前オリエンテーション （P79～82）, 〈別巻〉臨床外科Ⅰ  
2章 -②  手術前の看護 （P97～104）

107-AM-41

 e . 不安のアセスメントと
援助

経過別②周術期  1編 -3章 -Ⅰ-A-2  心理社会的アセスメント （P75～76）, C-2  心理社会
的ケア （P77～78）, 〈別巻〉臨床外科Ⅰ  序章 -②  外科看護の基本 （P8～14）, 〈別巻〉治療
法概説  2編 -1章 -Ⅱ  手術療法に対する患者の期待と不安 （P213～215）

 f . ボディイメージ〈身体
像〉の変容への援助

経過別②周術期  1編 -3章 -Ⅰ-C-2  心理社会的ケア （P78）, 〈別巻〉治療法概説  2編 -1章 -
Ⅱ-6 創部など身体的イメージの変容に対する不安 （P214）

B. 術中の看護  a . 開腹・開胸・開頭・鏡
視（内視鏡）下の手術方
法による影響と援助

経過別②周術期  2編 -1章  脳・神経系の手術を受ける患者・家族の看護 （P223-244）, 3
章  呼吸器系の手術を受ける患者・家族の看護 （P267-279）, 4章  循環器系の手術を受け
る患者・家族の看護 （P281-316）, 5章  消化器系の手術を受ける患者・家族の看護 （P317-
364）, 6章  腎・泌尿器系の手術を受ける患者・家族の看護 （P367-379）, 9章  内視鏡下
手術を受ける患者の看護 （P443）, 〈別巻〉臨床外科Ⅰ  3章  麻酔と看護 （P106～142）

 b . 手術体位による影響と
援助

経過別②周術期  1編 -4章 -Ⅳ-C  体位作成時の看護 （P116～122）, 〈別巻〉臨床外科Ⅰ  4
章 -④ -B-3-3  手術体位の固定 （P165～168）, 〈別巻〉治療法概説  2編 -3章 -Ⅰ-c 体位固定 
（P231～232）

 c . 麻酔による影響と援助 経過別②周術期  1編 -4章 -Ⅲ  麻酔 （全身麻酔 , 局所麻酔） （P108～113）, Ⅳ-B  麻酔導入
時の看護 （P115～116）, 〈別巻〉臨床外科Ⅰ  3章  麻酔と看護 （P106～142）

107-PM-42

 d . 安全管理〈セーフティマ
ネジメント〉（患者確認、
ガーゼ遺存の防止）

経過別②周術期  1編 -4章 -Ⅶ  手術室における医療安全 （P132～137）, 〈別巻〉臨床外科
Ⅰ  序章 -② -C-3  手術室の看護 （P10～11）, 4章  手術室の看護 （P144～181）

C. 術後の看護  a . 生体反応 経過別②周術期  1編 -1章 -Ⅰ  手術療法と生体反応の基本 （P8～19）, 〈別巻〉治療法概説  
2編 -7章 -Ⅰ手術侵襲と生体反応 （P290～291）, Ⅲ 主な生体反応とは （P292～296）

107-AM-94

 b . 術後の疼痛管理 経過別②周術期  1編 -5章 -Ⅲ  疼痛対策 （P181～188）, 〈別巻〉臨床外科Ⅰ  序章 -② -C-6  
創痛緩和 （P11～12）, 3章 -③  術後疼痛コントロール （P124～128）, 7章 -② -A  術後疼
痛 （P219～220）, 9章 -② -C  疼痛コントロール （P285～286）, 〈別巻〉治療法概説  2編
-6章 -Ⅲ-2  術後疼痛管理 （P283～284）

 c . 創傷管理 経過別②周術期  1編 -5章 -Ⅳ  感染対策 （P189～195）, 〈別巻〉治療法概説  2編 -6章 -Ⅲ
-3 創傷管理 , ドレーン管理 , 輸液ライン管理 （含、動脈ライン） （P284）

 d . ドレーン管理 経過別②周術期  1編 -5章 -Ⅴ  ドレーン管理 （P195～199）, 〈別巻〉治療法概説  2編 -6章
-Ⅲ-3 創傷管理 , ドレーン管理 , 輸液ライン管理 （含、動脈ライン） （P284）

D. 術後合併症と予防
107-AM-92

 a . 術後出血 経過別②周術期  1編 -5章 -Ⅱ-B  体液・循環機能 （P155～160）, 〈別巻〉治療法概説  2編
-6章 -Ⅳ 術後合併症の管理 （P286～288）

107-PM-95

 b . 下肢静脈血栓、肺塞栓
症 

経過別②周術期  1編 -4章 -Ⅳ-D  肺血栓塞栓症の予防 （P122～123）, 〈別巻〉治療法概説  
2編 -6章 -Ⅳ 術後合併症の管理 （P286～288）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

5.  周術期にある患者と
家族への看護

D. 術後合併症と予防
107-AM-92

 c . 呼吸器合併症 経過別②周術期  1編 -5章 -Ⅱ-A  呼吸機能 （P151～155）, 〈別巻〉治療法概説  2編 -6章 -
Ⅳ 術後合併症の管理 （P286～288）

 d . 感染症 経過別②周術期  1編 -5章 -Ⅳ-B  感染予防のためのケア （P191～194）, 〈別巻〉治療法概
説  2編 -6章 -Ⅳ 術後合併症の管理 （P286～288）

107-AM-45

 e . 廃用症候群 経過別②周術期  1編 -5章 -Ⅱ-G  運動機能 （P173～175）, 〈別巻〉治療法概説  2編 -6章 -
Ⅳ 術後合併症の管理 （P286～288）

E. 術後の機能障害や生
活制限への看護
104-PM-92

 a . ボディイメージの受容
への支援 

経過別②周術期  1編 -6章 -Ⅱ  回復過程における生活の調整 （P218～221）, 〈別巻〉臨床
外科Ⅰ  序章 -② -C-7  早期離床 （P12）, 7章 -④  術後の看護 （P251～266）, 9章  術後リ
ハビリテーション （P280～287）

 b . 退院調整 経過別②周術期  1編 -6章 -Ⅰ-E  退院調整 （P212～217）, 〈別巻〉臨床外科Ⅰ  序章 -② -C-
7  早期離床 （P12）, 7章 -④  術後の看護 （P251～266）, 9章  術後リハビリテーション 
（P280～287）

107-AM-93

 c . 機能訓練 成人③循環器  1編 -3章 -Ⅲ-H 心臓リハビリテーション （P165～167）, 2編 -1章 -Ⅳ 循環
器疾患患者の療養生活を見据えた退院支援と多職種連携 （P321～327）, 2編 -3章 -Ⅱ-F-3 
回復期 （P382）, G 心臓リハビリテーション （P385～387）, 経過別②周術期  1編 -6章 -
Ⅰ-C  患者への看護 （P207～211）, 〈別巻〉臨床外科Ⅰ  序章 -② -C-7  早期離床 （P12）, 7
章 -④  術後の看護 （P251～266）, 9章  術後リハビリテーション （P280～287）,  〈別巻〉
機能障害②消化・吸収  4章 -F  大腸癌により糞便形成・排出機能障害を生じた患者の看護 
（P171～179）

 d . セルフケア能力の獲得 経過別②周術期  1編 -6章 -Ⅱ  回復過程における生活の調整 （P218～221）, 〈別巻〉臨床
外科Ⅰ  序章 -② -C-7  早期離床 （P12）, 7章 -④  術後の看護 （P251～266）, 9章  術後リ
ハビリテーション （P280～287）

 e . 生殖機能障害（月経異
常、更年期障害）

成人⑩女性生殖器  1編 -2章  女性生殖器疾患で生じる主な症状 （P49～71）, 経過別②周
術期  1編 -5章 -Ⅱ-I  性・生殖機能 （P179～180）, 〈別巻〉機能障害⑤性・生殖  1章 -②  
性・生殖機能とその障害 （P196～223）, 2章  性・生殖機能障害の把握と看護 （P226～
254）

目標Ⅲ 	  慢性疾患がある患者と家族の特徴を理解し看護を展開するための基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

6.  慢性疾患がある患者
と家族の看護

A. 慢性疾患がある患者
と家族の特徴

 a . 慢性疾患の特徴 成人①成人概論  5章 -Ⅲ-A  慢性期にある成人の健康問題をめぐる状況 （P270～275）, Ⅲ
-B-3  自己管理・生活調整への支援―“病みの軌跡”モデル （P279～284）, 経過別③慢性
期  序章  慢性期の疾患を抱える人と医療 , 看護のあり方 （P2～6）

 b . 主な慢性疾患の疫学 成人①成人概論  5章 -Ⅲ-A  慢性期にある成人の健康問題をめぐる状況 （P270～275）, Ⅲ
-B-3  自己管理・生活調整への支援―“病みの軌跡”モデル （P279～284）, 経過別③慢性
期  序章  慢性期の疾患を抱える人と医療 , 看護のあり方 （P2～6）

 c . 慢性疾患とともにある
生活 

成人①成人概論  5章 -Ⅲ-B-3  自己管理・生活調整への支援―“病みの軌跡”モデル （P279
～284）, 経過別③慢性期  1章  慢性期にある人と家族の理解
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

6.  慢性疾患がある患者
と家族の看護

B. 慢性疾患の治療と看
護の基本

 a . 治療選択・意思決定へ
の支援 

経過別③慢性期  4章 -Ⅰ-C-3  意思決定支援 （安定期からのアドバンス・ケア・プランニ
ングへのアプローチ） （P122～123）, Ⅱ-C-3  意思決定支援 （P132～133）, Ⅲ-C-5  意思
決定支援 （P147）, Ⅳ-C-3  意思決定支援 （P159～160）, Ⅴ-C-3  意思決定支援 （P176）, 
Ⅵ-C-4  心理的支援・意思決定支援 （P197～198）, Ⅶ-C-3  意思決定支援 （P211）, Ⅷ-慢
性腎臓病  (保存期）-C-3  意思決定支援 （P229）, Ⅷ-C-3  意思決定支援 （P239～240）, Ⅸ
-C-3  意思決定支援 （P260）, Ⅹ-C-3  意思決定支援 （P285）, Ⅺ -C-3  意思決定支援 
（P302）, Ⅻ -C-3  医療処置の意思決定支援 （P320～322）

 b . 継続的な支援体制と連
携 

成人①成人概論  6章 -Ⅱ  成人期にある人への退院支援 （P358～372）, 経過別③慢性期  
2章 -Ⅱ  慢性期看護の場の例 （P31～38）, Ⅲ  慢性期にある人の療養支援における多職種
連携と看護の役割 （P39～41）

C. セルフケア・自己管
理への看護

 a . セルフケア能力と行動
のアセスメント

成人①成人概論  5章 -Ⅴ-B-2-2）  臨床健康教育としてのセルフマネジメント教育の方法 
（P277～279）, 経過別③慢性期  3章 -Ⅰ-B  健康学習支援が必要な人への情報収集と問題
の特定 （P84～85）

 b . セルフケアに影響する
要因

成人①成人概論  5章 -Ⅴ-B  慢性期にある成人への治療と看護 （P275～293）, 経過別③慢
性期  3章 -Ⅰ-B  健康学習支援が必要な人への情報収集と問題の特定 （P84～85）

 c . セルフケアの工夫への
支援

成人①成人概論  4章 -Ⅴ  健康行動への行動変容：成人に対する健康学習支援 （P209～
224）, 5章 -Ⅲ-B-4  自己管理・生活調整への支援 （P264～268）, 経過別③慢性期  3章 -
Ⅰ-C  健康学習支援が必要な人への看護介入 （P89～92）

108-AM-98

 d . アドヒアランスや主体
性の尊重 

基礎看護学②  2編 -3章 -Ⅱ-A-3  コンプライアンスからアドヒアランス，コンコーダンス
へ （P216～217）, 経過別③慢性期  1章 -Ⅱ-A-2  慢性期における心理社会的側面の特徴 
（P13～18）

 e . 疾病認識と自己モニタ
リング（生活と自己管理
の調整）

成人①成人概論  5章 -Ⅲ-B-2  自己管理・生活調整への支援 （P276-279）, 経過別③慢性期  
3章 -Ⅱ-A-セルフモニタリング （P94～95）

107-PM-44, 93

 f . 生活と自己管理の調整 成人①成人概論  5章 -Ⅲ-B-4  自己管理・生活調整への支援 （P276～279）, 経過別③慢性
期  3章 -Ⅰ-C  健康学習支援が必要な人への看護介入 （P89～92）

108-AM-99

D. 社会的支援の獲得へ
の看護

 a . 患者と家族の相互作用
と関係性

成人①成人概論  5章 -Ⅴ-B  慢性期にある成人患者への治療と看護 （P275～293）, Ⅳ-B-3-
5）  家族への支援 （P291～292）, Ⅴ  終末期：人生の最期を迎える人と家族に寄り添う 
（P296～307）, 経過別③慢性期  1章 -Ⅲ  慢性期にある人と家族の理解 , 支援 （P18～22）

 b . 患者と家族の抱える問
題

成人①成人概論  5章 -Ⅴ-B  慢性期にある成人への治療と看護 （P275～293）, 経過別③慢
性期  1章 -Ⅲ  慢性期にある人と家族の理解 , 支援 （P18～22）

 c . 退院調整と多職種連携 成人①成人概論  5章 -Ⅴ-B  慢性期にある成人への治療と看護 （P275～293）, 経過別③慢
性期  2章 -Ⅰ-B  慢性期にある人への退院支援の充実 （P26～31）, Ⅱ  慢性期看護の場の
例 （P31～38）, Ⅲ  慢性期にある人の療養支援における多職種連携と看護の役割 （P39～
41）

 d . 患者会・家族会の活用
と支援

成人①成人概論  5章 -Ⅴ-B  慢性期にある成人への治療と看護 （P275～293）, 経過別③慢
性期  3章 -Ⅱ-D  家族への支援 （P92～93）

 e . 医療費助成制度の活用 成人①成人概論  5章 -Ⅵ-B-6  社会的支援の制度 （P311）, 経過別③慢性期  2章 -Ⅱ-B-2-3  
地域包括ケア病棟から在宅への移行に向けた退院支援 （P36～37）

107-AM-43
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目標Ⅳ 	  リハビリテーションの特徴を理解し看護を展開するための基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

7.  リハビリテーション
の特徴と看護

A. リハビリテーション
の特徴

 a . リハビリテーションの
定義

成人①成人概論  5章 -Ⅵ-B  リハビリテーションと看護 （P298～311）, 〈別巻〉リハビリ看
護  3章 -Ⅰ  リハビリテーションの分野と特徴 （P70～73）

 b . リハビリテーションに
おける看護の役割 

成人①成人概論  5章 -Ⅵ-B-1  リハビリテーションにおける看護の機能 （P298～299）

 c . 機能障害と分類 〈別巻〉リハビリ看護  1章 -Ⅰ-A-2  障害の発生と日常生活への影響 （P15～17）

B. 機能障害のアセスメ
ント

 a . 生活機能障害と日常生
活動作〈ADL〉

成人①成人概論  5章 -Ⅵ-B-3-2） 日常生活活動の支援 （P304～305）, 〈別巻〉リハビリ看護  
5章 -Ⅱ-F-3-2）-1） 日常生活活動 （動作） （ADL） （P250～251）

107-PM-96

 b . 居住環境 〈別巻〉リハビリ看護  6章 -Ⅳ-B  在宅リハビリテーション看護におけるアセスメント （P376
～378）

C. 障害に対する受容と
適応への看護

 a . 廃用症候群の予防 〈別巻〉リハビリ看護  3章 -Ⅳ-A  廃用症候群の予防 （P89～93） 107-PM-44, 106-PM-44, 
104-AM-47

 b . 日常生活動作〈ADL〉・
活動範囲の拡大に向け
た援助

成人①成人概論  5章 -Ⅵ-B-3-2） 日常生活活動の支援 （P304～305）, 〈別巻〉リハビリ看護  
5章 -Ⅰ-4  日常生活活動の評価 （P152～156）, Ⅱ  生活行動の再獲得に向けた支援 
（P162～307）

 c . 補助具・自助具の活用 成人①成人概論  5章 -Ⅵ-B  リハビリテーションと看護 （P298～311）, 〈別巻〉リハビリ看
護  5章 -Ⅱ  生活行動の再獲得に向けた支援 （P162～307）

 d . 心理的葛藤への対応 成人①成人概論  5章 -Ⅵ-B-3-4） 障害への適応に関する支援 （P306～307）, 〈別巻〉リハビ
リ看護  4章 -Ⅱ-A-2  障害受容 （P125～130）

108-PM-95

D. チームアプローチと
社会資源の活用

 a . 多職種連携 〈別巻〉リハビリ看護  3章 -Ⅲ  リハビリテーション医療におけるチームアプローチ （P78
～89）

108-PM-96

 b . 身体障害者福祉法に基
づく社会資源の活用

〈別巻〉リハビリ看護  2章 -Ⅲ-1  身体障害者福祉法 （P62～63）, 9章 -① -A-2  身体障害者
福祉法における定義 （P380～381）

E. 患者の社会参加への
支援

 a . 就労条件・環境の調整 成人①成人概論  5章  成人の健康状態に応じた看護 （P228～345）, 〈別巻〉リハビリ看護  
3章 -Ⅰ-4  職業 （的）リハビリテーション （P72）

 b . 社会参加を促す要素と
阻害要因

〈別巻〉リハビリ看護  2章 -Ⅲ-1  身体障害者福祉法 （P62～63）

目標Ⅴ 	  がん患者と家族の特徴を理解し看護を展開するための基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

8.  がん患者と家族への
看護

A. がん患者の抱える苦
痛 

 a . 転移・浸潤による身体
的・心理的苦痛 

成人①成人概論  5章 -Ⅷ-B  がん治療を受ける成人期の患者への看護 （P330～345） 108-PM-42

 b . 再発や経過の不確かさ
に伴う心理的苦痛 

基礎看護学④  3章 -Ⅲ-D  再発や悪化のおそれ （P75～76）, 成人①成人概論  5章 -Ⅷ-B  
がん治療を受ける成人期の患者への看護 （P330～345）

 c . 社会的偏見や制約に伴
う苦痛 

成人①成人概論  5章 -Ⅷ-B-1-2-3  告知を受けた成人がん患者への看護 （P333）

 d . スピリチュアルな苦痛 成人①成人概論  5章 -Ⅷ-B-1-2  告知に伴う看護 （P332～333）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

8.  がん患者と家族への
看護

B. がん患者の生活上の
困難 

 a . 全身消耗 、倦怠感、疼
痛等に伴う活動制限 

成人①成人概論  5章 -Ⅷ-4  通院治療を受ける療養生活への看護 （P338～345）

C. がん患者の治療と看
護

 a . 広範囲で侵襲性の高い
手術療法 

基礎看護学④  5章 -Ⅷ-D  人工臓器装着／臓器移植を必要とする患者の看護 （P281～
282）, 成人①成人概論  5章 -Ⅲ-B  周術期にある成人患者への看護 （P263～269）

 b . 化学療法 基礎看護学④  5章 -Ⅸ-A  化学療法とは （P283～286）, 成人①成人概論  5章  成人の健康
状態に応じた看護 （P228～345）

108-AM-95, 96, 106-AM-49

 c . 放射線療法 基礎看護学④  5章 -Ⅹ-A  放射線療法とは （P297～300）, Ⅹ-B  放射線療法に伴う有害事象 
（P300～304）, 成人①成人概論  5章 -Ⅷ-A-3-3  放射線療法 （P329～330）, 〈別巻〉放射線
診療  1章 -③  健康影響とその管理 （P6～24）, 3章 -①  主な疾患の放射線治療と看護 （P78
～135）, 〈別巻〉治療法概説  6章  放射線療法 （P133～156）

104-PM-49

 d . 集学的治療 基礎看護学④  5章 -Ⅸ-A-1-3 集学的治療 （P284）, 成人①成人概論  5章 -Ⅷ-A-3  がんの
治療法 （P328～330）

D. がん患者の社会参加
への支援 

 a . 就労条件・環境の調整 公衆衛生学  1編 -6章 -V-B-1 予防と対策 （P168）, 2編3章 -F-2 がん対策基本法 （P223）
 b . 社会参加を促す要素と
阻害要因 

成人①成人概論  5章 -Ⅷ-B  がん治療を受ける成人期の患者への看護 （P330～345）

目標Ⅵ 	  終末期にある患者、および緩和ケアを必要とする患者と家族の特徴を理解し看護を展開するための基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

9.  終末期にある患者お
よび緩和ケアを必要
とする患者と家族へ
の看護

A. 緩和ケアを必要とす
る患者と家族への看
護

 a . がん患者 基礎看護学②  3編 -2章 -Ⅰ-C  患者のニーズと援助のポイント （P373～375）, Ⅱ-B  臨終
まぢかの看護 （P363～365）, 成人①成人概論  5章 -Ⅶ-B  終末期にある成人への看護 
（P315～320）, C  家族への支援：大切な人を失う哀しみを支える （P320～322）, 経過別
④終末期  2編 -7章 -Ⅰ  一般病棟における終末期がん患者への看護 （P326～331）, Ⅳ  病
院から在宅へ移行する終末期がん患者への退院支援 （P346～355）, Ⅴ  在宅で治療を受け
ているがん患者への看護 （P355～363）, Ⅶ  臨死期のがん患者への看護 （緩和ケア病棟で
の看取り） （P377～385）, Ⅷ  臨死期のがん患者への看護 （在宅での看取り） （P386～
394）

104-PM-71

 b . 心不全患者 成人③循環器  2編 -1章 -Ⅲ-D 終末期 （P319～321）, 経過別④終末期  2編 -7章 -Ⅱ  一般
病棟における終末期慢性疾患患者への看護 （P332～338）, Ⅲ  一般病棟における終末期高
齢者への看護 （P338～346）

106-AM-50

 c . 慢性呼吸不全患者 疾病1呼吸器  2章 -Ⅰ  呼吸不全 （P24～28）, 成人②呼吸器  1編 -2章 -Ⅰ  呼吸不全 （P36
～40）

 d . 慢性疼痛のある患者 薬理学 2編 -2章 -Ⅳ-4  がん性疼痛治療に用いるオピオイド製剤 （P79）, 基礎看護学② 3
編 -2章 -Ⅰ-C  患者のニーズと援助のポイント （P373～375）, 経過別④終末期  2編 -3章 -
Ⅲ-B  疼痛 （P156～167）, 7章  事例で学ぶ終末期看護の実践 （P325～395）

B. エンド・オブ・ライ
フ・ケア 
〈end-of-life care〉

 a . 症状アセスメントとマ
ネジメント

成人①成人概論  5章 -Ⅶ-B  終末期にある成人への看護 （P315～320）, 経過別④終末期  2
編 -3章 -Ⅰ  緩和ケアとは （P148～151）, Ⅱ  緩和ケアにおける看護の役割 （P152～
154）, Ⅲ  身体的ケア （P154～208）

108-AM-100

 b . 全人的苦痛のアセスメ
ントとマネジメント

成人①成人概論  5章 -Ⅶ-B-2  全人的苦痛 （P316～317）, 経過別④終末期  2編 -3章  全
人的苦痛の緩和 （P147～272）, 〈別巻〉生と死  2章  死に直面した人間の現実 （P24～47）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

9.  終末期にある患者お
よび緩和ケアを必要
とする患者と家族へ
の看護

B. エンド・オブ・ライ
フ・ケア 
〈end-of-life care〉

 c . 苦痛緩和と意思決定支
援

成人①成人概論  5章 -Ⅴ-B  終末期にある成人への看護 （P315～320）, 経過別④終末期  1
編 -4章 -Ⅰ-B-4  鎮静にかかわる課題 （P81～82）, 2編 -1章 -Ⅱ-B  終末期の意思決定場面
におけるコミュニケーション （P94～95）, 〈別巻〉生と死  4章 -③ -A-1  癌性疼痛 （P72～
78）

108-PM-120

 d . 予期的悲嘆に対するア
セスメントとケア

成人①成人概論  5章 -Ⅴ-B  終末期にある成人への看護 （P315～320）, 経過別④終末期  2
編 -3章 -Ⅴ-A-2  家族や重要な他者とのつながりで生じる苦痛 （P244～245）, 〈別巻〉生と
死  1章  死を考える （P2～22）

108-AM-101, 105-PM-4, 
104-PM-73

 e . アドバンスケアプラン
ニング 

在宅看護論 第1編第4章 -Ⅰ-B-5  アドバンス・ケア・プランニング （P82～84）, 4章 -Ⅰ
-B-1  アドバンス・ケア・プランニング （P167～170）

 f . 家族ケア 成人①成人概論  5章 -Ⅴ-C  家族への支援：大切な人を失う哀しみを支える （P305～
307）, 第2編第3章 -Ⅷ  家族への緩和ケア （P264～272）

108-AM-102

C. 臨死期の看護  a . 身体的ケア 基礎看護学② 3編 -2章 -Ⅱ-A-1-1  身体的特徴 （P376）, 第2編第6章 -Ⅲ  臨死期における
症状マネジメントとケア （P308～312）, 第7章 -Ⅶ  臨死期のがん患者への看護 （緩和ケ
ア病棟での看取り） （P377～385）, Ⅷ  臨死期のがん患者への看護 （在宅での看取り） 
（P386～394）

 b . 精神的ケア 基礎看護学② 3編 -2章 -Ⅱ-A-1-2  身体的特徴 （P375～376）, 第2編第6章  臨死期の看
護 （P303～323）, 第2編第7章 -Ⅶ  臨死期のがん患者への看護 （緩和ケア病棟での看取
り） （P377～385）, Ⅷ  臨死期のがん患者への看護 （在宅での看取り） （P386～394）

 c . 家族の悲嘆へのケア、
代理意思決定支援 

成人①成人概論  4章 -Ⅲ-C-3  代理意思決定支援 （P192）, 第2編第1章 -Ⅱ-B  終末期の意
思決定場面におけるコミュニケーション （P94～95）, 第2編第6章 -Ⅳ-A-2  看護師の役割 
（P313～316）, Ⅴ  ビリーブメントケア （P319～323）

 d . 脳死状態への対応 成人①成人概論  5章 -Ⅴ-B-5  死の判定と定義 （P304）, 第1編第4章 -Ⅰ-B-3-3  脳死 
（P80～81）, 第2編第6章  臨死期の看護 （P303～323）

目標Ⅶ 	  各機能障害のある患者の特徴および病期や障害に応じた看護について基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

10.  呼吸機能障害のあ
る患者の看護

A. 原因と障害の程度の
アセスメントと看護
105-AM-91▲

 a . 酸素化障害 疾病1呼吸器  2章  呼吸器の症状と病態生理 （P24～62）, 成人②呼吸器  1編 -2章  呼吸
器の症状と病態生理 （P36～74）, 序章 -B  呼吸器疾患をもつ患者の特徴 （P3～4）, 2編 -1
章  看護の基本 （P290～316）, 2章  主な症状に対する看護 （P318～316）, 〈別巻〉機能障
害①呼吸  1章 -② -C  肺胞ガス交換機能とその障害 （P24～30）, 2章  呼吸機能障害の把
握と看護 （P38～70）

 b . 換気障害 疾病1呼吸器  2章  呼吸器の症状と病態生理 （P24～62）, 成人②呼吸器  1編 -2章  呼吸
器の症状と病態生理 （P36～74）, 序章 -B  呼吸器疾患をもつ患者の特徴 （P3～4）, 2編 -1
章  看護の基本 （P290～316）, 2章  主な症状に対する看護 （P318～316）, 〈別巻〉機能障
害①呼吸  1章 -②  呼吸機能とその障害 （P7～30）, 2章  呼吸機能障害の把握と看護 （P38
～70）

107-PM-91, 104-AM-49, 
104-PM-50, 52

 c . 呼吸運動障害 疾病1呼吸器  2章  呼吸器の症状と病態生理 （P24～62）, 成人②呼吸器  1編 -2章  呼吸
器の症状と病態生理 （P36～74）, 序章 -B  呼吸器疾患をもつ患者の特徴 （P3～4）, 2編 -1
章  看護の基本 （P290～316）, 2章  主な症状に対する看護 （P318～316）, 〈別巻〉機能障
害①呼吸  1章 -② -B  通気性の維持・気道の浄化機能とその障害 （P16～23）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

10.  呼吸機能障害のあ
る患者の看護

A. 原因と障害の程度の
アセスメントと看護
105-AM-91▲

 d . 生命・生活への影響 疾病1呼吸器  2章  呼吸器の症状と病態生理 （P24～62）, 成人②呼吸器  序章 -B  呼吸器
疾患をもつ患者の特徴 （P3～4）, 1編 -2章  呼吸器の症状と病態生理 （P36～74）, 2編 -1
章  看護の基本 （P290～316）, 2章  主な症状に対する看護 （P318～316）, 〈別巻〉機能障
害①呼吸  1章  呼吸機能障害と日常生活 （P4～36）, 2章  呼吸機能障害の把握と看護 
（P38～70）

107-PM-93

B. 検査・処置を受ける
患者への看護

 a . 動脈血液ガス分析 疾病1呼吸器  3章 -Ⅱ-F  血液ガス分析 （P84～88）, 成人②呼吸器  1編 -3章 -Ⅱ-F  血液
ガス分析 （P96～100）, 2編 -3章 -Ⅰ-D-3  動脈血ガス分析 （P343～344）

 b . 呼吸機能検査 疾病1呼吸器  3章 -Ⅱ-G  呼吸機能検査 （P88～96）, 成人②呼吸器  1編 -3章 -Ⅱ-G  呼吸
機能検査 （P100～108）, 2編 -3章 -Ⅰ-D  呼吸機能検査 （P342～344）, 〈別巻〉機能障害
①呼吸  3章 -①  呼吸機能の検査に伴う看護 （P72～90）

107-PM-92

 c . 気管支鏡検査 疾病1呼吸器  3章 -Ⅱ-I-1  気管支鏡検査 （P99～103）, 成人②呼吸器  1編 -3章 -Ⅱ-I-1  
気管支鏡検査 （P111～115）, 2編 -3章 -Ⅰ-E-1  気管支鏡検査 （P344～346）

105-AM-91▲

 d . 胸腔穿刺 疾病1呼吸器  3章 -Ⅱ-C  胸水検査 （胸腔穿刺） （P75～78）, 成人②呼吸器  1編 -3章 -Ⅱ-C  
胸水検査 （胸腔穿刺） （P87～90）, 2編 -3章 -Ⅰ-B  胸腔穿刺検査 （胸水検査） （P339～
340）

 e . 肺生検 疾病1呼吸器  3章 -Ⅱ-D  肺生検 （P78～83）, 成人②呼吸器  1編 -3章 -Ⅱ-D  肺生検 （P90
～95）, 2編 -3章 -Ⅰ-C  肺生検 （P340～342）

C. 治療を受ける患者の
看護

 a . 酸素療法 疾病1呼吸器  3章 -Ⅲ-C  酸素療法 （P117～122）, 成人②呼吸器  1編 -3章 -Ⅲ-C  酸素療
法 （P129～134）, 2編 -3章 -Ⅱ-C  酸素療法 （P351～353）, 〈別巻〉機能障害①呼吸  4章
-E  鉄欠乏性貧血 （肺胞ガス交換機能障害）患者の看護 （P143～145）

 b . 非侵襲的陽圧換気 疾病1呼吸器  3章 -Ⅲ-D  人工呼吸療法と呼吸管理 （P122～125）, 成人②呼吸器  1編 -3
章 -Ⅲ-D  人工呼吸療法と呼吸管理 （P134～137）, 2編 -3章 -Ⅱ-E-4  非侵襲的陽圧換気療
法 (NPPV) （P366～367）

 c . 侵襲的陽圧換気 疾病1呼吸器  3章 -Ⅲ-D  人工呼吸療法と呼吸管理 （P122～125）, 成人②呼吸器  1編 -3
章 -Ⅲ-D  人工呼吸療法と呼吸管理 （P134～137）, 2編 -3章 -Ⅱ-F  気管切開 （P367～
372）

 d . 肺切除術 疾病1呼吸器  3章 -Ⅲ-I-4  代表的な術式 （P145～146）, 成人②呼吸器  1編 -3章 -Ⅲ-I-4  
代表的な術式 （P157～158）, 2編 -3章 -Ⅱ-G  手術療法 （P372～379）, 〈別巻〉機能障害
①呼吸  3章 -② -A-6  肺切除術 （P106～109）

 e . 胸腔ドレナージ 疾病1呼吸器  3章 -Ⅲ-H  胸腔ドレナージ （P129～132）, 成人②呼吸器  1編 -3章 -Ⅲ-H  
胸腔ドレナージ （P141～144）, 2編 -3章 -Ⅱ-H  胸腔ドレナージ （P379～382）

108-AM-47

 f . 吸入による薬物療法 疾病1呼吸器  3章 -Ⅲ-B  吸入療法 （P111～117）, 成人②呼吸器  1編 -3章 -Ⅲ-B  吸入療
法 （P123～129）, 2編 -3章 -Ⅱ-B  吸入療法 （P351～353）

 g . 薬物療法 疾病1呼吸器  3章 -Ⅲ-A  薬物療法 （P103～111）, 成人②呼吸器  1編 -3章 -Ⅲ-A  薬物療
法 （P115～123）, 2編 -3章 -Ⅱ-A  薬物療法 （P348～351）, 〈別巻〉機能障害①呼吸  3章 -
② -A  換気機能障害の治療に伴う看護 （P90～109）

105-AM-93

D. 病期や機能障害に応
じた看護

 a . 腫瘍（肺癌、中皮腫） 疾病1呼吸器  4章 -Ⅸ-A  原発性肺がん （P259～268）, Ⅸ-D-4  胸膜中皮腫 （P270～
272）,   成人②呼吸器  1編 -4章 -Ⅸ-A  原発性肺がん （P271～280）, Ⅸ-D-4  胸膜中皮腫 
（P282～284）, 2編 -4章 -Ⅷ  肺がん患者の看護 （P440～461）

 b . 炎症性疾患（肺炎、気管
支炎、胸膜炎）

疾病1呼吸器  4章 -Ⅰ-A  気管支炎 （P157～161）, Ⅰ-D  肺炎 （P164～173）, Ⅲ-A  胸膜
炎 （P207～211）, 成人②呼吸器  1編 -4章 -Ⅰ-A  気管支炎 （P169～173）, Ⅰ-D  肺炎 
（P176～185）, Ⅲ-A  胸膜炎 （P219～223）, 2編 -4章 -Ⅰ  肺炎患者の看護 （P369～

401）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

10.  呼吸機能障害のあ
る患者の看護

D. 病期や機能障害に応
じた看護

 c . 慢性閉塞性肺疾患
〈COPD〉

疾病1呼吸器  4章 -Ⅱ-B  慢性閉塞性肺疾患 （COPD） （P193～201）, 成人②呼吸器  1編
-4章 -Ⅱ-B  慢性閉塞性肺疾患 （COPD） （P205～213）, 2編 -4章 -Ⅲ  COPD(慢性閉塞
性肺疾患 )患者の看護 （P405～418）, 〈別巻〉機能障害①呼吸  3章 -②  呼吸機能障害の治
療に伴う看護 （P90～115）, 4章  呼吸機能障害のある患者の看護 （P118～145）

107-AM-42, 105-AM-92

 d . 気管支喘息 疾病1呼吸器  4章 -Ⅱ-C  気管支喘息 （P201～204）, 成人②呼吸器  1編 -4章 -Ⅱ-C  気管
支喘息 （P213～216）, 2編 -4章 -Ⅳ  気管支喘息患者の看護 （P418～430）

108-PM-43

11.  循環機能障害のあ
る患者の看護

A. 原因と障害の程度の
アセスメントと看護

 a . ポンプ機能障害 成人③循環器  2編 -1章 -Ⅰ-A  ポンプ機能における障害 （P320～323）, Ⅰ-B 冠血流の障
害 （P323～324）, 2章  主な症状に対する看護 （P354～374 ）, 〈別巻〉機能障害①循環  1
章 -②  循環機能とその障害 （P155～176）, 2章  循環機能障害の把握と看護 （P182～
214）

104-AM-91

 b . 刺激伝導障害 成人③循環器  2編 -1章 -Ⅰ-C 刺激伝導系の障害 （P324～325）, 2章 -C 動悸 （P362～
364）, E ショック （P366～368）, G 失神 （P370～372）, 〈別巻〉機能障害①循環  1章 -
② -A-1-3）  律動 （P160～162）

 c . 血管・リンパ管障害 成人③循環器  2編 -1章 -Ⅰ-D 血管における障害 （P325～327）, 2章 主な症状に対する看
護 （P354～374）, 〈別巻〉機能障害①循環  1章 -② -B  輸送環流機能とその障害 （P167～
176）

 d . 生命・生活への影響 成人③循環器 2編 -1章 -Ⅱ  看護上の問題とアセスメント （P327～332）, 3章 -Ⅱ-A 薬物
療法 （P387～390）, B 食事療法 （P390～391）, 〈別巻〉機能障害①循環  1章  循環機能障
害と日常生活 （P150～180）, 2章  循環機能障害の把握と看護 （P182～214）

104-AM-93

B. 検査・処置を受ける
患者への看護

 a . 心電図 疾病2循環器  3章 -Ⅱ-A  心電図 （P69～78）, Ⅱ-C  画像検査 （P79～85）, 成人③循環器  
1編 -3章 -Ⅱ-A 心電図 （P81～90）, Ⅱ-C  画像検査 （P91～107）, 2編 -3章 -Ⅰ-A  心電図
検査 （P376～378）

107-AM-91

 b . 心血管超音波 疾病2循環器  3章 -Ⅱ-A  心電図 （P69～78）, Ⅱ-C  画像検査 （P79～85）, 成人③循環器  
1編 -3章 -Ⅱ-A 心電図 （P81～90）, Ⅱ-C  画像検査 （P91～107）, 2編 -3章 -Ⅰ-A  心電図
検査 （P376～378）

 c . 血管造影 2編 -3章 -Ⅰ-B-2 冠動脈造影検査 （P380～382）
 d . 心臓カテーテル 疾病2循環器  3章 -Ⅱ-D  心臓カテーテル検査 （P85～87）, 成人③循環器  1編 -3章 -Ⅱ

-D  心臓カテーテル検査 （P97～99）, 2編 -3章 -Ⅰ-B  心臓カテーテル検査 （P378～383）

C. 治療を受ける患者へ
の看護

 a . 経皮的冠動脈形成術
〈PCI〉

疾病2循環器  3章 -Ⅲ-C-1  経皮的冠動脈インターベンション （P109～111）, 成人③循環
器  1編 -3章 -Ⅲ-C-1  経皮的冠動脈インターベンション （P121～123）, 2編 -3章 -Ⅱ-C  
経皮的冠動脈インターベンション （P391～394）, 〈別巻〉機能障害①循環  3章 -B-1  心臓
カテーテル法 （P239～241）

 b . 冠動脈バイパス術
〈CABG〉

疾病2循環器  3章 -Ⅲ-G-1  冠動脈バイパス （P146～149）, 成人③循環器  1編 -3章 -Ⅲ
-G-1  冠動脈バイパス （P158～161）, 2編 -3章 -Ⅱ-F-4-1  冠動脈バイパス術 （P409～
410）

105-AM-45

 c . 弁置換術・弁形成術 疾病2循環器  3章 -Ⅲ-G-2  人工弁置換術 （P149～153）, 成人③循環器  1編 -3章 -Ⅲ-G-
2  人工弁置換術 （P161～165）, 2編 -3章 -Ⅱ-F-4-2  弁置換術または形成術 （P410～
412）

108-AM-27

 d . 大動脈内バルーンパン
ピング〈 IABP〉

疾病2循環器  3章 -Ⅲ-E-1  大動脈内バルーンパンピング （P121～123）, 成人③循環器  1
編 -3章 -Ⅲ-E-1  大動脈内バルーンパンピング （P133～135）, 2編 -3章 -Ⅱ-E-1  IABPに
よる治療を受ける患者の安全・安楽のための看護 （P397～398）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

11.  循環機能障害のあ
る患者の看護

C. 治療を受ける患者へ
の看護

 e . ペースメーカー 疾病2循環器  3章 -Ⅲ -D  ペースメーカー治療 （P115～120）, 成人③循環器  1編 -3章 -
Ⅲ-D  ペースメーカー治療 （P127～132）, 2編 -3章 -Ⅱ-D  ペースメーカーの装着 （P394
～397）, 〈別巻〉機能障害①循環  4章 -C  ペースメーカー植え込み （ポンプ機能障害）患者
の看護 （P266～268）

 f . 植込み型除細動器 疾病2循環器  3章 -Ⅲ-D  ペースメーカー治療 （P115～120）, 成人③循環器  1編 -3章 -
Ⅲ-D  ペースメーカー治療 （P127～132）

 g . 血栓溶解療法・血栓除
去術

〈別巻〉機能障害①循環  3章 -② -A-1  薬物治療 （P235～238）

D. 病期や機能障害に応
じた看護

 a . 心不全 疾病2循環器  4章 -Ⅰ  心不全 （P164～177）, 成人③循環器  1編 -4章 -Ⅰ 心不全 （P176
～189）, 2編 -4章 -Ⅶ 心不全患者の看護 （P440～447）

108-AM-48, 104-AM-92

 b . 虚血性心疾患 疾病2循環器  4章 -Ⅲ  虚血性心疾患 （P204～224）,  成人③循環器  1編 -4章 -Ⅲ  虚血性
心疾患 （P216～236）, 2編 -4章 -Ⅱ  虚血性心疾患患者の看護 （P423～429）, 〈別巻〉機能
障害①循環  4章 -A  心筋梗塞 （ポンプ機能障害／輸送還流機能障害）患者の看護 （P250～
258）

 c . 弁膜症 疾病2循環器  4章 -Ⅳ  弁膜症 （P225～237）,  成人③循環器  1編 -4章 -Ⅳ 弁膜症 （P237
～249）, 2編 -4章 -Ⅳ  大動脈弁狭窄症患者の看護 （P433～434）, Ⅸ 感染性心内膜炎患者
の看護 （P450～452）

 d . 不整脈 疾病2循環器  4章 -Ⅱ  不整脈 （P177～204）,  成人③循環器  1編 -4章 -Ⅱ 不整脈 （P189
～209）, 2編 -4章 -Ⅷ  不整脈患者の看護 （P447～450）

106-AM-47

 e . 閉塞性動脈硬化症（下肢
動脈閉塞症）

疾病2循環器  4章 -Ⅷ-B-1  閉塞性動脈硬化症 （P260～263）, B-2  急性動脈閉塞 （P263
～264）, B-3  閉塞性血栓血管炎 （パージャー病） （P264～266）, 成人③循環器  1編 -4章
-Ⅷ-B-1  閉塞性動脈硬化症 （P272～275）, B-2  急性動脈閉塞 （P275～276）, B-3  閉塞
性血栓血管炎 （パージャー病） （P276～278）, 2編 -4章 -Ⅴ  閉塞性動脈硬化症患者の看護 
（P435～437）

12.  消化・吸収機能障
害のある患者への
看護

A. 原因と障害の程度の
アセスメントと看護

 a . 咀嚼・嚥下障害 疾病3消化器  2章 -Ⅰ  嚥下障害・誤嚥 （P28～30）, 成人⑤消化器  1編 -2章 -Ⅰ  嚥下障
害・誤嚥 （P38～40）, 2編 -1章 -Ⅰ-A  咀嚼・嚥下機能の障害と看護の役割 （P296～
299）, 2章 -Ⅰ-B-1-1  嚥下障害の程度，原因の把握 （P335）, 〈別巻〉機能障害②消化・吸
収  1章 -②  消化・吸収機能とその障害 （P7～35）, 2章 -B  嚥下障害 （P48～53）

106-PM-39, 105-PM-86

 b . 消化管機能障害 疾病3消化器  2章  消化器疾患の症状と病態生理 （P28～59）,  成人⑤消化器  1編 -2章  
消化器疾患の症状と病態生理 （P38～69）, 2編 -1章  看護の基本 （P296～330）, 2章  主
な症状に対する看護 （P332～370）, 3章 -Ⅱ-F  緊急時の看護 （P433～448）, 〈別巻〉機能
障害②消化・吸収  2章  消化・吸収機能障害の把握と看護 （P40～80）

106-AM-91, 105-PM-91, 92, 
104-PM-51

 c . 膵液分泌障害 成人⑤消化器  2編 -1章 -Ⅰ-D  肝・胆・膵の機能障害と看護の役割 （P303～304）
 d . 胆汁分泌障害 成人⑤消化器  2編 -1章 -Ⅰ-D  肝・胆・膵の機能障害と看護の役割 （P303～304）
 e . 生命・生活への影響 成人⑤消化器  2編 -1章 -Ⅰ  消化器疾患で生じる機能障害と看護の役割 （P296～330）, 2

章  主な症状に対する看護 （P332～370）, 〈別巻〉機能障害②消化・吸収  1章  消化・吸収
機能障害と日常生活 （P4～38）, 2章  消化・吸収機能障害の把握と看護 （P40～80）

B. 検査・処置を受ける
患者への看護
105-PM-44

 a . 上部消化管内視鏡 疾病3消化器  3章 -Ⅱ  消化器疾患にかかわる検査 （P70～101）, 成人⑤消化器  1編 -3章
-Ⅱ  消化器疾患にかかわる検査 （P80～111）, 2編 -3章 -Ⅰ  主な検査に伴う看護 （P372
～379）, 〈別巻〉機能障害②消化・吸収  3章 -①  消化・吸収機能の検査に伴う看護 （P82
～105）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

12.  消化・吸収機能障
害のある患者への
看護

B. 検査・処置を受ける
患者への看護
105-PM-44

 b . 大腸内視鏡 疾病3消化器  3章 -Ⅱ-E-3  下部消化管 （大腸） 内視鏡検査 （P95）, 成人⑤消化器  2編 -3
章 -Ⅰ-A-3  大腸内視鏡検査の際の援助 （P374）

 c . 内視鏡的逆行性胆管膵
管造影〈ERCP〉

疾病3消化器  3章 -Ⅱ-D-7  胆囊・胆管・膵管造影検査 （P89）, 成人⑤消化器  1編 -3章 -
Ⅱ-D-7  胆囊・胆管・膵管造影検査 （P99）

106-AM-92

 d . 消化管造影 疾病3消化器  3章 -Ⅱ  消化器疾患にかかわる検査 （P70～101）, 成人⑤消化器  1編 -3章
-Ⅱ  消化器疾患にかかわる検査 （P80～111）, 2編 -3章 -Ⅰ  主な検査に伴う看護 （P372
～379）, 〈別巻〉機能障害②消化・吸収  3章 -①  消化・吸収機能の検査に伴う看護 （P82
～105）

105-AM-31

 e . 造影CT・MRI 疾病3消化器  3章 -Ⅱ-D-2  CT検査 （P81～84）, Ⅱ-D-3  MRI検査 （P84～86）, 成人⑤
消化器  1編 -3章 -Ⅱ-D-2  CT検査 （P91～94）, Ⅱ-D-3  MRI検査 （P94～96）, 〈別巻〉治
療法概説  2編 -2章 -Ⅴ  放射線検査 （P222～224）

107-PM-45

 f . 直腸診 疾病3消化器  3章 -Ⅰ-B-5  直腸指診 （P69～70）, 成人⑤消化器  1編 -3章 -Ⅰ-B-5  直腸
指診 （P79～80）, 2編 -3章 -Ⅰ-A-3  大腸内視鏡検査の際の援助 （P374）

C. 治療を受ける患者へ
の看護

 a . 咽頭・喉頭摘出術 疾病10耳鼻咽喉  3章 -Ⅳ  治療法 （P349～364）, 成人⑬耳鼻咽喉  1編 -3章 -Ⅳ  治療法 
（P87～102）

 b . 食道切除術 疾病3消化器  4章 -Ⅰ-C  食道がん （P130～137）, 成人⑤消化器 1編 -4章 -Ⅰ-C  食道が
ん （P140～147）, 2編 -4章 -Ⅰ  食道がん患者の看護 （P450～467）

 c . 胃切除術 疾病3消化器  4章 -Ⅱ-E  胃がん （P151～157）, 成人⑤消化器  1編 -4章 -Ⅱ-F  胃がん 
（P161～167）, 2編 -4章 -Ⅱ  胃がん患者の看護 （P467～480）, 〈別巻〉機能障害②消化・
吸収  4章 -C  胃切除術により，消化・吸収機能障害，移送機能障害，摂取機能障害を生じ
た患者の看護 （P151～159）

107-AM-95, 106-AM-93

 d . 大腸切除術 疾病3消化器  4章 -Ⅲ-F  結腸がん , 直腸がん （P189～201）, 成人⑤消化器  1編 -4章 -Ⅲ
-F  結腸がん , 直腸がん （P199～211）, Ⅰ  腹膜炎 （P218～220）, 2編 -4章 -Ⅲ  大腸が
ん患者の看護 （P480～486）

105-AM-46, 104-PM-91

 e . 膵切除術 疾病3消化器  4章 -Ⅷ-B  膵囊胞性腫瘍 （P274～276）, Ⅷ-C  膵がん（276～280）, 成人⑤
消化器  1編 -4章 -Ⅷ-B  膵囊胞性腫瘍 （P284～286）, Ⅷ-C  膵がん （P286～290）

 f . 腹腔鏡視下手術 成人⑤消化器  2編 -3章 -Ⅰ-C-2  腹腔鏡検査の際の援助 （P377）, 〈別巻〉機能障害②消化・
吸収  3章 -② -2-4）  腹腔鏡下手術を受ける患者と家族への看護 （P127～129）

 g . 人工肛門造設術 疾病3消化器  4章 -Ⅲ-F  結腸がん , 直腸がん （P189～201）, 成人⑤消化器 1編 -4章 -Ⅲ
-F  結腸がん , 直腸がん （P199～211）, 2編 -3章 -Ⅱ-D  消化管ストーマ造設 （P414～
428）, 〈別巻〉機能障害②消化・吸収  4章 -F  大腸癌により糞便形成・排出機能障害を生
じた患者の看護 （P171～179）, 〈別巻〉臨床外科Ⅱ  3章 -⑦  小腸および大腸の外科と看護 
（P183～206）

108-PM-89

 h . 手術後ドレナージ 疾病3消化器  3章 -Ⅲ-C-6  術後管理 （P115）, 成人⑤消化器  1編 -3章 -Ⅲ-C-6  術後管理 
（P125）, 〈別巻〉臨床外科Ⅱ  3章 -② -B-2-4）  ドレーンの管理 （P124～125）

104-PM-93

 i . 胆道・胆ドレナージ 疾病3消化器  4章 -Ⅶ-B  胆管炎 （P260～261）, 成人⑤消化器 1編 -4章 -Ⅶ-B  胆管炎 
（P270～271）, 〈別巻〉臨床外科Ⅱ  3章 -② -B-2-4）  ドレーンの管理 （P124～125）

 j . 経腸栄養法 疾病3消化器  3章 -Ⅲ-B  栄養・食事療法 （P107～111）, 4章 -Ⅲ-B-3  クローン病 （P163
～170）, 成人⑤消化器 1編 -3章 -Ⅲ-B  栄養・食事療法 （P117～121）, 4章 -Ⅲ-B-3  クロー
ン病 （P173～180）, 2編 -4章 -Ⅵ-C  退院後の生活に向けて （P508）, 〈別巻〉機能障害②
消化・吸収  4章 -E  急性膵炎・慢性膵炎により，消化・吸収機能障害を生じた患者の看護 
（P163～170）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

12.  消化・吸収機能障
害のある患者への
看護

C. 治療を受ける患者へ
の看護

 k . 経静脈栄養法 疾病3消化器  3章 -Ⅲ-B  栄養・食事療法 （P107～111）, 4章 -Ⅲ-B-3  クローン病 （P163
～170）, 成人⑤消化器 1編 -3章 -Ⅲ-B  栄養・食事療法 （P117～121）, 4章 -Ⅲ-B-3  クロー
ン病 （P173～180）, 2編 -3章 -Ⅱ-A-2-3  中心静脈栄養法を受ける患者の看護 （P393～
396）, 〈別巻〉機能障害②消化・吸収  3章 -② -4-2）  中心静脈栄養 （P134～138）

D. 病期や機能障害に応
じた看護
105-PM-93

 a . 口腔・咽頭腫瘍（舌癌、
咽頭癌、喉頭癌） 

疾病10耳鼻咽喉  3章 -Ⅳ  治療法 （P349～364）, 成人⑬耳鼻咽喉  1編 -3章 -Ⅳ  治療法 
（P87～102）

106-PM-41, 104-AM-88

 b . 上部消化管腫瘍（食道
癌、胃癌） 

疾病3消化器  4章 -Ⅰ-C  食道がん （P130～137）, Ⅱ-E  胃がん （P151～157）, 成人⑤消
化器 1編 -4章 -Ⅰ-C  食道がん （P140～147）, Ⅱ-E  胃がん （P161～167）,  2編 -4章 -Ⅰ  
食道がん患者の看護 （P450～467）, Ⅱ  胃がん患者の看護 （P467～480）, 〈別巻〉機能障
害②消化・吸収  4章 -C  胃切除術により，消化・吸収機能障害，移送機能障害，摂取機能
障害を生じた患者の看護 （P151～159）

107-AM-94, 95, 106-PM-69

 c . 下部消化管腫瘍（大腸
癌、結腸癌） 

疾病3消化器  4章 -Ⅲ-F  結腸がん , 直腸がん （P189～201）, 成人⑤消化器 1編 -4章 -Ⅲ
-F  結腸がん , 直腸がん （P199～211）, 2編 -3章 -Ⅱ-D  消化管ストーマ造設 （P414～
428）, 2編 -4章 -Ⅲ  大腸がん患者の看護 （P480～486）, 〈別巻〉機能障害②消化・吸収  4
章 -F  大腸癌により糞便形成・排出機能障害を生じた患者の看護 （P171～179）, 〈別巻〉臨
床外科Ⅱ  3章 -⑦  小腸および大腸の外科と看護 （P183～206）

 d . 人工肛門造設後 成人⑤消化器  2編 -3章 -Ⅱ-D  消化管ストーマ造設 （P414～428）
 e . 炎症性疾患（潰瘍性大腸
炎・Crohn〈クローン〉病）

疾病 3消化器  4章 -Ⅲ-B-3  クローン病 （P163～170）, B-4  潰瘍性大腸炎 （P170～
178）, 成人⑤消化器 1編 -4章 -Ⅲ-B-3  クローン病 （P173～180）, B-4  潰瘍性大腸炎 
（P180～188）

108-AM-49

 f . 潰瘍性疾患（胃・十二指
腸潰瘍）

疾病3消化器  4章 -Ⅱ-D  胃・十二指腸潰瘍 （P147～150）, 成人⑤消化器  1編 -4章 -Ⅱ
-D  胃・十二指腸潰瘍 （P157～160）, 〈別巻〉機能障害②消化・吸収  4章 -D  消化性潰瘍
により，消化・吸収機能障害を生じた患者の看護 （P159～163）

 g . 胆石症 病理学  2編 -5章 -Ⅱ-B-1  胆石症 （P234）, 疾病3消化器  4章 -Ⅶ-E  胆石症 （P264～
268）, 成人⑤消化器 1編 -4章 -Ⅶ-E  胆石症 （P274～278）, 成人⑤消化器  2編 -4章 -Ⅸ  
胆石症患者の看護 （P519～523）

 h . 膵炎 病理学  2編 -5章 -Ⅲ-B-1  急性膵炎，慢性膵炎 （P235～236）, 疾病3消化器  4章 -Ⅷ-A  
膵炎 （P268～274）, 成人⑤消化器  1編 -4章 -Ⅷ-A  膵炎 （P278～284）, 2編 -4章 -Ⅷ  急
性膵炎患者の看護 （P514～518）

13.  栄養代謝機能障害
のある患者の看護

A. 原因と障害の程度の
アセスメントと看護

 a . 肝機能障害 疾病3消化器  4章 -Ⅵ  肝疾患 （P217～259）, 成人⑤消化器  1編 -4章 -Ⅵ  肝疾患 （P227
～269）, 2編 -1章 -D  肝・胆・膵の機能障害と看護の役割 （P303～304）, 2章 -Ⅱ  肝・胆・
膵疾患に関連する症状 （P359～370）, 〈別巻〉機能障害②栄養代謝  2章  栄養代謝機能障
害の把握と看護 （P210～242）

 b . 代謝機能障害 疾病6栄養・代謝  2章  栄養・代謝疾患の症候と病態生理 （P170～174）, 4章  栄養・代
謝の疾患と診療 （P182～269）,  成人⑧栄養・代謝  1編 -2章  栄養・代謝疾患の症候と病
態生理 （P274～278）, 4章  栄養・代謝の疾患と診療 （P286～373）, 2編 -1章  看護の基
本 （P376～393）, 〈別巻〉機能障害③血糖  1章 -② -B  血糖調節機能障害とその要因 
（P158～163）, 2章  血糖調節機能障害の把握と看護 （P170～186）

 c . 生命・生活への影響 成人⑧栄養・代謝  2編 -1章 -Ⅰ  栄養・代謝機能障害と看護の役割 （P376～381）, 〈別巻〉
機能障害③血糖  1章  血糖調節機能障害と日常生活 （P152～167）, 2章  血糖調節機能障
害の把握と看護 （P170～186）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

13.  栄養代謝機能障害
のある患者の看護

B. 検査・処置を受ける
患者への看護

 a . 腹部超音波 疾病3消化器  3章 -Ⅱ-D-1  超音波検査 （P80～81）, 成人⑤消化器 1編 -3章 -Ⅱ-D-1  超
音波検査 （P90～91）, 〈別巻〉治療法概説  2編 /2章 -Ⅶ  超音波検査 （P226～227）

108-PM-92

 b . 肝生検 疾病3消化器  3章 -Ⅱ-F  肝生検 （P98～100）, 成人⑤消化器  1編 -3章 -Ⅱ- F  肝生検 
（P108～110）, 2編 -3章 -Ⅰ-D  腹腔鏡下での肝生検 （P379）, 〈別巻〉機能障害②栄養代謝  

3章 -① -D-3-1）  肝生検 （P263～265）
 c . 腹腔鏡 疾病3消化器  3章 -Ⅱ-E-9  腹腔鏡検査 （P97～98）, 成人⑤消化器  1編 -3章 -Ⅱ-E-9  腹

腔鏡検査 （P107～108）

C. 治療を受ける患者へ
の看護
105-PM-16

 a . 肝庇護療法 〈別巻〉機能障害②栄養代謝  3章 -② -2-1）  食事療法 （P270～272）, ② -2-2）  安静療法 
（P272～274）, ② -2-3- （1）  肝臓の庇護のための薬物治療 （P274～275）

 b . インターフェロン療法 疾病3消化器  4章 -Ⅵ-A-3  慢性肝炎 （P224～227）, 成人⑤消化器  1編 -4章 -Ⅵ-A-3  慢
性肝炎 （P234～237）, 2編 -3章 -Ⅱ-B-4-①  C型肝炎ウイルスの薬物療法の特徴 （P400）, 
〈別巻〉機能障害②栄養代謝  4章 -B-3）- （1）  慢性肝炎が悪化しないための治療を安心して
受けるための援助 （P304～307）

 c . 食道静脈瘤内視鏡治療 疾病3消化器  4章 -Ⅰ-D  食道静脈瘤 （P137～139）, 成人⑤消化器  1編 -4章 -Ⅰ-D  食道
静脈瘤 （P147～149）, 2編 -2章 -Ⅱ-D  胃・食道静脈瘤 （P369～370）

105-PM-74

 d . 肝動脈塞栓術 疾病3消化器  4章 -Ⅵ-G  肝外傷 （P257）, 成人⑤消化器  1編 -4章 -Ⅵ-G  肝外傷 （P267）, 
〈別巻〉機能障害②栄養代謝  3章 -② -2-5）- （2）  冠動脈塞栓療法 （TAE），アンギオ動脈
注射 （TAI） （P282～283）

 e . 肝切除術 疾病3消化器  3章 -Ⅲ-C  手術療法 （P111～117）, 4章 -Ⅵ-E  肝がん （P245～254）, 成
人⑤消化器  1編 -3章 -Ⅲ-C  手術療法 （P121～127）, 4章 -Ⅵ-E  肝がん （P255～264）, 
〈別巻〉機能障害②栄養代謝  3章 -② -2-6）  肝切除 （P285～292）

D. 病期や機能障害に応
じた看護

 a . 肝炎 疾病3消化器  4章 -Ⅵ-A  肝炎 （P217～232）, 成人⑤消化器 1編 -4章 -Ⅵ-A  肝炎 （P227
～242）, 2編 -4章 -Ⅴ 急性肝炎患者の看護 （P495～501）

108-PM-93, 106-AM-51

 b . 肝硬変 疾病3消化器  4章 -Ⅵ-C  肝硬変 （P237～243）, 成人⑤消化器 1編 -4章 -Ⅵ-C  肝硬変 
（P247～253）, 2編 -4章 -Ⅴ 急性肝炎患者の看護 （P495～501）

106-AM-51

 c . 肝癌 疾病3消化器  4章 -Ⅵ-E  肝がん （P245～254）, 成人⑤消化器 1編 -4章 -Ⅵ-E  肝がん 
（P255～264）, 2編 -4章 -Ⅶ  肝細胞がん患者の看護 （P508～514）

 d . 高尿酸血症、脂質異常
症、肥満

疾病6栄養・代謝  4章 -Ⅳ  脂質異常症 （P245～255）, Ⅴ  痛風（尿酸代謝異常） （P256～
262）, 成人⑧栄養・代謝  1編 -4章 -Ⅳ  脂質異常症 （P349～359）, 4章 -Ⅴ  痛風 （尿酸
代謝異常） （P360～366）, 2編 -4章  脂質異常症 （高脂血症） 患者の看護 （P436～438）, 
5章  痛風患者の看護 （P440～443）, 〈別巻〉機能障害②栄養代謝  4章 -E  高脂血症 （利用
物質と排泄物質の生成機能障害）患者の看護 （P317～322）, F  高尿酸血症 （利用物質と排
泄物質の生成機能障害）患者の看護 （P322～328）

14.  内部環境（体温、血
糖、体液量、電解
質、酸塩基平衡） 
調節機能障害のあ
る患者の看護

A. 原因と障害の程度の
アセスメントと看護

 a . 体温調節機能障害 〈別巻〉機能障害③体温  1章 -② -B  体温調節機能障害とその要因 （P16～20）, 2章  体温
調節機能障害の把握と看護 （P24～32）

107-PM-100, 101, 102, 
106-PM-115

 b . 血糖調節機能障害 疾病6栄養・代謝  4章  糖尿病 （P182～229）, 成人⑧栄養・代謝  1編 -4章  糖尿病 
（P286～333）, 2編 -1章  看護の基本 （P376～393）, 〈別巻〉機能障害③血糖  1章 -② -B  
血糖調節機能障害とその要因 （P158～163）, 2章  血糖調節機能障害の把握と看護 （P170
～186）

105-PM-103

 c . 体液量調節機能障害 疾病9腎・泌尿器  2章  腎・泌尿器の症状と病態生理 （P26～61）, 成人⑦腎・泌尿器  1
編 -2章  腎・泌尿器の症状と病態生理 （P36～71）, 2編 -1章  看護の基本 （P252～272）, 
2章  主な症状に対する看護 （P276～296）, 〈別巻〉機能障害③pH  2章  pH調節機能障
害の把握と看護 （P70～77）, 4章  pH調節機能障害をもつ患者の看護 （P132～148）

105-AM-91▲
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14.  内部環境（体温、血
糖、体液量、電解
質、酸塩基平衡） 
調節機能障害のあ
る患者の看護

A. 原因と障害の程度の
アセスメントと看護

 d . 電解質調節機能障害 〈別巻〉機能障害③pH  1章 -②  pH調節機能とその障害 （P61～77） 106-AM-98

 e . 酸塩基平衡調節機能障
害

〈別巻〉機能障害③pH  1章 -②  pH調節機能とその障害 （P61～77）

 f . 生命・生活への影響 疾病6内分泌  2章  内分泌疾患の症状と病態生理 （P30～61）, 成人⑧内分泌  1編 -2章 -Ⅰ  
内分泌疾患の症状と病態生理 （P36～67）, 2編 -1章 -Ⅰ-B-1-3  甲状腺疾患 （P165）, 3章  
主な検査と治療に伴う看護 （P202～214）, 〈別巻〉機能障害③体温  4章 -A  薬物療法を受
けるバセドウ病 （体温調節機能障害）患者の看護 （P46～50）

106-PM-116

B. 検査・処置を受ける
患者への看護

 a . 糖負荷試験〈OGTT〉 疾病6栄養・代謝  3章 -Ⅰ-1  75g経口ブドウ糖負荷試験 （P176～177）, 成人⑧栄養・代
謝  1編 -3章 -Ⅰ-1  75g経口ブドウ糖負荷試験 （P280～281）, 〈別巻〉機能障害③血糖  3
章 -① -A-3  75g経口ブドウ糖負荷試験 （P196～197）

 b . 血糖自己測定〈SMBG〉 成人⑧栄養・代謝  2編 -2章 -Ⅲ-B-5  血糖自己測定の実施 （P412～413）, 〈別巻〉機能障害
③血糖  3章 -① -A-1  血糖値 （P188～193）

 c . 静脈性尿路造影 疾病9腎・泌尿器  3章 -Ⅱ-D  画像検査 （P79～85）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -3章 -Ⅱ-D  
画像検査 （P89～95）

 d . 腎生検 疾病9腎・泌尿器  3章 -Ⅱ-G-1  腎組織検査 （P93～94）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -3章 -Ⅱ
-G-1  腎組織検査 （P103～104）, 2編 -3章 -Ⅰ-C-1  腎生検 （P299～301）, 〈別巻〉機能障
害③pH  3章 -① -D-1-7）  腎生検 （P90～93）

108-PM-44

C. 治療を受ける患者へ
の看護
105-PM-45

 a . インスリン補充療法 疾病6栄養・代謝  4章 -Ⅰ-F  糖尿病の治療 （P210～229）, 成人⑧栄養・代謝  1編 -4章 -
Ⅰ-F  糖尿病の治療 （P314～333）, 〈別巻〉機能障害③血糖  3章 -②  血糖調節機能障害の
治療に伴う看護 （P204～228）

108-AM-97, 107-PM-43, 
106-PM-42

 b . 糖尿病経口薬による治
療

疾病6栄養・代謝  4章 -Ⅰ-F  糖尿病の治療 （P210～229）, 成人⑧栄養・代謝  1編 -4章 -
Ⅰ-F  糖尿病の治療 （P314～333）, 2編 -2章 -Ⅲ-B-2  インスリン製剤の種類 （P408～
410）, 〈別巻〉機能障害③血糖  3章 -②  血糖調節機能障害の治療に伴う看護 （P204～
228）

 c . 食事・運動療法 疾病6栄養・代謝  4章 -Ⅰ-F-5  食事療法 （P213～215）, 6  運動療法 （P215）, 成人⑧栄
養・代謝  1編 -4章 -Ⅰ-F-5  食事療法 （P317～319）, 6  運動療法 （P319）, 2編 -2章  糖
尿病患者の看護 （P395～427）, 〈別巻〉機能障害③血糖  3章 -②  血糖調節機能障害の治療
に伴う看護 （P204～228）, 4章 -A-3）- （1）  血糖調節機能障害を補うための食事療法，運
動療法などの行動による調節 （自己管理）を理解し，実行することで，よい血糖コントロー
ルが得られるための援助 （P233～234）

107-AM-109

 d . 急性期持続血液濾過透
析

成人⑦腎・泌尿器  2編 -3章 -Ⅱ-A  血液浄化法に伴う看護 （P306～312）

 e . 血液透析 〈別巻〉機能障害③pH  3章 -② -C-4-2  透析維持期の看護 （P124～126）
 f . 腹膜透析〈CAPD〉 疾病9腎・泌尿器  3章 -Ⅲ-B  透析療法 （P101～109）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -3章 -Ⅲ-B  

透析療法 （P111～119）, 2編 -3章 -Ⅱ-A  血液浄化療法に伴う看護 （P306～312）, 4章 -
Ⅱ-B  透析療法導入期の看護 （P339～341）, 〈別巻〉機能障害③pH  3章 -② -C-4  透析療
法 （P116～126）

 g . 腎移植 疾病9腎・泌尿器  3章 -Ⅲ-D  腎移植 （P114～116）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -3章 -Ⅲ-D  
腎移植 （P124～126）, 2編 -3章 -Ⅱ-C  腎移植術に伴う看護 （P328～331）, 〈別巻〉機能障
害③pH  3章 -② -C-5  腎移植 （P126～129）

D. 病期や機能障害に応
じた看護

 a . 低体温症 〈別巻〉機能障害③体温  2章 -B-3  低体温状態にある人の看護 （P32）, 3章 -② -B  低体温
の治療に伴う看護 （P40～43）
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14.  内部環境（体温、血
糖、体液量、電解
質、酸塩基平衡） 
調節機能障害のあ
る患者の看護

D. 病期や機能障害に応
じた看護

 b . 1型糖尿病 成人⑧栄養・代謝  2編 -2章  糖尿病患者の看護 （P395～427）
 c . 2型糖尿病 成人⑧栄養・代謝  2編 -2章  糖尿病患者の看護 （P395～427） 108-AM-88, 107-AM-110, 

111

 d . 急性腎不全 成人⑦腎・泌尿器  2編 -4章 -Ⅰ-3  目標と看護 （P335～336）, 〈別巻〉機能障害③pH  3
章 -② -C-3  安静療法 （P115～116）

 e . 慢性腎不全 成人⑦腎・泌尿器  2編 -4章 -Ⅱ-A-3  目標と看護 （P338～339）, 〈別巻〉機能障害③pH  3
章 -② -C  腎によるPH調節機能を維持する治療 （P102～129）

105-AM-96

 f . 慢性腎臓病 疾病9腎・泌尿器  Ⅱ  ネフローゼ症候群 （P129～131）, Ⅸ  慢性腎臓病 （P162～166）, 
成人⑦腎・泌尿器  1編 -4章 -Ⅱ  ネフローゼ症候群 （P139～141）, Ⅸ  慢性腎臓病 （P172
～176）

105-AM-94

 g . 腎移植術後 疾病9腎・泌尿器  3章 -Ⅲ-D  腎移植 （P114～116）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -3章 -Ⅲ-D  
腎移植 （P124～126）, 2編 -3章 -Ⅱ-C  腎移植術に伴う看護 （P328～331）, 〈別巻〉機能障
害③pH  3章 -② -C-5  腎移植 （P126～129）

15.  内分泌機能障害の
ある患者の看護

A. 原因と障害の程度の
アセスメントと看護
105-PM-46

 a . 甲状腺機能障害 疾病6内分泌  4章 -Ⅱ-A  甲状腺機能障害 （P108～114）, 成人⑧内分泌  1編 -4章 -Ⅱ-A  
甲状腺機能障害 （P114～120）, 2編 -1章 -Ⅰ-B  内分泌器官の機能障害によって起こるこ
と （P162～166）, 2章  主な症状に対する看護 （P192～200）, 〈別巻〉機能障害③体温  4
章 -A  薬物療法を受けるバセドウ病 （体温調節機能障害）患者の看護 （P46～50）

104-AM-50

 b . 副腎機能障害 成人⑧内分泌  2編 -4章 -Ⅳ  副腎疾患患者の看護 （P231～233）
 c . 下垂体機能障害 成人⑧内分泌  2編 -4章 -Ⅰ  下垂体疾患患者の看護 （P216～222） 105-AM-87

 d . 生命・生活への影響 疾病6内分泌  2章  内分泌疾患の症状と病態生理 （P30～61）, 成人⑧内分泌  1編 -2章  
内分泌疾患の症状と病態生理 （P36～67）, 2編 -1章 -Ⅰ-B-1-3  甲状腺疾患 （P165）, 2章  
主な症状に対する看護 （P192～200）, 〈別巻〉機能障害③体温  4章 -A  薬物療法を受ける
バセドウ病 （体温調節機能障害）患者の看護 （P46～50）

B. 検査・処置を受ける
患者への看護

 a . ホルモン血中・尿中濃
度測定

疾病6内分泌  3章 -Ⅱ-A-1  ホルモンの血中・尿中濃度測定検査 （P69～70）, 成人⑧内分
泌  1編 -3章 -Ⅱ-A-1  ホルモンの血中・尿中濃度測定検査 （P75～76）

 b . ホルモン負荷試験 疾病6内分泌  3章 -Ⅱ-A-3  ホルモン負荷試験 （P70～71）, 成人⑧内分泌  1編 -3章 -Ⅱ
-A-3  ホルモン負荷試験） （P76～77）

106-AM-52

C. 治療を受ける患者へ
の看護

 a . 甲状腺ホルモン療法 疾病6内分泌  3章 -Ⅲ-A  薬物療法 （P77～82）, 成人⑧内分泌 1編 -3章 -Ⅲ-A  薬物療法 
（P83～88）, 2編 -3章 -Ⅲ  主な治療・処置に伴う看護 （P209～214）, 〈別巻〉機能障害③
体温  4章 -A  薬物療法を受けるバセドウ病 （体温調節機能障害）患者の看護 （P46～50）

 b . 甲状腺切除術 疾病6内分泌  3章 -Ⅲ-B  手術療法 （P82～90）, 成人⑧内分泌 1編 -3章 -Ⅲ-B  手術療法 
（P88～96）, 2編 -4章 -Ⅱ-B  甲状腺／副甲状腺の手術を受ける患者の看護 （P224～226）, 
〈別巻〉機能障害③体温  4章 -B  外科的治療を受けるバセドウ病 （体温調節機能障害）患者
の看護 （P50～55）

D. 病期や機能障害に応
じた看護

 a . 甲状腺疾患（甲状腺機能
亢進症、甲状腺機能低
下症）

疾病6内分泌  2章  内分泌疾患の症状と病態生理 （P30～61）, 成人⑧内分泌 1編 -2章  
内分泌疾患の症状と病態生理 （P36～67）, 2編 -1章 -Ⅰ-B-1-3  甲状腺疾患 （P165）, 2章  
主な症状に対する看護 （P192～200）, 〈別巻〉機能障害③体温  4章 -A  薬物療法を受ける
バセドウ病 （体温調節機能障害）患者の看護 （P46～50）

107-PM-86, 105-AM-44

 b . 腫瘍（甲状腺癌、下垂体
腫瘍）

疾病6内分泌  4章 -Ⅰ-A  視床下部・下垂体前葉疾患 （P94～104）, Ⅱ-C  甲状腺腫瘍 
（P121～126）, 成人⑧内分泌 1編 -4章 -Ⅰ-A  視床下部・下垂体前葉疾患 （P100～110）, 
Ⅱ-C甲状腺腫瘍 （P127～132）, 成人⑧内分泌  2編 -4章 -Ⅱ  甲状腺疾患患者の看護 
（P223～229）
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16.  身体防御機能の障
害のある患者の看
護

A. 原因と障害の程度の
アセスメントと看護

 a . 皮膚粘膜障害 疾病7アレルギー・免疫  2章  アレルギー反応のしくみと分類 （P132～138）, 成人⑨ア
レルギー・免疫  1編 -2章  アレルギー反応のしくみと分類 （P200～206）, 2編 -1章  看
護の基本 （P250～264）, 2章  主な症状に対する看護 （P268～276）, 3章 -Ⅲ-D  救急時
の対応 （P283～284）, 疾病7膠原病  2章  膠原病の症状と病態生理 （P196～211）, 成人
⑨膠原病  1編 -2章  膠原病の症状と病態生理 （P324～339）, 2編 -1章  看護の基本 
（P392～413）, 2章  主な症状に対する看護 （P416～432）, 成人⑫皮膚  2編 -1章  看護
の基本 （P130～157）, 2章  主な症状に対する看護 （P160～174）, 〈別巻〉機能障害③身
体防御  2章 -②  2次バリア （免疫機能）障害 （P286～304）

106-AM-99

 b . 免疫機能障害 成人⑨アレルギー・免疫  2編 -1章  看護の基本 （P250～264）, 2章  主な症状に対する
看護 （P268～276）, 3章 -Ⅲ-D  救急時の対応 （P283～284）, 成人⑨膠原病  2編 -1章  
看護の基本 （P392～413）, 2章  主な症状に対する看護 （P416～432）,  〈別巻〉機能障害
③身体防御  1章  身体防御機能障害と日常生活 （P244～267）, 2章 -②  2次バリア （免
疫機能）障害 （P286～304）

 c . 骨髄機能障害 成人④血液・造血器  2編 -1章 -Ⅰ  血液・造血器疾患が患者に及ぼす影響と看護の役割 
（P194～200）, 2章  主な症状に対する看護 （P228～251）

 d . 生命・生活への影響 成人⑨アレルギー・免疫  2編 -1章 -Ⅰ  アレルギー疾患が患者に及ぼす影響と看護の役割 
（P250～253）, 2章  主な症状に対する看護 （P268～276）, 成人⑨膠原病  2編 -1章 -Ⅰ  
膠原病が患者に及ぼす影響と看護の役割 （P392～396）, 2章  主な症状に対する看護 
（P416～432）, 〈別巻〉機能障害③身体防御  1章  身体防御機能障害と日常生活 （P244～

267）, 2章 -②  2次バリア （免疫機能）障害 （P286～304）

B. 検査・処置を受ける
患者への看護

 a . スキンテスト 疾病10皮膚  3章 -Ⅱ-A  皮膚操作を加える方法 （スキンテスト） （P27～31）, 成人⑫皮膚  
1編 -3章 -Ⅱ-A  皮膚操作を加える方法 （スキンテスト） （P35～39）

 b . 粘膜・皮膚生検 疾病10皮膚  3章 -Ⅱ-B  皮膚を材料とする方法 （P31～33）, 成人⑫皮膚  1編 -3章 -Ⅱ-B  
皮膚を材料とする方法 （P39～41）

 c . 骨髄穿刺 〈別巻〉機能障害③身体防御  3章 -① -B-3-4）  骨髄穿刺，骨髄生検 （P319～320）

C. 治療を受ける患者へ
の看護

 a . 減感作療法 疾病7アレルギー・免疫  3章 -Ⅲ-A-2免疫療法 （減感作療法） （P148）, 成人⑨アレルギー・
免疫  1編 -3章 -Ⅲ-A-2  免疫療法 （減感作療法） （P216）, 2編 -3章 -Ⅲ-B  減感作療法を受
ける患者の看護 （P282）

 b . 免疫抑制薬 薬理学  2編 -10章 -D  副腎皮質ステロイド （ステロイド性抗炎症薬） （P219～221）, 11
章 -Ⅰ-B  免疫抑制剤 （P230～231）, 成人⑨アレルギー・免疫  2編 -3章 -Ⅲ-A  薬物療法
を受ける患者の看護 （P280～282）

106-PM-120

 c . ステロイド療法 現代医療論  3章 -Ⅲ-A-2-3-7）- （5）  造血幹細胞移植 （P143～144）
 d . 造血幹細胞移植 成人⑨感染症  2編 -4章 -Ⅵ  HIV感染者の看護 （P176～178）, 〈別巻〉機能障害③身体防御  

3章 -② -B-4-3）  薬によるHIVの治療 （P347～350）, 4章 -② -C-3）  目標と看護 （P377
～381）

 e . 抗ヒト免疫不全ウイル
ス〈HIV〉療法

疾病7感染症  4章 -ⅩⅥ  HIV感染症 （P95～98）, 成人⑨感染症  1編 -4章 -ⅩⅥ  HIV感染症 
（P103～106）, 〈別巻〉機能障害③身体防御  2章 -②  2次バリア （免疫機能）障害 （P286
～304）

106-PM-43

D. 病期や機能障害に応
じた看護

 a . アレルギー性疾患 病理学  1編 -5章 -Ⅳ  アレルギー （P59～62）, 12章 -Ⅲ  自己免疫疾患 （P157～159）, 疾
病7アレルギー・免疫  1章  免疫とアレルギーの基礎知識 （P120～129）, 成人⑨アレル
ギー・免疫  1編 -1章  免疫とアレルギーの基礎知識 （P188～197）, 〈別巻〉病態と診療  1
章 -⑧  免疫反応とアレルギー （P42～53）
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16.  身体防御機能の障
害のある患者の看
護

D. 病期や機能障害に応
じた看護

 b . 自己免疫疾患 成人⑨アレルギー・免疫  2編 -4章 -Ⅱ  アトピー性皮膚炎患者の看護 （P288～289）, 膠
原病  2編 -4章 -Ⅰ  関節リウマチ患者の看護 （P450～457）, Ⅱ  全身性エリテマトーデス
患者の看護 （P457～461）

 c . 血液悪性疾患 病理学  2編 -2章 -Ⅰ-B-4  白血病 （P184～186）, Ⅰ-B-6  多発性骨髄腫 （P186～187）, 
Ⅱ-B-2  悪性リンパ腫 （P188～190）, 疾病5血液・造血器  4章 -Ⅱ  白血球系疾患 （P109
～141）, Ⅲ  リンパ増殖性疾患と類縁疾患 （P142～160）, 成人④血液・造血器  1編 -4章
-Ⅱ  白血球系疾患 （P123～155）, Ⅲ  リンパ増殖性疾患と類縁疾患 （P156～174）, 2編
-4章 -Ⅱ  白血病患者の看護 （P282～301）, Ⅲ  悪性リンパ腫患者の看護 （P301～307）, 
〈別巻〉機能障害③身体防御  3章 -② -B-4-2）  骨髄移植 （P339～347）

 d . ヒト免疫不全ウイルス
〈HIV〉感染症

成人⑨感染症  2編 -4章 -Ⅵ  HIV感染者の看護 （P176～178）, 〈別巻〉機能障害③身体防御  
3章 -② -B-4-3  薬によるHIVの治療 （P347～350）, 4章 -② -C-3  目標と看護 （P377～
381）

107-AM-87, 106-AM-48, 
105-PM-94

17.  脳・神経機能障害
のある患者の看護

A. 原因と障害の程度の
アセスメントと看護

 a . 生命維持活動調節機能
障害

疾病4脳・神経  2章 -Ⅰ-A  意識障害 （P34～38）, 成人⑥脳・神経  1編 -1章 -Ⅰ-A  意識
障害 （P44～48）, 2編 -2章 -Ⅰ  意識障害（P352～365）, 〈別巻〉機能障害④脳・神経  2章
-C-2  言語機能障害のある人のアセスメント （P54～58）

107-PM-115, 106-AM-117

 b . 運動・感覚機能障害 成人⑥脳・神経  2編 -1章 -Ⅰ-B  脳・神経の機能障害と生活行動上の困難 （P309～313）, 
2章 -Ⅲ  運動機能 （障害） に関連する症状 （P374～390）, 〈別巻〉機能障害④脳・神経  1
章 -③  脳・神経機能障害がもたらす生命・生活への影響 （P29～31）, 2章  脳・神経機能
障害の把握と看護 （P34～75）

108-AM-31, 105-PM-49

 c . 言語機能障害 疾病4脳・神経  2章 -Ⅲ-G  構音障害 （P54～56）, 成人⑥脳・神経  1編 -2章 -Ⅲ-G  構音
障害 （P64～66）, 2編 -1章 -Ⅱ-B-5  コミュニケーション （P321～322）, 〈別巻〉機能障害
④脳・神経  2章 -C-2  言語機能障害のある人のアセスメント （P54～58）

108-PM-87

 d . 高次脳機能障害 疾病4脳・神経  2章 -Ⅱ  高次脳機能障害 （P40～46）, 成人⑥脳・神経  1編 -2章 -Ⅱ  高
次脳機能障害 （P50～56）, 2編 -2章 -Ⅱ  高次脳機能障害 （P365～374）

 e . 生命・生活への影響 成人⑥脳・神経  2編 -1章 -Ⅰ-B  脳・神経の機能障害と生活行動上の困難 （P309～314）, 
2章  主な症状に対する看護 （P352～404）, 〈別巻〉機能障害④脳・神経  1章 -③  脳・神
経機能障害がもたらす生命・生活への影響 （P29～31）, 2章  脳・神経機能障害の把握と
看護 （P34～75）

B. 検査・処置を受ける
患者への看護

 a . 脳波検査 疾病4脳・神経  3章 -Ⅱ-B-1  脳波検査 （P104～105）, 成人⑥脳・神経  1編 -3章 -Ⅱ-B-1  
脳波検査 （P114～115）, 2編 -3章 -Ⅰ-B-1  脳波検査 （P407～408）, 精神看護学②  5章 -
Ⅱ-B-1  X 線および磁気による頭部検査 （P115～116）, Ⅱ-B-2  脳波検査 （P117～120）

104-PM-55

 b . 髄液検査 疾病4脳・神経  3章 -Ⅱ-A-1  脳脊髄液検査 （P98～102）, 成人⑥脳・神経  1編 -3章 -Ⅱ
-A-1  脳脊髄液検査 （P108～112）, 2編 -3章 -Ⅰ-A  検体検査時の看護 （P406～407）, 〈別
巻〉機能障害④脳・神経3章 -① -7  髄液検査 （P90～92）

105-PM-95

 c . 脳血管造影 疾病4脳・神経  3章 -Ⅱ-C-4-1  脳血管造影 （P116）, 成人⑥脳・神経  1編 -3章 -Ⅱ-C-4-1  
脳血管造影 （P126）, 2編 -3章 -Ⅰ-C-3  脳血管撮影 （P410～411）

C. 治療を受ける患者へ
の看護
104-PM-94

 a . 開頭術 疾病4脳・神経  3章 -Ⅲ-H-3  開頭術 （P142～145）, 成人⑥脳・神経  1編 -3章 -Ⅲ-H-3  
開頭術 （P152～155）, 2編 -3章 -Ⅱ-B  手術療法を受ける患者の看護 （P416～419）

108-AM-51

 b . 穿頭術 疾病4脳・神経  3章 -Ⅲ-H-3  開頭術 （P142～145）, 成人⑥脳・神経  1編 -3章 -Ⅲ-H-3  
開頭術 （P152～155）, 2編 -3章 -Ⅱ-B  手術療法を受ける患者の看護 （P416～419）

 c . 血管バイパス術 疾病4脳・神経  3章 -Ⅲ-H  手術療法 （P141～148）, 成人⑥脳・神経  1編 -3章 -Ⅲ-H  手
術療法 （P151～158）
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17.  脳・神経機能障害
のある患者の看護

C. 治療を受ける患者へ
の看護
104-PM-94

 d . 血管内治療 疾病4脳・神経  3章 -Ⅲ-H-4  定位脳手術 （P145）, 成人⑥脳・神経  1編 -3章 -Ⅲ-H-4  定
位脳手術 （P155）

 e . 脳室ドレナージ術 疾病4脳・神経  3章 -Ⅲ-H  手術療法 （P141～148）, 成人⑥脳・神経  1編 -3章 -Ⅲ-H  手
術療法 （P151～158）

 f . 脳室－腹腔〈V-P〉シャ
ント術

疾病4脳・神経  3章 -Ⅲ-H  手術療法 （P141～148）, 成人⑥脳・神経  1編 -3章 -Ⅲ-H  手
術療法 （P151～158）

106-AM-116

 g . 低体温療法 疾病4脳・神経  3章 -Ⅲ-E  低体温治療法 （P137）, 成人⑥脳・神経  1編 -3章 -Ⅲ-E  低体
温治療法 （P147）, 〈別巻〉機能障害④脳・神経  3章 -② -2-4） 手術療法に伴う術前看護 
（P100～103）, ② -2-5） 手術療法に伴う術後看護 （P103～105）

D. 病期や機能障害に応
じた看護

 a . 脳血管障害（大脳、小
脳）

疾病4脳・神経  4章 -Ⅰ-A  脳血管障害と危険因子 （P170～172）, 成人⑥脳・神経  1編
-4章 -Ⅰ-A  脳血管障害と危険因子 （P180～182）, 1編 -4章 -Ⅰ  脳梗塞患者の看護 （P428
～437）, Ⅱ  クモ膜下出血患者の看護 （P437～443）

107-PM-94

 b . 脳腫瘍（大脳、小脳） 疾病4脳・神経  4章 -Ⅴ-A  脳腫瘍 （P230～235）, 成人⑥脳・神経  1編 -4章 -Ⅴ-A  脳腫
瘍 （P240～245）, 2編 -4章 -Ⅵ  脳腫瘍患者の看護 （P453～457）

 c . 感染症（脳炎、髄膜炎） 疾病4脳・神経  4章 -Ⅱ  脳・脊髄の感染症・炎症性疾患 （P193～209）, 成人⑥脳・神経  
1編 -4章 -Ⅱ  脳・脊髄の感染症・炎症性疾患 （P203～219）, 1編 -4章 -Ⅲ  髄膜炎患者の
看護 （P443～447）

105-AM-86

 d . 頭部外傷 病理学  2編 -10章 -Ⅱ-1  頭部外傷 （P290～291）, 疾病4脳・神経  4章 -Ⅶ  頭部・脊髄
の外傷性疾患 （P239～246）, 成人⑥脳・神経  1編 -4章 -Ⅶ  頭部・脊髄の外傷性疾患 
（P249～256）, 1編 -4章 -Ⅶ  頭部外傷患者の看護 （P457～459）, 〈別巻〉臨床外科Ⅱ  5
章 -① -D-3  頭部外傷 （P294～297）

 e . 脊髄損傷 疾病4脳・神経  4章 -Ⅶ-6  脊髄損傷 （P244～246）, 疾病8運動器  4章 -Ⅴ-A  脊髄損傷 
（P140～142）, 成人⑥脳・神経  1編 -4章 -Ⅶ-6  脊髄損傷 （P254～256）, 成人⑪運動器  

1編 -4章 -Ⅴ-A  脊髄損傷 （P150～152）, 2編 -4章 -Ⅳ  脊髄損傷患者の看護 （P340～
349）

108-PM-88

 f . 重症筋無力症 疾病4脳・神経  4章 -Ⅸ-1  重症筋無力症（myasthenia gravis） （P258～261）, 成人⑥脳・
神経  1編 -4章 -Ⅸ-1  重症筋無力症（myasthenia gravis） （P268～271）

105-AM-117

 g . Guillain-Barré〈ギラ
ン・バレー〉症候群

病理学  2編 -11章 -Ⅲ-B-1  ギラン -バレー症候群 （P307）, 疾病4脳・神経  4章 -Ⅷ-A-2-
1  ギラン -バレー症候群 （P248～249）, 成人⑥脳・神経  1編 -4章 -Ⅷ-A-2-1  ギラン -バ
レー症候群 （P258～259）

106-AM-85

 h . 筋萎縮性側索硬化症
〈ALS〉

疾病4脳・神経  4章 -Ⅲ-G-1  筋萎縮性側索硬化症 （P218～219）, 成人⑥脳・神経  1編
-4章 -Ⅲ-G-1  筋萎縮性側索硬化症 （P228～229）, 2編 -4章 -Ⅴ  筋萎縮性側索硬化症 
（P451～453）

18.  感覚機能障害のあ
る患者の看護

A. 原因と障害の程度の
アセスメントと看護

 a . 視覚障害 疾病10眼  2章  眼の症状と病態生理 （P139～148）, 成人⑫眼  1編 -2章  眼の症状と病
態生理 （P251～260）, 2編 -2章  主な症状に対する看護 （P401～414）, 3章 -Ⅲ-J  救急時
の対応 （P439）, 〈別巻〉機能障害④視覚  1章 -②視覚機能とその障害 （P156～170）, 2章  
視覚機能障害の把握と看護 （P176～191）

107-AM-85, 107-PM-47

 b . 聴覚障害 疾病10耳鼻咽喉  2章 -Ⅰ  耳症状 （P300～303）, 成人⑬耳鼻咽喉  1編 -2章 -Ⅰ  耳症状 
（P38～41）, 2編 -1章  看護の基本 （P158～168）, 2章  主な症状に対する看護 （P170～

181）, 〈別巻〉機能障害④聴覚  1章 -②  聴覚機能とその障害 （P224～227）, 2章  聴覚機
能障害の把握と看護 （P232～237）
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18.  感覚機能障害のあ
る患者の看護

A. 原因と障害の程度の
アセスメントと看護

 c . 嗅覚障害 疾病10耳鼻咽喉  2章 -Ⅱ-G  嗅覚障害 （P305～306）, 成人⑬耳鼻咽喉  1編 -2章 -Ⅱ-F  
嗅覚障害 （P43～44）, 2編 -1章  看護の基本 （P158～ 168）, 2章  主な症状に対する看護 
（P170～181）, 〈別巻〉機能障害④嗅覚  1章 -②  嗅覚機能とその障害 （P258～265）, 2章  
嗅覚機能障害の把握と看護 （P268～274）

104-AM-47

 d . 味覚障害 疾病10耳鼻咽喉  2章 -Ⅲ-E  味覚障害 （P307）, 成人⑬耳鼻咽喉  1編 -2章 -Ⅲ-E  味覚障
害 （P45）, 疾病10歯・口腔  2章 -Ⅲ-L  味覚障害 （P575～576）, 成人⑬歯・口腔  1編 -2
章 -Ⅱ-L　味覚障害 （P313～314）, 〈別巻〉機能障害④味覚  1章 -②  味覚機能とその障害 
（P296～300）, 2章  味覚機能障害の把握と看護 （P304～305）

 e . 触覚障害 疾病13皮膚  2章  皮膚の症状と病態生理 （P16～23）, 成人⑫皮膚  1編 -2章  皮膚の症
状と病態生理 （P23～31）, 2編 -1章  看護の基本 （P129～157）, 2章  主な症状に対する
看護 （P159～174）, 3章 -Ⅲ-H  救急時の看護 （熱傷患者の看護） （P191～195）, 〈別巻〉
機能障害④触覚  1章 -②  触覚機能とその障害 （P319～323）, 2章  触覚機能障害の把握
と看護 （P326～330）

105-PM-87, 104-AM-51

 f . 生命・生活への影響 成人⑫皮膚  2編 -1章 -Ⅰ  患者の特徴と看護の役割 （P130～134）, 2章  主な症状に対す
る看護 （P159～174）, 成人⑫眼  2編 -1章 -Ⅰ  患者の特徴と看護の役割 （P384～386）, 
2章  主な症状に対する看護 （P401～ 414）, 成人⑬耳鼻咽喉  2編 -1章 -Ⅰ  患者の特徴
と看護の役割 （P158～160）, 2章  主な症状に対する看護 （P170～181）, 〈別巻〉機能障
害④視覚  1章 -②  視覚機能とその障害 （P156～170）, 〈別巻〉機能障害④聴覚  1章 -②  
聴覚機能障害とその障害 （P224～227）, 〈別巻〉機能障害④嗅覚  1章 -②  嗅覚機能とその
障害 （P258～265）, 〈別巻〉機能障害④味覚  1章 -②  味覚機能とその障害 （P296～
300）, 〈別巻〉機能障害④触覚  1章 -②  触覚機能とその障害 （P319～323）

B. 検査・処置を受ける
患者への看護

 a . 眼底検査 疾病10眼  3章 -Ⅱ-I  眼底検査 （P161～167）, 成人⑫眼  1編 -3章 -Ⅱ-I  眼底検査 （P273
～279）

 b . 聴力検査 疾病10耳鼻咽喉  3章 -Ⅱ-A-1  聴覚検査 （P324～333）, 成人⑬耳鼻咽喉  1編 -3章 -Ⅱ-A-
1  聴覚検査 （P62～71）

 c . 経鼻内視鏡検査 疾病10耳鼻咽喉  3章 -Ⅱ-D  内視鏡検査 （P345～347）, 成人⑬耳鼻咽喉  1編 -3章 -Ⅱ-D 
内視鏡検査 （P83～85）

 d . 味覚検査 疾病10耳鼻咽喉  3章 -Ⅱ-A-5  味覚検査 （P338）, 成人⑬耳鼻咽喉  1編 -3章 -Ⅱ-E-2  味
覚検査 （P76）

C. 治療を受ける患者へ
の看護

 a . 眼底光凝固療法 疾病10眼  3章 -Ⅳ-B-9  光凝固 （P203～204）, 成人⑫眼  1編 -3章 -Ⅳ-B-9  光凝固 （P315
～316）

 b . 網膜剝離治療 疾病10眼  3章 -Ⅳ-B-4  網膜剝離手術 （P199～200）, 成人⑫眼  1編 -3章 -Ⅳ-B-4  網膜
剝離手術 （P311～312）, 2編 -4章 -Ⅲ  網膜剝離患者の看護 （P446～448）

 c . 眼内レンズ挿入術 疾病10眼  3章 -Ⅳ-B-2  白内障手術 （P194～197）, 成人⑫眼  1編 -3章 -Ⅳ-B-2  白内障
手術 （P306～309）

 d . 鼓室形成術 疾病10耳鼻咽喉  3章 -Ⅳ-A-2-3-①  鼓室形成術 （P351）, 成人⑬耳鼻咽喉  1編 -3章 -Ⅳ
-A-2-3-①）  鼓室形成術 （P89）, 2編 -3章 -Ⅳ-A-5  手術療法 （P192～194）, 〈別巻〉機能
障害④聴覚  3章 -② -2-2  鼓室形成術 （P245）

 e . 小線源治療 成人⑬歯・口腔  2編 -4章 -Ⅱ  口腔腫瘍患者の看護 （P496～517）

D. 病期や機能障害に応
じた看護

 a . 中途視覚障害者 成人⑫眼  2編 -1章 -Ⅲ-D  失明患者のリハビリテーション （P395～396）
 b . 突発性難聴 疾病10耳鼻咽喉  4章 -Ⅰ-E-1  突発性難聴 （P379）, 成人⑬耳鼻咽喉  1編 -4章 -Ⅰ-E-1  

突発性難聴 （P117）
105-AM-47
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18.  感覚機能障害のあ
る患者の看護

D. 病期や機能障害に応
じた看護

 c . Ménière〈メニエール〉
病

疾病10耳鼻咽喉  4章 -Ⅰ-E-2  メニエール病 （P380）, 成人⑬耳鼻咽喉  1編 -4章 -Ⅰ-E-2  
メニエール病 （P118）, 2編 -4章 -Ⅰ-A  メニエール病患者の看護 （P224～227）

 d . 副鼻腔炎 病理学  2編 -12章 -Ⅱ-B-2  副鼻腔の疾患 （P316～317）, 疾病10耳鼻咽喉  4章 -Ⅱ-C-1  
副鼻腔炎 （P390～391）, 成人⑬耳鼻咽喉  1編 -4章 -Ⅱ-C-1  副鼻腔炎 （P128～129）

108-PM-46

 e . 末梢神経障害 成人⑧栄養・代謝  2編 -2章 -Ⅵ-B-3  糖尿病神経障害 （P384～385）

19.  運動機能障害のあ
る患者の看護

A. 原因と障害の程度の
アセスメントと看護
108-AM-92

 a . 姿勢機能障害 疾病8運動器  2章  運動器の症状と病態生理 （P24～45）, 成人⑪運動器  1編 -2章  運動
器の症状と病態生理 （P34～55）, 2編 -1章  看護の基本 （P236～264）, 2章  主な症状・
障害に対する看護 （P268～289）, 〈別巻〉機能障害⑤運動  1章 -②  運動機能とその障害 
（P13～24）, 2章  運動機能障害の把握と看護 （P32～83）

 b . 移動機能障害 疾病8運動器  2章  運動器の症状と病態生理 （P24～45）, 成人⑪運動器  1編 -2章  運動
器の症状と病態生理 （P34～55）, 2編 -1章  看護の基本 （P236～264）, 2章  主な症状・
障害に対する看護 （P268～289）, 〈別巻〉機能障害⑤運動  1章 -②  運動機能とその障害 
（P13～24）, 2章  運動機能障害の把握と看護 （P32～83）

107-AM-98, 99, 106-AM-96

 c . 作業機能障害 成人⑪運動器  2編 -1章 -Ⅰ  運動器疾患と看護の役割 （P236～246）, 2章  主な症状・障
害に対する看護 （P268～289）, 〈別巻〉機能障害⑤運動  1章 -2  運動機能とその障害 （P13
～24）, 3  運動機能障害がもたらす生命・生活への影響 （P24～29）

 d . 生命・生活への影響 成人⑪運動器  2編 -1章  看護の基本 （P236～264）, 2章  主な症状・障害に対する看護 
（P268～289）, 〈別巻〉機能障害⑤運動  1章 -②  運動機能とその障害 （P13～24）, 2章  
運動機能障害の把握と看護 （P32～83）

104-AM-52

B. 検査・処置を受ける
患者への看護

 a . 関節可動域〈ROM〉検
査、徒手筋力テスト
〈MMT〉 

基礎看護学②  2編 -1章 -D  一般状態のアセスメント②：身体計測 （P122～129）, 疾病8
運動器  3章 -Ⅰ-D  関節可動域の測定 , E  神経学的診療法 （P50～52）, 成人⑪運動器  1
編 -3章 -Ⅰ-D  関節可動域の測定 , E  神経学的診察法 （P60～62）, 〈別巻〉リハビリ看護  3
章 -Ⅳ-B-1  関節可動域訓練 （P93～94）, B-2  筋力向上・維持訓練 （P94～104）

 b . 脊髄造影、椎間板造影 疾病4脳・神経  3章 -Ⅱ-C-5  脊髄造影 （P116）, 成人⑥脳・神経  1編 -3章 -Ⅱ-C-5  脊髄
造影 （P117）

 c . 膝関節鏡 疾病8運動器  3章 -Ⅱ-D  関節鏡検査 （P60～61）, 成人⑪運動器  1編 -3章 -Ⅱ-D  関節鏡
検査 （P70～71）, 2編 -3章 -Ⅰ-B  関節鏡検査 （P293～294）

108-AM-93, 106-AM-94

 d . 筋生検 成人⑥脳・神経  1編 -3章 -Ⅱ-E-1  筋生検 （P133～134）

C. 治療を受ける患者へ
の看護

 a . ギプス固定 疾病8運動器  3章 -Ⅲ-A  固定法 （P63～65）, 成人⑪運動器  1編 -3章 -Ⅲ-A  固定法 （P73
～75）, 2編 -3章 -Ⅱ  主な治療・処置に伴う看護 （P297～322）, 〈別巻〉機能障害⑤運動  
3章 -②  運動機能障害の治療に伴う看護 （P115～166）

107-AM-97

 b . 牽引法 疾病8運動器  3章 -Ⅲ-A  固定法 （P63～65）, 成人⑪運動器  1編 -3章 -Ⅲ-A  固定法 （P73
～75）, 2編 -3章 -Ⅱ  主な治療・処置に伴う看護 （P297～322）, 〈別巻〉機能障害⑤運動  
3章 -②  運動機能障害の治療に伴う看護 （P115～166）

106-PM-40, 105-PM-80

 c . 人工関節置換術 疾病8運動器  1章 -Ⅱ-B-2  主な関節の運動 （P9～14）, 成人⑪運動器  1編 -1章 -Ⅱ-B-2  
主な関節の運動 （P19～24）, 3章 -Ⅲ-E-2-4  関節形成術 （P88～89）, 2編 -4章 -Ⅱ  変形
性膝・股関節症患者の看護 （P328～335）, 〈別巻〉機能障害⑤運動  3章 -② -C-2  人工股
関節全置換術 （P133～139）

D. 病期や機能障害に応
じた看護

 a . 関節リウマチ 疾病8運動器  4章 -Ⅹ-B  関節リウマチ （P180～183）, 成人⑪運動器  1編 -4章 -Ⅹ-B  関
節リウマチ （P190～193）, 成人⑨膠原病  2編 -4章 -Ⅰ関節リウマチ患者の看護 （P450～
457）

106-AM-95

 b . 椎間板ヘルニア 成人⑪運動器  2編 -4章 -Ⅲ  椎間板ヘルニア患者の看護 （P335～340） 107-AM-46, 105-AM-48, 
104-AM-94, 95
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19.  運動機能障害のあ
る患者の看護

D. 病期や機能障害に応
じた看護

 c . 四肢切断後 成人⑪運動器  2編 -4章 -Ⅴ  悪性骨腫瘍患者の看護 （P349～358）

20.  排尿機能障害のあ
る患者の看護

A. 原因と障害の程度の
アセスメントと看護

 a . 蓄尿・排尿障害 疾病9腎・泌尿器  2章 -Ⅱ  排尿の異常 （P43～49）, 3章  腎・泌尿器にかかわる診察・検
査・治療 （P64～119）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -2章 -Ⅱ  排尿の異常 （P53～59）, 3章  腎・
泌尿器疾患にかかわる診察・検査・治療 （P74～129）, 2編 -1章  看護の基本 （P252～
272）, 2章  主な症状に対する看護 （P276～296）, 3章  主な検査・治療に伴う看護 
（P298～331）

107-PM-87

 b . 生命・生活への影響 成人⑦腎・泌尿器  2編 -4章 -Ⅸ-3  目標と看護 （P365～368）

B. 検査・処置を受ける
患者への看護

 a . 尿流動態検査 疾病9腎・泌尿器  3章 -Ⅱ-F  尿流動態検査 （P90～92）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -3章 -Ⅱ
-F  尿流動態検査 （P100～102）, 2編 -3章 -Ⅰ-F  内視鏡検査 （P304～305）

 b . 残尿測定 疾病9腎・泌尿器  3章 -Ⅱ-F  尿流動態検査 （P90～92）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -3章 -Ⅱ
-F  尿流動態検査 （P100～102）, 2編 -3章 -Ⅰ-F  内視鏡検査 （P304～305）

 c . 膀胱鏡 疾病9腎・泌尿器  3章 -Ⅱ-E-2-4  内視鏡の種類 （P88）, Ⅱ-F  尿流動態検査 （P90～92）, 
成人⑦腎・泌尿器  1編 -3章 -Ⅱ-E-2-4  内視鏡の種類 （P98）, Ⅱ-F  尿流動態検査 （P100
～102）, 2編 -3章 -Ⅰ-F  内視鏡検査 （P304～305）

104-PM-56

C. 治療を受ける患者へ
の看護

 a . 膀胱切除術 疾病9腎・泌尿器  3章 -C-2-3  膀胱腫瘍 （P112～113）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -3章 -Ⅲ
-C-2-3  膀胱腫瘍 （P122～123）, 2編 -4章 -Ⅸ  膀胱腫瘍 （P363～368）

 b . 前立腺切除術 疾病9腎・泌尿器  3章 -C-2-4  前立腺がん （P113～114）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -3章 -
Ⅲ-C-2-4  前立腺がん （P123～124）, 2編 -4章 -Ⅵ  前立腺がん （P355～358）

107-AM-88▲ , 104-AM-96

 c . ホルモン療法 成人⑦腎・泌尿器  2編 -4章 -Ⅵ  前立腺がん （P355～358） 105-AM-73

D. 病期や機能障害に応
じた看護

 a . 腎・尿路結石 疾病9腎・泌尿器  3章 -C-1  尿路結石の手術療法 （P109～110）, 4章 -Ⅻ  腎・尿路結石
症 （P180～188）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -3章 -C-1  尿路結石の手術療法 （P119～120）, 
4章 -Ⅻ  腎・尿路結石症 （P190～198）

108-AM-52

 b . 腫瘍（腎癌、膀胱癌） 成人⑦腎・泌尿器  2編 -1章 -Ⅰ  腎・泌尿器疾患と看護の役割 （P252～261）, 2章  主な
症状に対する看護 （P276～296）

 c . 前立腺肥大 成人⑦腎・泌尿器  2編 -4章 -Ⅴ  前立腺肥大症 （P351～354） 107-AM-88▲

21.  性・生殖・乳腺機
能障害のある患者
の看護

A. 原因と障害の程度の
アセスメントと看護

 a . 性・生殖機能障害 疾病9腎・泌尿器  4章 -Ⅺ -C  性感染症 （P177～178）, �-G  精巣腫瘍 （P219～220）, 
ⅩⅧ-1  男性不妊症 （P232～233）, ⅩⅧ-2-1  勃起障害 （P233～234）, 成人⑦腎・泌尿器  1
編 -4章 -Ⅺ -C  性感染症 （P187～188）, �-G  精巣腫瘍 （P229～230）, ⅩⅧ-1  男性不妊
症 （P242～243）, ⅩⅧ-2-1  勃起障害 （P243～244）, 2編 -1章  看護の基本 （P252～
272）, 2章  主な症状に対する看護 （P276～296）, 疾病6内分泌  2章 -Ⅴ  乳腺の異常 
（P47～51）, 4章 -Ⅶ  性腺疾患 （P137～139）, Ⅸ  乳腺疾患 （P142～153）, 成人⑧内分
泌  1編 -2章 -Ⅴ  乳腺の異常 （P53～57）, 4章 -Ⅶ  性腺疾患 （P143～145）, Ⅸ  乳腺疾患 
（P148～159）, 疾病9女性生殖器  2章  女性生殖器で生じる主な症状 （P276～299）, 4
章 -Ⅰ  感染症 （P356～362）, Ⅳ  子宮の疾患 （P368～404）, Ⅴ  卵巣の疾患 （P405～
416）, Ⅶ  不妊症 （P419～429）, 成人⑩女性生殖器  1編 -2章  女性生殖器疾患で生じる
主な症状 （P50～73）, 4章 -Ⅰ  感染症 （P130～136）, Ⅳ  子宮の疾患 （P142～178）, Ⅴ  
卵巣の疾患 （P179～190）, Ⅶ  不妊症 （P193～203）, 2編 -1章 -Ⅰ  女性生殖器疾患が患
者に及ぼす影響と看護の役割 （P214～218）, 2章  主な症状に対する看護 （P250～277）, 
母性看護学①  2編 -3章 -Ⅰ  STD と予防行動 （P246～251）, 4章 -Ⅱ-B  不妊症 （P292～
295）, 〈別巻〉機能障害⑤性・生殖  1章 -②  性・生殖機能とその障害 （P196～223）, 2章  
性・生殖機能障害の把握と看護 （P226～254）

107-PM-48

 b . ホルモン欠落症状 成人⑩女性生殖器  序 -Ⅰ-B-4  更年期 （P5）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

21.  性・生殖・乳腺機
能障害のある患者
の看護

B. 検査・処置を受ける
患者への看護
105-AM-88

 a . ヒトパピローマウイル
ス〈HPV〉検査 

疾病9女性生殖器  3章 -Ⅱ-C  細胞診 （スメア） （P310～312）, 成人⑩女性生殖器  1編 -3
章 -Ⅱ-C  細胞診 （スメア） （P84～86）

 b . 腹部超音波、経腟超音
波検査

成人⑩女性生殖器  2編 -3章 -Ⅱ-G-2  超音波診断時の看護 （P296～297）

 c . 乳房超音波検査 成人⑩女性生殖器  2編 -3章 -Ⅱ-G-2  超音波診断時の看護 （P296～297）
 d . マンモグラフィー 〈別巻〉放射線診療  4章 -① -B  乳腺撮影 （マンモグラフィー） （P176～181）

C. 治療を受ける患者へ
の看護

 a . 勃起障害治療 疾病9腎・泌尿器  4章 -ⅩⅧ-2-1  勃起障害 （P233～234）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -4章 -ⅩⅧ 
-2-1  勃起障害 （P243～244）, 〈別巻〉機能障害⑤性・生殖  3章 -③ -A-2  勃起障害に対す
る薬物治療 （P269～271）

 b . 性交障害治療 疾病9腎・泌尿器  4章 -ⅩⅧ-1  男性不妊症 （P232～233）, 成人⑦腎・泌尿器  1編 -4章 -
ⅩⅧ-1  男性不妊症 （P242～243）, 疾病9女性生殖器  4章 -Ⅶ  不妊症 （P419～429）, 成
人⑩女性生殖器  1編 -4章 -Ⅶ  不妊症 （P193～203）

 c . 乳癌手術 疾病6内分泌  3章 -Ⅲ-B-5  乳腺手術 （P89～90）, 4章 -Ⅸ-B  乳がん （P143～151）, 成人
⑧内分泌  1編 -3章 -Ⅲ-B-5  乳腺手術 （P95～96）, 4章 -Ⅸ-B  乳がん （P149～157）, 2編
-4章 -Ⅴ-D  手術療法を受ける患者の看護 （P239～242）, 〈別巻〉臨床外科Ⅱ  4章 -①  乳
房の外科と看護 （P230～250）, 〈別巻〉機能障害⑤性・生殖  4章 -D  乳癌 （性機能障害）患
者の看護 （P296～303）

104-AM-53

 d . 女性生殖器手術 病理学  2編 -8章  女性生殖器の疾患 （P266～276）
 e . 男性生殖器手術 病理学  2編 -9章  男性生殖器の疾患 （P280～285）
 f . ホルモン療法 疾病6内分泌  3章 -Ⅲ-A  薬物療法 （P77～82）, 成人⑧内分泌  1編 -3章 -Ⅲ-A  薬物療法 

（P83～88）, 2編 -4章 -Ⅴ-G内分泌療法を受ける患者の看護 （P246～247）

D. 病期や機能障害に応
じた看護

 a . 女性生殖器の疾患（子宮
筋腫、子宮内膜症、卵
巣嚢腫）

病理学  2編 -8章  女性生殖器の疾患 （P266～276）, 疾病9女性生殖器  2章  女性生殖器
疾患で生じる主な症状 （P276～299）, 成人⑩女性生殖器  1編 -2章  女性生殖器疾患で生
じる主な症状 （P50～73）, 成人⑦腎・泌尿器  2編 -1章  看護の基本 （P252～272）, 2編
-2章  主な症状に対する看護 （P276～296）, 〈別巻〉機能障害⑤性・生殖  1章 -②  性・生
殖機能とその障害 （P196～223）, 2章　性・生殖機能障害の把握と看護 （P226～254）

 b . 男性生殖器の疾患（前立
腺炎、前立腺肥大） 

〈別巻〉臨床外科Ⅱ  4章 -①  乳房の外科と看護 （P230～250）, 〈別巻〉機能障害⑤性・生殖  
4章 -D  乳癌 （性機能障害）患者の看護 （P296～303）

106-AM-53

 c . 腫瘍（乳癌、子宮体癌、
子宮頸癌、卵巣癌、前
立腺癌）

疾病6内分泌  3章 -Ⅲ-B-5  乳腺手術 （P89～90）, 4章 -Ⅸ  乳腺疾患 （P142～153）, 成人
⑧内分泌  1編 -3章 -Ⅲ-B-5  乳腺手術 （P95～96）, 2編 -4章 -Ⅴ-D  手術療法を受ける患
者の看護 （P239～242）, 〈別巻〉臨床外科Ⅱ  4章 -①  乳房の外科と看護 （P230～250）, 
〈別巻〉機能障害⑤性・生殖  4章 -D  乳癌 （性機能障害）患者の看護 （P296～303）

 d . 生殖機能障害（月経異
常、更年期障害）

疾病6内分泌  4章 -Ⅶ-B  女性性腺機能低下症 （P138～139）, 疾病9女性生殖器  2章 -Ⅱ  
月経の異常 （P280～290）, 4章 -Ⅸ  更年期障害 （P430～433）, 成人⑧内分泌  1編 -4章 -
Ⅶ-B  女性性腺機能低下症 （P144～145）, 成人⑩女性生殖器  1編 -2章 -Ⅱ  月経の異常 
（P54～64）, 4章 -Ⅸ  更年期障害 （P204～237）
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老年看護学

目標Ⅰ 	 加齢に伴う高齢者の生活と健康状態の変化について基本的な理解を問う。
大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

1.  高齢者の理解の基本
となる概念

A. 老年期と発達・変化  a . ライフサイクルからみ
た高齢者

老年看護学①  1章 -Ⅴ  ライフサイクルからみた老年期 （P22） 107-AM-47

 b . 加齢と老化 老年看護学①  1章 -Ⅱ-B  老化と加齢 （P6）
 c . 発達課題 老年看護学①  1章 -Ⅳ  高齢者の心理的特徴 （P19～22）, Ⅴ 高齢者のライフサイクルと発

達課題 （P22～23）, 2章 -Ⅰ-D 高齢者と生涯発達 （P34～35）, Ⅲ-A-1 老年看護の基本 
（P39）, Ⅲ-B-1 高齢者の尊厳を支える （P42）

105-AM-49

B. 高齢者の生活の質の
保障

 a . ノーマライゼーション 老年看護学①  2章 -Ⅲ-A-②  尊厳と権利擁護 （アドボカシー） （P39）, 3章 -Ⅰ-D-2 高齢者
の社会参加 （P60～63）, Ⅳ 高齢者の権利擁護 （P91～103）

105-PM-48

 b . 自立支援 老年看護学①  2章 -Ⅲ-A-1-③  自立支援とエンパワメント （P39）, Ⅲ-B-3 自立・自律を支
えるエンパワメント （P42）

 c . 多様な価値観 老年看護学①  1章 -Ⅰ  高齢者の生きてきた時代 （P2～4）, Ⅳ-4  環境の変化への適応力 
（P20～21）, 2章 -Ⅰ-B  多様な高齢者像 （P27～31）, Ⅲ-B  老年看護実践の視点と役割 
（P41～43）, 3章 -Ⅰ-A  高齢者の生活を考える視点 （P52～53）

105-PM-61, 99

C. 加齢への適応  a . 喪失体験と獲得体験 老年看護学①  1章 -Ⅳ-4  環境の変化への適応力 （P20～21）, Ⅴ  高齢者のライフサイク
ルと発達課題 （P22～23）, 2章 -Ⅰ-D  高齢者と生涯発達 （P34～35）

 b . サクセスフルエイジン
グ

老年看護学①  4章 -Ⅰ-A-3  サクセスフル・エイジング （P110～112） 108-PM-47

 c . リハビリテーションの
意味

老年看護学①  4章 -Ⅲ-A-1  高齢者のリハビリテーションの特徴 （P160～161） 

 d . 終末期のとらえ方 老年看護学①  2章 -Ⅰ-D  高齢者と生涯発達 （P34～35）, Ⅲ-B-4  老いのプロセスを支え
る （P42～43）, 4章 -Ⅴ-A-1  高齢者の終末期のとらえかた （P171）

 e . スピリチュアリティ 老年看護学①  4章 -Ⅴ-A-1 エンドオブライフ・ケア （P171）, Ⅴ-B-① -1） 痛み （P174）

D. 高齢者のいる家族の
変化

 a . 家族構成とニーズの変
化

老年看護学①  5章 -Ⅳ-A-1  高齢者がいる世帯の特徴 （P204～205） 108-AM-70

 b . 高齢者のいる家族の発
達課題 

老年看護学①  3章 -Ⅰ-B-3  男性高齢者の孤立 （P54～55）, 4章 -Ⅱ-B-2  家族形態の変化 
（P93～94）, 在宅看護論  2章 -Ⅰ-D  高齢者虐待防止に関する制度 （P61～63）, 4章 -Ⅵ  
在宅看護と認知症ケア （P232～241）, Ⅶ  在宅看護と要介護高齢者ケア （P242～255）, 
Ⅷ  在宅看護と介護予防 （P256～267）, Ⅸ  在宅看護と高齢者虐待防止 （P268～278）

 c . 家族の機能の変化 老年看護学①  2章 -Ⅰ-A  家族機能の変化 （P26）, 3章 -Ⅰ-B  高齢者と家族の状況 （P53
～56）, 5章 -Ⅳ-A  高齢者を取り巻く家族の状況 （P204～206）, Ⅳ-B 介護する家族の状況 
（P206～210）

107-AM-48, 104-AM-101

2.  高齢者の生活 A. 高齢者の機能と評価  a . 国際生活機能分類
〈 ICF〉 

公衆衛生学  1編 -1章 -Ⅰ-D  健康の定義と公衆衛生 （P9～13）, 老年看護学①  4章 -Ⅰ-A-
2  老年期の健康のとらえかた （ ICFモデル） （P107～109）

 b . 高齢者総合機能評価
〈CGA〉

老年看護学①  4章 -Ⅱ-B-4 入院中の高齢者に対する看護 （P141～142）, 老年看護学②  1
章 -Ⅱ高齢者総合機能評価 （CGA） （P2～4）

104-PM-58

 c . 日常生活動作〈ADL〉 老年看護学①  3章 -Ⅰ-E-1-②  IADL, BADLの低下 （P63）, 5章 -Ⅰ-A-1  ●入院関連機能
障害 （P184）, 老年看護学②  1章 -Ⅱ-3-1  身体的機能 （日常生活機能） （P5～9）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

2.  高齢者の生活 A. 高齢者の機能と評価  d . 手段的日常生活動作
〈 IADL〉

老年看護学①  3章 -Ⅰ-E-1-②  IADL, BADLの低下 （P63）

 e . 障害高齢者の日常生活
自立度〈寝たきり度〉判
定基準 

老年看護学②  3章 -Ⅰ-A  寝たきりと廃用症候群の病態と要因 （P126～129）, 在宅看護論  
4章 -Ⅶ-A-2-1  要介護高齢者を表す用語 （P243～244）

 f . 認知症高齢者の日常生
活自立度〈寝たきり度〉 
判定基準 

老年看護学②  3章 -Ⅰ-A-2  寝たきりと廃用症候群の背景 （P126～128）

 g . 要介護・要支援の認定
と区分 

社会福祉  3章 -Ⅵ-D-1  要介護・要支援認定 （P77～79）, 老年看護学①  3章 -Ⅱ-B-③  要
介護認定～要介護・支援状態の区分とサービス （P79, 81） 

 h . 心理・情緒機能 老年看護学②  1章 -Ⅱ-3-2  心理的機能 （P12～21） 104-PM-59

B. 高齢者の生活に関連
する保健医療福祉制
度

 a . 医療保険制度 社会福祉  3章 -Ⅱ  医療保険制度 （P38～52）, Ⅲ  高齢者医療制度等 （P52～56）, 関係法
規  5章 -A  高齢者の医療の確保に関する法律 （P112～113）, 老年看護学①  3章 -Ⅱ-A  
日本における保健医療福祉制度の変遷 （P68～77）, Ⅱ-D  後期高齢者医療制度 （P87）

 b . 介護保険制度 公衆衛生学  2編 -4章 -E  介護保険制度 （P232～237）, 社会福祉  3章 -Ⅵ  介護保険制度 
（P69～87）, 関係法規  5章 -B  介護保険法 （P114～119）, 老年看護学①  3章 -Ⅱ-B  介護
保険制度 （P78～84）

108-AM-58, 108-PM-51, 
106-AM-59

 c . 高齢者の人権に関する
制度 

公衆衛生学  2編 -4章 -D  高齢者の虐待防止 （P231）, 関係法規  5章 -C  老人福祉法 
（P119～121）, D  高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 
（P121）, 老年看護学①  3章 -Ⅳ  高齢者の権利擁護 （P91～103）

C. その人らしい生活の
継続

 a . 時代背景に関連する人
生と経験の多様性、生
活史

老年看護学①  1章 -Ⅰ  高齢者の生きてきた時代 （P2～4）, 2章 -Ⅲ  老年看護の役割 （P39
～46）

 b . 生活習慣、生活様式 老年看護学①  2章 -Ⅲ-C-1  高齢者の個別性の理解 （P44）, 3章 -Ⅰ-A  高齢者の生活を考
える視点 （P52～53）, 老年看護学②  2章 -Ⅵ 休息・睡眠の援助 （P85～92）

 c . 生活リズム 老年看護学①  2章 -Ⅲ-C-1  高齢者の個別性の理解 （P44）, 3章 -Ⅰ-A  高齢者の生活を考
える視点 （P52～53）, 老年看護学②  2章 -Ⅵ 休息・睡眠の援助 （P85～92）

106-AM-55

 d . 治療・介護の必要度と
生活の場 

老年看護学①  2章 -Ⅲ-D  老年看護の場と期待される役割 （P45～46）, 3章 -Ⅱ-C  高齢者
の生活を支える地域包括ケアシステム （P85～86）, 5章 -Ⅰ-B-5  ●生活の視点 （P188）, 
Ⅱ  在宅看護 （P188～196）, Ⅲ  施設看護 （P196～204） 

 e . 多様な生活の場とリロ
ケーション

老年看護学①  3章 -Ⅰ  高齢者の生活 （P52～68）  

3.  高齢者の健康 A. 高齢者の健康と疾病  a . 高齢者の健康の特徴 老年看護学①  2章 -Ⅰ-C  高齢者の健康のとらえかた （P32～34）, 3章 -Ⅰ-E 身体機能の
低下による生活への影響 （P63～64）, 4章 -Ⅰ-A-3 高齢者の健康の特徴 （P109～112）, 
〈別巻〉ヘルス  4章 -Ⅲ-A  高齢者の健康 （P210～213）

 b . 生理的老化と病的老化 老年看護学①  1章 -Ⅱ-B 老化と加齢 （P6） 106-PM-70

 c . 高齢者の疾病の特徴 老年看護学①  4章 -Ⅱ-A-1  急性状況にある高齢者の疾患の特徴 （P138～139）, Ⅳ-B  慢
性疾患をもつ高齢者の特性 （P165～166）, 〈別巻〉ヘルス  4章 -Ⅲ-C  健康課題（問題）とヘ
ルスプロモーション （P218～222）

B. 加齢に伴う身体機能
の変化
105-PM-88,  
104-AM-54

 a . 神経系 老年看護学①  1章 -Ⅱ-A  老化のメカニズム （P4～6）, Ⅱ-C  身体的機能の加齢性変化と
日常生活への影響 （P6～17）

 b . 運動器系 老年看護学①  1章 -Ⅱ-A  老化のメカニズム （P4～6）, Ⅱ-C  身体的機能の加齢性変化と
日常生活への影響 （P6～17）

107-PM-78
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

3.  高齢者の健康 B. 加齢に伴う身体機能
の変化
105-PM-88,  
104-AM-54

 c . 感覚器系 老年看護学①  1章 -Ⅱ-A  老化のメカニズム （P4～6）, Ⅱ-C  身体的機能の加齢性変化と
日常生活への影響 （P6～17）

106-AM-57

 d . 循環器系 老年看護学①  1章 -Ⅱ-A  老化のメカニズム （P4～6）, Ⅱ-C  身体的機能の加齢性変化と
日常生活への影響 （P6～17）

 e . 血液・造血器系 老年看護学①  1章 -Ⅱ-A  老化のメカニズム （P4～6）, Ⅱ-C  身体的機能の加齢性変化と
日常生活への影響 （P6～17）

 f . 免疫系 老年看護学①  1章 -Ⅱ-A  老化のメカニズム （P4～6）, Ⅱ-C  身体的機能の加齢性変化と
日常生活への影響 （P6～17）

 g . 呼吸器系 老年看護学①  1章 -Ⅱ-A  老化のメカニズム （P4～6）, Ⅱ-C  身体的機能の加齢性変化と
日常生活への影響 （P6～17）

 h . 消化器系 老年看護学①  1章 -Ⅱ-A  老化のメカニズム （P4～6）, Ⅱ-C  身体的機能の加齢性変化と
日常生活への影響 （P6～17）

106-AM-56

 i . 代謝系 老年看護学①  1章 -Ⅱ-A  老化のメカニズム （P4～6）, Ⅱ-C  身体的機能の加齢性変化と
日常生活への影響 （P6～17）

 j . 泌尿器 老年看護学①  1章 -Ⅱ-A  老化のメカニズム （P4～6）, Ⅱ-C  身体的機能の加齢性変化と
日常生活への影響 （P6～17）

 k . 内分泌 老年看護学①  1章 -Ⅱ-A  老化のメカニズム （P4～6）, Ⅱ-C  身体的機能の加齢性変化と
日常生活への影響 （P6～17）

 l . 生殖器系 老年看護学①  1章 -Ⅱ-A  老化のメカニズム （P4～6）, Ⅱ-C  身体的機能の加齢性変化と
日常生活への影響 （P6～17）

107-PM-49

C. 加齢に伴う認知機能
の変化

 a . 知能 老年看護学①  1章 -Ⅲ  高齢者の知的機能・認知機能の特徴 （P18～19）
 b . 記憶力、判断力、計算
力、遂行力 

老年看護学①  1章 -Ⅲ  知的機能・認知機能の加齢変化と日常生活への影響 （P19）

D. 加齢に伴う心理・社
会的変化

 a . 役割と社会活動の変化 老年看護学①  3章 -Ⅰ-B-1  家族のライフサイクルからみた老年期 （P53）, Ⅰ-D-2  高齢者
の社会参加 （P60～62）  

 b . 余暇活動と生きがい 老年看護学①  3章 -Ⅰ-D  高齢者の生きがいと社会生活 （P59～62） 104-PM-99

 c . 住宅環境 老年看護学①  3章 -Ⅰ-C-2  高齢者の住生活 （P58～59）, 老年看護学②  2章 環境整備 
（P92～100）, 2章 -Ⅲ  転倒・転落予防の援助 （P60～67）

 d . 就労、雇用 老年看護学①  3章 -Ⅰ-C-1  高齢者の経済状況 （P56～58） 106-PM-46

 e . 収入、生計 老年看護学①  3章 -Ⅰ-C-1  高齢者の経済状況 （P56～58） 108-AM-54

4.  老年看護の基本 A. 老年看護の変遷  a . 高齢者に関する保健医
療福祉の変遷 

公衆衛生学  2編4章 -B  高齢者の保健医療福祉施策の推移 （P230～231）, 老年看護学①  
3章 -Ⅱ-A  日本における保健医療福祉制度の変遷 （P68～77）

 b . 概念（エンパワメント、
ストレングスモデル、
ライフレビュー、コン
フォート理論）の活用 

老年看護学①  2章 -Ⅱ  老年看護のなりたち （P36～38）, Ⅲ-A-1-③  自立支援とエンパワ
メント （P39）, Ⅲ-B-3  自立・自律を支える -エンパワメント （P42）, Ⅳ  老年看護を支え
る看護理論 （P46～49）

B. 老年看護の倫理  a . 高齢者差別の防止 老年看護学①  3章 -Ⅳ-A-1  エイジズムと高齢者差別 （P91～92） 105-AM-50

 b . 高齢者虐待の防止 老年看護学①  3章 -Ⅳ-B  高齢者に対する虐待 （P95～98） 107-PM-79, 104-PM-57

 c . 安全確保と身体拘束 老年看護学①  3章 -Ⅳ-C  身体拘束 （P98～100）
 d . 高齢者の権利擁護〈アド
ボカシー〉

老年看護学①  3章 -Ⅳ-A-2  高齢者の権利擁護 （アドボカシー） （P92～95）, D-3  消費者
契約と民法第96条 （P102）, D-4  法テラス （P102～103）  

108-PM-48
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

4.  老年看護の基本 B. 老年看護の倫理  e . 認知症高齢者の権利擁
護〈アドボカシー〉 

社会福祉  5章 -Ⅴ-C-1-2）  日常生活自立支援事業と成年後見制度 （P189）, 老年看護学①  
3章 -Ⅳ-A-2  高齢者の権利擁護 （アドボカシー） （P92～95）, D  高齢者の権利を守る制度 
（P101～103）

 f . 高齢者の意思決定への
支援 

社会福祉  5章 -Ⅴ-C-1-2）  日常生活自立支援事業と成年後見制度 （P189）, 老年看護学①  
2章 -Ⅲ-B-3  自立・自律を支える -エンパワメント （P42）, 3章 -Ⅳ-A-2  高齢者の権利擁
護 （アドボカシー） （P92～95）, 4章 -Ⅱ-E-3  インフォームドコンセントと看護の役割 
（P152）, 5章 -Ⅰ-B  退院支援における看護の役割と実際 （P185～188）

 g . 終末期における生き方
や死の迎え方の意向 

老年看護学①  4章 -Ⅴ-A-3-3）  本人の意思決定が明確でない （P173） 

C. 老年看護の特徴
106-AM-54

 a . 安全・安楽な生活の援
助

老年看護学①  2章 -Ⅲ-A-2  高齢者における安全・安楽 （P40）

 b . 健康の保持増進と廃用
症候群の予防

老年看護学①  4章 -Ⅰ-E-2  生活習慣病の予防 （P129～133）

 c . 疾患の治癒・回復の特
徴に応じた援助

老年看護学①  4章  経過別にみた老年看護 （P106～180） 105-AM-99

 d . 個別の日常生活能力、
目標に合わせた援助

老年看護学①  2章 -Ⅲ  老年看護の役割 （P39～46）

 e . 人生の統合をはかる支
援

老年看護学①  2章 -Ⅲ-C-4  人生の統合に向けた支援 （P44）

 f . 家族との協働 老年看護学①  2章 -Ⅲ-C-5  家族や介護者との協働 : 認知症高齢者、独居高齢者への支援 
（P45）, 老年看護学②  2章 -Ⅲ-A-2  家族の参加 （P21）

 g . 安全管理〈セーフティマ
ネジメント〉

老年看護学①  6章 -Ⅰ  高齢者における医療安全 （P216～225）, 老年看護学②  2章 -Ⅲ-B  
実施に際しての協力体制づくり （P21～22）

 h . チームアプローチ（多職
種連携）

老年看護学①  2章 -Ⅲ-B-6  関係職種とのチームアプローチ （P43）, 3章 -Ⅲ  多職種連携
による高齢者ケア （P88～90）

108-PM-97

 i . 地域包括ケアシステム 老年看護学①  3章 -Ⅱ-A-5-②  地域包括ケアシステム （P74）, Ⅱ-C  高齢者の生活を支え
る地域包括ケアシステム （P85～86）, 5章 -Ⅱ-B  高齢者を地域で包括的に支えるシステム 
（P190～193）

108-AM-74

目標Ⅱ 	  さまざまな健康状態にある高齢者と家族の生活および健康を支える看護についての基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

5.  高齢者の生活を支え
る看護

A. コミュニケーション  a . コミュニケーション能
力

老年看護学②  2章 -Ⅰ コミュニケーションの援助 （P40～48）

 b . コミュニケーションを
促す要素と阻害要因

老年看護学②  2章 -Ⅰ-4  コミュニケーションの援助を行う根拠 （P41～42）, Ⅰ-5  コミュ
ニケーションの援助のためのアセスメント項目 （P43～46）

 c . 高齢者とのコミュニ
ケーションの方法

老年看護学②  2章 -Ⅰ-6  コミュニケーションの援助の実際 （P47～48）  108-AM-53

B. 寛ぎ、安心、安全  a . 寛ぎ、安心、安全 老年看護学②  2章 -Ⅶ  環境整備 （P92～100）
 b . 寛ぎ・安心・安全の確
保のための援助 

老年看護学②  2章 -Ⅶ  環境整備 （P92～100）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

5.  高齢者の生活を支え
る看護

C. 歩行、移動、姿勢保
持

 a . 歩行、移動動作、姿勢
保持

老年看護学②  2章 -Ⅱ 基本動作の援助 （P49～59） 104-PM-98

 b . 歩行・移動動作・姿勢
保持のための援助

老年看護学②  2章 -Ⅱ 基本動作の援助 （P49～59）

 c . 転倒・転落の発生の要
因

老年看護学①  1章 -Ⅱ-C-6-②  ●転倒 （P14）, 4章 -Ⅱ-B-4-③ -2）  転倒予防 （P142～
143）, Ⅲ-B-2 転倒リスク （P163）, 6章 -Ⅰ-D-2  転倒 （P220～221）, 老年看護学②  2章
-Ⅲ  転倒・転落予防の援助 （P60～67）

108-AM-71

 d . 転倒・転落の防止 老年看護学①  4章 -Ⅱ-B-4-③ -2）  転倒予防 （P142～143）, 6章 -Ⅰ-D-2  転倒 （P220～
221）, 老年看護学② 2章 -Ⅲ  転倒・転落予防の援助 （P60～67）  

104-AM-55

 e . 転倒の影響 老年看護学①  1章 -Ⅱ-C-6-②  ●骨折 , ●転倒・骨折による影響 （P15）, 老年看護学②  2
章 -Ⅲ  転倒・転落予防の援助 （P60～67）, 4章 -Ⅱ-B-4-③ -2）  転倒予防 （P142～143）

D. 食生活  a . 食生活の状況 老年看護学②  2章 -Ⅷ  食事の援助 （P100～107） 107-AM-115, 116,  
105-AM-97

 b . 嚥下能力・嗜好性・環
境に応じた食生活の援
助

老年看護学②  2章 -Ⅷ-6  食事の援助の実際 （P108～112） 108-PM-49, 107-PM-116

E. 排泄  a . 排泄の状況 老年看護学②  2章 -Ⅳ  排泄 （排尿・排便）の援助 （P68～75） 105-PM-50, 97, 98

 b . 排泄能力の変化に応じ
た援助

老年看護学②  2章 -Ⅳ-5  排泄の援助の実際 （P75～79）

F. 清潔、身だしなみ、
衣生活

 a . 清潔・身だしなみの行
為

老年看護学②  2章 -Ⅴ清潔・整容の援助 （P79～84）

 b . 更衣動作 老年看護学②  3章 -Ⅶ-D  衣環境 （P77～79）  
 c . 入浴行動に伴う危険性、
負担に応じた清潔・衣
生活の援助

老年看護学②  3章 -Ⅵ-C-2  整容と身だしなみ （P68～69）  

G.活動と休息  a . 活動と休息 老年看護学②  2章 -Ⅵ  休息・睡眠の援助 （P85～89）
 b . 生活リズムの調整 老年看護学②  2章 -Ⅵ-6  休息・睡眠の援助の実態 （P90～92）

H. 性〈セクシュアリティ〉  a . 性〈セクシュアリティ〉 老年看護学②  2章 -Ⅸ  セクシュアリティを考慮した援助 （P112～116）
 b . 性〈セクシュアリティ〉
への援助

老年看護学② 2章 -Ⅸ-6  セクシュアリティを考慮したケアの実際 （P116～117）

I. 社会参加  a . 社会参加の状況 老年看護学②  2章 -Ⅹ  社会参加を促す援助 （P118～120）  
 b . 生きがいが持てる身近
な場所への参加の援助

老年看護学②  2章 -Ⅹ-6  社会参加を促す援助の実際 （P121～122）

6.  さまざまな健康状態
や受療状況に応じた
高齢者の看護

A. 健康の維持と介護予
防

 a . 健康の維持・増進の状
況 

公衆衛生学  2編 -4章 -C  高齢者の福祉にかかわる施策 （P231）, 老年看護学①  4章 -Ⅰ-A  
高齢者の健康 （P106～112）

 b . 受療状況 公衆衛生学  2編 -4章 -A  高齢者の健康と生活 （P228～229）, 老年看護学①  4章 -Ⅰ-A-1  
●高齢者の健康 （P106～107）

 c . 介護予防の促進と評価 公衆衛生学  2編 -4章 -B  高齢者の保健医療福祉施策の推移 （P230～231）, C  高齢者の
福祉にかかわる施策 （P231）, G  高齢者保健福祉の課題と展望 （P237～240）, 老年看護
学①  4章 -Ⅰ-C  介護予防 （転倒予防 , ロコモ予防） （P116～123）

 d . フレイル 老年看護学①  2章 -Ⅰ-C-2  虚弱 （フレイル） （P32～34）
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6.  さまざまな健康状態
や受療状況に応じた
高齢者の看護

B. 急性期の高齢者への
看護

 a . 急性期の高齢者の特徴 老年看護学①  4章 -Ⅱ-A  高齢者に対する急性期看護とは （P138～139） 106-AM-115

 b . 手術療法を受ける高齢
者の援助

老年看護学①  4章 -Ⅱ-E  手術を受ける高齢者への看護 （P149～153）, 老年看護学②  5
章 -Ⅱ  大腿骨頸部骨折で入院した高齢患者の看護 （P347～351）

106-PM-49

 c . 手術療法以外の急性期
の高齢者の援助 

老年看護学①  2章 -Ⅱ  急性期における看護 （P138～159）, 老年看護学②  5章 -Ⅰ肺炎で
入院した認知症患者の看護 （P342～346）

C. 慢性期の高齢者への
看護

 a . 慢性期の高齢者の特徴 老年看護学①  4章 -Ⅳ-B  慢性疾患をもつ高齢者の特性 （P165～166）
 b . 慢性期の高齢者の援助 老年看護学①  4章 -Ⅳ  慢性期における看護 （P164～170） 107-AM-50

D. 回復期の高齢者への
看護

 a . 回復期の高齢者の特徴 老年看護学①  4章 -Ⅲ-B  高齢者のリハビリテーションにおける留意点 （P163～164）
 b . 生活機能の維持と向上 老年看護学①  4章 -Ⅲ-A  リハビリテーションとは （P159～163）
 c . リハビリテーションを
受ける高齢者の援助

老年看護学①  4章 -Ⅲ-A-1  高齢者のリハビリテーションの特徴 （P160～161）, 老年看護
学②  4章  高齢者とリハビリテーション （P127～155）

E. エンド・オブ・ライ
フ・ケア 
〈end-of-life care〉

 a . 身体徴候のアセスメン
トと援助

老年看護学①  4章 -Ⅴ-B-① -1） 痛み～B-① -4）  呼吸困難や喀痰による困難症状 （P174
～175）, 老年看護学②  5章  終末期ケア （P157～165）  

 b . 苦痛の緩和と安楽への
援助

老年看護学①  4章 -Ⅴ-B-① 終末期に必要な看護の視点とアセスメント （P174～176）, 老
年看護学②  5章 -Ⅲ-B  必要な看取りの援助 （P161～164）

105-PM-51

 c . 精神的苦痛や混乱に対
する援助

老年看護学①  4章 -Ⅴ-B-① -5）  精神的苦痛・混乱・せん妄 （P175～176）, 老年看護学②  
5章 -Ⅲ-B  必要な看取りの援助 （P161～164）

 d . 臨死期の評価と援助 基礎看護学②  3編 -2章 -Ⅱ-A  臨終前後の患者の状態 （P361～363）, Ⅱ-B  臨終間近の看
護 （P363～365）, 老年看護学①  4章 -Ⅴ-A-3 高齢者の終末期ケアにおける課題 （P172～
173）

 e . 家族の参加と家族への
援助

老年看護学①  4章 -Ⅴ-B-② -2）  在宅での終末期～C-②  看取りのときの家族へのかかわ
り （P178～179）, 老年看護学②  5章 -Ⅲ-C  家族を支える （P164～165）

105-AM-52

 f . グリーフケア 老年看護学①  4章 -Ⅴ-C  家族へのグリーフケア （P179～180）

F. 外来を受診する高齢
者の看護
103-PM-56*

 a . 外来受診時の高齢者の
特徴 

老年看護学①  4章 -Ⅱ-C  外来における看護 （P145～146），Ⅳ-D  外来受診時の看護 
（P169～170）

 b . 診察時の援助 老年看護学①  4章 -Ⅱ-C-2-②  検査時、治療時の看護 （P145～146）, 老年看護学②  6章
-Ⅴ-C  外来における看護 （P207～211）

 c . 疾患・治療の理解と治
療継続への援助 

老年看護学①  4章 -Ⅱ-C-2  外来における高齢者の看護 （P145～146）

G.検査を受ける高齢者
の看護

 a . 安全・安楽な検査の実
施

老年看護学①  4章 -Ⅱ-C-2-②  検査時、治療時の看護 （P145～146）, 老年看護学②  6章
-Ⅱ  検査を受ける患者への援助 （P176～181）

108-AM-55

 b . 加齢による検査結果へ
の影響

老年看護学①  4章 -Ⅱ-C-2-②  検査時、治療時の看護 （P145～146）, 老年看護学②  6章
-Ⅱ  検査を受ける患者への援助 （P176～181）

H. 薬物治療を受ける高
齢者の看護

 a . 加齢に伴う薬物動態の
変化

老年看護学①  4章 -Ⅱ-D-1  高齢者における薬物動態と薬力学の特徴 （P146～147）, 老年
看護学②  6章 -Ⅲ-A  高齢者と薬 （P181～182）

107-PM-50

 b . 服薬管理とリスクマネ
ジメント

老年看護学①  4章 -Ⅱ-D-3 薬物療法を受ける高齢者への看護 （P147～149）, 老年看護学
②  6章 -Ⅲ-A  高齢者と薬 （P181～182）, Ⅲ-B  薬物療法時の看護の要点 （P182～196）

104-AM-99

7.  高齢者に特有な症
候・疾患・障害と看
護

A. 廃用症候群  a . 加齢による病態と要因 老年看護学①  2章 -Ⅰ-C-1  生活の質 （QOL）ということ （P45～46）, 3章 -Ⅳ-B-3-1  寝
たきりの原因と誘因 （P107）, 4章 -Ⅰ-E-2-① -2）  ●廃用症候群 （P129～130）, 老年看護
学②  3章 -Ⅰ-A  寝たきりと廃用症候群の病態と要因 （P126～129）
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7.  高齢者に特有な症
候・疾患・障害と看
護

A. 廃用症候群  b . アセスメント 老年看護学②  3章 -Ⅰ-B  寝たきりと廃用症候群のアセスメント （P129～131）, 4章 -Ⅰ
-E-2-① -2）  廃用症候群 （P129～130）

 c . 予防と援助 老年看護学②  3章 -Ⅰ-C  寝たきりと廃用症候群の看護 （P131）, 4章 -Ⅰ-E-2-① -2）  廃用
症候群 （P129～130） 

B. 脱水症  a . 加齢による病態と要因 老年看護学②  3章 -Ⅲ-A  高齢者の脱水の要因 （P134～135）  
 b . アセスメント 老年看護学②  3章 -Ⅲ-B  脱水のアセスメントと看護 （P136） 104-AM-97

 c . 予防と援助 老年看護学②  3章 -Ⅲ-B  脱水のアセスメントと看護 （P136）

C. 摂食・嚥下障害  a . 加齢による病態と要因 老年看護学②  2章 -Ⅷ-4  食事の援助を行う根拠 （P101～102）
 b . アセスメント 老年看護学②  2章 -Ⅷ-5  食事の援助のためのアセスメント （P102～105）
 c . 予防と援助 老年看護学①  4章 -Ⅰ-C-4-②  嚥下障害の予防 （P123）, 老年看護学②  2章 -Ⅷ-6   食事

の援助の実際 （P108～112）, 5章 -Ⅰ-4-2-1）  誤嚥の予防 （P345～346）
104-PM-60

D. 低栄養  a . 加齢による病態と要因 老年看護学①  1章 -Ⅱ-C-4-②  高齢者と低栄養～低栄養の検査・診断 （P12）, 老年看護学
②  2章 -Ⅷ-4  食事の援助を行う根拠 （P101～102）

 b . アセスメント 老年看護学②  1章 -Ⅲ-B-9  栄養状態のアセスメント （P33～35）, 2章 -Ⅷ-5  食事の援助
のためのアセスメント項目 （P102～107）

105-AM-51

 c . 予防と援助 老年看護学①  3章 -Ⅲ  多職種連携による高齢者ケア （P88～90）, 4章 -Ⅰ-E-2-② -1）  低
栄養予防 （P132）, 老年看護学②  2章 -Ⅷ-6  食事の援助の実際 （P108～112）

E. 尿失禁  a . 加齢による病態と要因 老年看護学①  1章 -Ⅱ-C-5-①  尿失禁 （P12～13）, 老年看護学②  2章 -Ⅳ-4  排泄の援助
を行う根拠 （P69）

 b . アセスメント 老年看護学①  1章 -Ⅱ-C-5-②  尿失禁の影響 （P13）, 老年看護学②  1章 -Ⅲ-B-8 徘泄・失
禁のアセスメント （P31～33）, 2章 -Ⅳ-5  排泄の援助のためのアセスメント項目 （P69～
75）

 c . 予防と援助 老年看護学②  2章 -Ⅳ-6  排泄の援助の実際 （P75～79） 106-PM-81

F. 便秘・下痢  a . 加齢による病態と要因 老年看護学②  2章 -Ⅳ-4  排泄の援助を行う根拠 （P69）
 b . アセスメント 老年看護学②  1章 -Ⅲ-B-8  排泄・失禁のアセスメント （P31～33）, 2章 -Ⅳ-5  排泄の援

助のためのアセスメント項目 （P69～75）
 c . 予防と援助 老年看護学②  2章 -Ⅳ-6  排泄の援助の実際 （P75～79） 106-PM-47

G.睡眠障害  a . 加齢による病態と要因 老年看護学②  2章 -Ⅳ-4  休息・睡眠の援助を行う根拠 （P86）  
 b . アセスメント 老年看護学②  1章 -Ⅲ-B-11  睡眠のアセスメント （P36～37）, 2章 -Ⅳ-5  休息・睡眠の援

助のためのアセスメント項目 （P86～89）  
 c . 予防と援助 老年看護学②  2章 -Ⅳ-6  休息・睡眠の援助の実際 （P90～92）

H. 視覚障害  a . 加齢による病態と要因 老年看護学①  1章 -Ⅱ-C-7-①● 視力～②● 視力 （P15～16）, 老年看護学②  4章 -Ⅹ-A  
緑内障 （P293～296）, Ⅹ-B  糖尿病網膜症 （P297～299）, Ⅹ-C  加齢黄斑変性 （P299～
301）, Ⅹ-D  白内障 （P301～302）

105-PM-75

 b . アセスメント 老年看護学②  1章 -Ⅲ-B-10-1  視覚の機能の低下とアセスメント （P35）, 4章 -Ⅹ-A  緑内
障 （P293～296）, Ⅹ-B  糖尿病網膜症 （P297～299）, Ⅹ-C  加齢黄斑変性 （P299～
301）, Ⅹ-D  白内障 （P301～302）

 c . 予防と援助 老年看護学②  4章 -Ⅹ-A  緑内障 （P293～296）, Ⅹ-B  糖尿病網膜症 （P297～299）, Ⅹ
-C  加齢黄斑変性 （P299～301）, Ⅹ-D  白内障 （P301～302）  

I. 聴覚障害  a . 加齢による病態と要因 老年看護学②  4章 -Ⅹ-E  難聴 （P303～305） 108-AM-56

 b . アセスメント 老年看護学①  1章 -Ⅳ-A-2-5-2）  聴機能の低下 （P22）, 老年看護学②  1章 -Ⅲ-B-10-2 聴
覚の機能の低下とアセスメント （P35～36）, 4章 -Ⅹ-E  難聴 （P303～305）
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7.  高齢者に特有な症
候・疾患・障害と看
護

I. 聴覚障害  c . 予防と援助 老年看護学①  1章 -Ⅳ-A-2-5-2）  聴機能の低下 （P22）, 老年看護学②  4章 -Ⅹ-E  難聴 
（P303～305）

104-AM-58

J. 皮膚の障害  a . 加齢による病態と要因 老年看護学①  1章 -Ⅱ-C-7-① ● 皮膚～② ● 皮膚 （P16）, 老年看護学②  3章 -Ⅳ-A  か
ゆみの病態と要因 （P136～137）

 b . アセスメント 老年看護学②  3章 -Ⅳ-B  かゆみの症状と生活への影響のアセスメント （P137～138）
 c . 予防と援助 老年看護学②  3章 -Ⅳ-C  かゆみの予防と看護 （P138～139） 108-AM-73, 104-AM-57

K. 認知症  a . 加齢による病態と要因 老年看護学②  4章 -Ⅰ-A  認知症の知識 （P150～157） 107-PM-80*

 b . 環境と行動・心理症状 老年看護学①  4章 -Ⅱ-H-1  急性期病院における認知症をもつ高齢者の看護 （P156～
157）, 老年看護学②  4章 -Ⅰ-A-2  認知症の病態・症状 （P151～154）

107-PM-80*

 c . 認知機能の評価 老年看護学②  4章 -Ⅰ-A-3  認知症の検査・診断・治療 （P154～157）, Ⅰ-B-2  アセスメ
ントの視点 （P158～159）

107-PM-97, 106-AM-119, 
104-AM-100

 d . 予防治療、療法的アプ
ローチ

老年看護学①  4章 -Ⅰ-D  認知症予防 （P124～127）, 老年看護学②  4章 -Ⅰ-B  認知症の
看護 （P157～166）, 7章 -E-7-7  認知症の予防 （P246）

107-AM-49, 105-PM-102*

 e . コミュニケーション方
法、療養環境の調整

老年看護学①  4章 -Ⅱ-H-3-②  基本的なコミュニケーション～③  環境調整のポイント 
（P158～159）, 老年看護学②  4章 -Ⅰ-B  認知症の看護 （P157～166）  

108-AM-50, 119, 107-PM-
99, 106-PM-95, 105-PM-
101, 102*, 104-AM-56

 f . 急性期一般病床での援
助 

老年看護学①  4章 -Ⅱ-H  認知症をもつ高齢者に対する急性期看護 （P156～159） 107-PM-98, 106-PM-94

 g . 家族への支援とサポー
トシステム

老年看護学②  7章 -E-7-5）  家族に対する援助 （P243～244） 108-AM-120

L. せん妄  a . 加齢による疾患の特徴
と要因

老年看護学①  4章 -Ⅱ-B-4-③ -1） せん妄予防 （P142）, 老年看護学②  4章 -Ⅱ-E-1 疾患の
概要 （P181）, E-2  病態・症状 （P181～182）

 b . 症状と生活への影響の
アセスメント

老年看護学①  4章 -Ⅱ-B-4-③ -1） せん妄予防 （P142）, 老年看護学②  4章 -Ⅱ-E-5  アセ
スメントの視点 （P183）

 c . 予防、治療と援助 老年看護学①  4章 -Ⅱ-B-4-③ -1） せん妄予防 （P142）, 老年看護学②  4章 -Ⅱ-E-3 検査・
診断・治療 （P182～183）

108-PM-98, 107-PM-117, 
104-AM-98

M.うつ病  a . 加齢による疾患の特徴
と要因

老年看護学①  1章 -Ⅳ-5 ●高齢者のうつ （P21～22）, 老年看護学②  4章 -Ⅱ-D-1  疾患の
概要 （P177）, D-2 病態・症状 （P177）

 b . 症状と生活への影響の
アセスメント

老年看護学①  1章 -Ⅳ-5 ●高齢者のうつ （P21～22）, 老年看護学②  4章 -Ⅱ-D-5  アセス
メントの視点 （P179）

106-PM-48

 c . 予防、治療と援助 老年看護学①  1章 -Ⅳ-5 ●高齢者のうつ （P21～22）, 老年看護学②  4章 -Ⅱ-D-3  検査・
診断・治療 （P178～179）, D-4  看護の概要 （P179）, D-6  生じやすい看護問題 （P179
～180）, D-7  目標と看護 （P180）

N.Parkinson 〈パーキン
ソン〉症候群

 a . 加齢による疾患の特徴
と要因

老年看護学②  4章 -Ⅱ-C-1  疾患の概要 （P172）, C-2 病態・症状 （P172～173） 104-PM-61

 b . 症状と生活への影響の
アセスメント

老年看護学②  4章 -Ⅱ-C-5  アセスメントの視点 （P175） 107-PM-112

 c . 予防、治療と援助 老年看護学②  4章 -Ⅱ-C-3  検査・診断・治療 （P173～174）, C-4  看護の概要 （P175）, 
C-6 生じやすい看護問題 （P175～176）, C-7  目標と看護 （P176～177）  

107-PM-113, 114

O.骨粗鬆症  a . 加齢による疾患の特徴
と要因

老年看護学①  1章 -Ⅱ-C-6  骨・筋・運動器系の加齢性変化と日常生活への影響 （P13～
15）, 4章 -Ⅰ-C-2-①  骨粗鬆症 （P117～119）, 老年看護学②  4章 -Ⅶ-D-1  疾患の概要 
（P272）, D-2  病態・症状 （P272）  

104-PM-97
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7.  高齢者に特有な症
候・疾患・障害と看
護

O.骨粗鬆症  b . 症状と生活への影響の
アセスメント

老年看護学①  4章 -Ⅰ-C-2-①  骨粗鬆症 （P117～119）, 老年看護学②  4章 -Ⅷ-D-5  アセ
スメントの視点 （P274）  

106-PM-91, 104-PM-97

 c . 予防、治療と援助 老年看護学①  4章 -Ⅳ-B-3  寝たきりの予防対策 （P107～111）, Ⅷ-D-4  看護の概要 
（P273～274）, D-6  生じやすい看護問題 （P274）, D-7  目標と看護 （P274～275）

P. 骨折 
107-AM-51

 a . 加齢による疾患の特徴
と要因

成人⑪運動器  1編 -5章 -Ⅰ-A-1-1  骨折の種類 （P102～106）, 老年看護学①  1章 -Ⅱ-C-6  
骨・筋・運動器系の加齢性変化と日常生活への影響 （P13～15）

 b . 症状と生活への影響の
アセスメント

成人⑪運動器  1編 -5章 -Ⅰ-A-1-3  骨折の症状 , 副損傷・合併症 （P109～113）, 老年看護
学①  1章 -Ⅱ-C-6  骨・筋・運動器系の加齢性変化と日常生活への影響 （P13～15）

108-AM-118

 c . 予防、治療と援助 成人⑪運動器  1編 -5章 -Ⅰ-A-2  主な骨折 （P117～131） 106-PM-96

Q.感染症  a . 加齢による疾患の特徴
と要因

老年看護学②  4章 -Ⅺ -A  MRSA感染症 （P308～309）, Ⅺ -B  ノロウイルス感染症 （P309
～314）  

 b . 症状と生活への影響の
アセスメント 

老年看護学②  4章 -Ⅺ -A-5  アセスメントの視点 （P309）, Ⅺ -B-5  アセスメントの視点 
（P310）

 c . 予防、治療と援助 老年看護学②  4章 -Ⅺ -A-3  検査・診断・治療 （P308～309）, A-4  看護の概要 （P309）, 
A-6  生じやすい看護問題 （P309）, A-7  目標と看護 （P309）, Ⅺ -B-3  検査・診断・治療 
（P310）, B-4  看護の概要 （P310）, B-6  生じやすい看護問題 （P310）, D-7  目標と看護 
（P310～314）

R. L～Q以外の高齢者に
特有な疾患

 a . 加齢による疾患の特徴
と要因 

老年看護学②  4章  高齢者に特有の疾患と看護 （P150～314）

 b . 症状と生活への影響の
アセスメント 

老年看護学②  4章  高齢者に特有の疾患と看護 （P150～314） 107-PM-115

 c . 予防、治療と援助 老年看護学②  4章  高齢者に特有の疾患と看護 （P150～314） 106-AM-120

8.  治療・介護を必要と
する高齢者の家族の
看護

A. 高齢者の家族の健康
と生活への影響

 a . 看護の対象としての家
族

老年看護学①  5章 -Ⅳ-C  介護する家族への看護 （P210～213）

 b . 介護者の健康 老年看護学①  5章 -Ⅳ-C-1  主介護者の健康と生活 （P210～211）
 c . 介護者の社会生活 老年看護学①  5章 -Ⅳ-C-1  主介護者の健康と生活 （P210～211）

B. 家族全体への影響と
介護への適応

 a . 家族システムのアセス
メント

老年看護学①  5章 -Ⅱ  家族への支援 （P82～85）, Ⅳ-C-2  高齢者を取り巻く家族介護者
への支援 （P211～213）, 

108-AM-57

 b . 家族の発達課題とニー
ズの競合

老年看護学①  3章 -Ⅰ-B-1  家族のライフサイクルからみた老年期 （P53～54）, 5章 -Ⅳ
-C-2-1）  家族が受けている状況を把握する （P212）

 c . 介護状況と介護力の評
価

老年看護学①  5章 -Ⅳ-C-2-2）  家族の対応能力を知る （P212）

 d . 介護への適応のための
援助

老年看護学①  5章 -Ⅳ-C-2-3）  家族の適応状況をみる （P213） 106-AM-118, 106-PM-45
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目標Ⅲ 	  多様な生活の場で高齢者の健康を支える看護について基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

9.  多様な生活の場で展
開する高齢者への看
護

A. 医療施設に入院する
高齢者の暮らしと看
護

 a . 医療施設の種類と特徴 老年看護学①  4章 -Ⅴ-D-1  介護療養型医療施設 （P119～120）, 5章 -Ⅲ-A-1  介護療養型
医療施設の特徴と看護 （P196～197）

 b . 入院する高齢者の暮ら
しの特徴と看護の役割 

老年看護学① 5章 -Ⅲ-A-1 介護療養型医療施設の特徴と看護 （P196～197）

B. 介護保険施設等に入
所する高齢者の暮ら
しと看護

 a . 介護保険施設等の種類
と特徴

老年看護学①  4章 -Ⅴ-D-2  介護老人保健施設 （P120～121）, D-3  介護老人福祉施設 
（P121～122）, 5章 -Ⅲ-A-2  介護老人保健施設の特徴と看護 （P197～198）, A-3  介護老
人福祉施設 （特別養護老人ホーム）の特徴と看護 （P198～199） 

105-AM-74, 104-AM-102

C. 地域密着型サービス、
居宅サービスを利用
する高齢者の暮らし
と看護

 a . 地域密着型サービス、
居宅サービスの種類と
特徴（認知症対応型共同
生活介護）

老年看護学①  5章 -Ⅲ-B  地域密着型サービス （P200～204）, 在宅看護論  2章 -Ⅰ-B-4  
介護保険制度の概要 （P45～51）  

105-AM-74, 104-AM-59

 b . サービスを利用する高
齢者の暮らしの特徴と
看護の役割 

老年看護学①  5章 -Ⅲ-B  地域密着型サービス （P200～204）

D. 生活の場の移動と看
護の継続

 a . 入院時・入所時・サービ
ス利用開始時の援助 

老年看護学①  4章 -Ⅱ-B-4  入院中の高齢者に対する看護 （P141～144）

 b . 退院支援、退所支援 老年看護学①  5章 -Ⅰ  退院支援 （P184～188）
 c . 看護職間の情報提供、
目標の共有と評価 

老年看護学①  5章 -Ⅰ-B  退院支援における看護の実際と役割 （P185～188）

E. 長期入院・入所高齢
者の看護

 a . 長期入院・入所高齢者
のアセスメント 

老年看護学①  4章 -Ⅱ-B-4-1  入院時のアセスメント （P141～142）

 b . 長期入院・入所高齢者
の生活上の課題と援助 

老年看護学①  5章 -Ⅰ-B-5  高齢者の退院支援の特徴と留意点 （P187～188）

F. 福祉用具・介護用品
の活用

 a . 適応・活用状況に関す
るアセスメント 

老年看護学②  2章 -Ⅱ-5  基本動作の援助のためのアセスメント項目 （P50～57） 108-AM-72

 b . 安全で有効な活用の支
援 

老年看護学②  2章 -Ⅱ-6  基本動作の援助の実際 （P57～59）

G.看護と介護の協働と
連携

 a . 介護職員の専門性と役
割の共有 

老年看護学①  4章Ⅱ-B-4-2）-（4）  在宅サービスとの連絡・調整 （P144） 108-PM-99

 b . 介護職員による医療行
為 

老年看護学①  5章Ⅲ-A  介護保険施設 （P196～200）

H. 多職種連携、チーム
アプローチ

 a . 多職種の中での専門性
の発揮 

老年看護学①  3章 -Ⅲ-2  高齢者ケアとチームメンバー （P89）

 b . 目標達成に向けた連携
の方法 

老年看護学①  3章 -Ⅲ  多職種連携による高齢者ケア （P88～90）

I. 高齢者に特徴的な災
害時の看護

 a . 避難・誘導方法 老年看護学①  6章 -Ⅱ-C-1  災害発生期 （災害発生時） （P227～228）
 b . 避難所での生活と健康
の維持 

老年看護学①  6章 -Ⅱ-B-3  生活の拠点の適応困難 ～Ⅱ-C-3  亜急性期 （災害発生  72時
間～1カ月） （P226～230）  

 c . 福祉避難所における援
助 

老年看護学①  6章 -Ⅱ-C-2  ●急性期での高齢者のリスク⑧ （P229）
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小児看護学

目標Ⅰ 	  子どもの成長・発達と健康増進のための子どもと家族への看護について基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

1.  子どもと家族を取り
巻く環境

A. 小児医療・小児看護
の変遷と課題

 a . 小児医療の変遷と課題 小児看護学①  5章 -Ⅰ  小児医療の変遷 （P116～120） 107-PM-51▲ , 104-PM-80

 b . 小児看護の変遷と課題 小児看護学①  5章 -Ⅱ  小児看護の変遷 （P120～123）
 c . 諸統計からみた子ども
と家族の健康課題

小児看護学①  1章 -Ⅱ  保健統計からみた小児と健康問題 （P12～17） 108-PM-52, 107-AM-77

B. 子どもの権利  a . 小児医療における子ど
もの権利の変遷

小児看護学①  3章  子どもの最善の利益にかなう医療・看護 （P56～84）, 3章 -Ⅱ-B  子ど
もの権利条約 （P63～67）, 5章 -Ⅲ-1  子どもの権利の尊重と倫理の問題 （P124～126）, 
参考資料  児童の権利に関する条約 （抄） （P276～282）

107-PM-51▲ , 106-PM-84

 b . 小児医療・小児看護に
おける倫理的配慮 

小児看護学①  2章 -Ⅲ-A  小児と家族の権利擁護 （アドボカシー）とその促進 （P44～46）, 3
章 -Ⅲ  小児医療の場と子どもの権利 （P67～84）, Ⅲ-B-3  意思能力のない子ども （P70～71）

 c . 子どもの虐待防止 小児看護学①  3章 -Ⅲ-E  子どものマルトリートメントと子どもの権利 （P77～84）, 7章
-V  児童虐待 （子どもの虐待）の防止 （P266～272）

C. 子どもと家族を取り
巻く社会資源の活用

 a . 母子保健施策の活用 小児看護学①  7章 -Ⅰ-A-3  少子化社会の課題と取り組み （P284～285）, A-4  健やか親
子21 （P249～251）, 〈別巻〉ヘルス  4章 -Ⅰ-A  小児の健康 （P162～167）

108-AM-59

 b . 小児保健医療福祉施策
の活用 

小児看護学①  7章 -Ⅱ  学校保健対策 （P257～261）, Ⅳ  予防接種 （P264～266） 106-AM-105

2.  子どもの成長・発達 A. 子どもの成長・発達
の原則と影響因子

 a . 成長・発達の概念 小児看護学①  4章 -Ⅰ  成長・発達に関する概念と理論 （P88～91） 107-PM-52

 b . 成長・発達の原則 小児看護学①  6章 -Ⅱ-B  発達の原則 （P134～137） 105-AM-53▲

 c . 成長・発達に影響する
因子

小児看護学①  6章 -Ⅱ-C  成長・発達の影響因子 （P137～138） 105-AM-53▲

 d . 発達課題と発達理論 小児看護学①  6章 -Ⅱ-A-5  発達段階と発達課題 （P133） 106-AM-78

B. 子どもの成長・発達
のアセスメント
105-AM-76

 a . 形態的成長と機能的発
達の評価

小児看護学①  6章 -Ⅰ  小児の成長・発達と生活行動の理解 （P130～132）, Ⅳ-A  生活を
支える形態的成長 （P145～152）

108-AM-82, 107-PM-53, 
106-PM-51, 105-AM-89, 
105-PM-52, 104-PM-77, 86

 b . 身体発育の評価 小児看護学①  6章 -Ⅲ  発達評価と家庭環境アセスメント （P139～145）, 小児看護学②  
3章 -Ⅲ  フィジカルアセスメント （P98～114）

104-AM-80, 104-AM-89

 c . 発達検査 小児看護学①  6章 -Ⅲ-B  発達検査 （P139～141）

 d . 心理・社会的発達の評
価

小児看護学①  4章 -Ⅰ  成長・発達に関する概念と理論 （P88～91）, 6章 -Ⅱ-A-5  発達段
階と発達課題 （P133）, Ⅴ-F-3  話す機能 （P199～201）, Ⅴ-G-1-1）-2） 情緒 （感情） 
（P202～204）, Ⅴ-G-2-1）-1） 認知 （P204～205）, Ⅴ-H-2  社会性・道徳性の発達 （P213
～214）, Ⅴ-Ⅰ-1  遊びの機能 （P217～222）

 e . 養育環境 小児看護学①  6章 -Ⅲ-E-1  養育環境 （P143～144）

C. 小児期における成長・
発達の特徴と看護

 a . 神経系 小児看護学①  6章 -Ⅴ  小児の発達に伴う生活行動の変化と日常生活の支援 （P160～241）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

2.  子どもの成長・発達 C. 小児期における成長・
発達の特徴と看護

 b . 運動器系 小児看護学①  6章 -Ⅴ-A  動く （P160～167）
 c . 感覚器系 小児看護学①  6章 -Ⅴ  小児の発達に伴う生活行動の変化と日常生活の支援 （P160～241）
 d . 循環器系 小児看護学①  6章 -Ⅳ-B-2  循環 （P154～156）
 e . 免疫系 小児看護学①  6章 -Ⅳ-B-5  免疫 （P159～160） 107-PM-52

 f . 呼吸器系 小児看護学①  6章 -Ⅳ-B-1  呼吸 （P153～154） 108-AM-60

 g . 消化器系 小児看護学①  6章 -Ⅴ-B  食べる （P173～184），C  排泄する （P184～190）
 h . 代謝系 小児看護学①  6章 -Ⅳ-B-4  水分代謝 （P157～158）
 i . 泌尿器系 小児看護学①  6章 -Ⅳ-B-4-1  腎機能 （P157）， 2  排尿 （P157～158）
 j . 体温調節 小児看護学①  6章 -Ⅳ-B-3  体温調節 （P156～157）
 k . 大泉門、小泉門 小児看護学①  6章 -Ⅳ-A-3  頭部 （P147～151）
 l . 生歯 小児看護学①  6章 -Ⅳ-A-7  生歯 （P152）
 m.認知、思考 小児看護学①  6章 -Ⅴ-G-2  認知・思考の機能 （P204～208）
 n . 社会性、道徳性 小児看護学①  6章 -Ⅴ-H  人とかかわる （P210～216）
 o . コミュニケーション、言語 小児看護学①  6章 -Ⅴ-F  見る・聞く・話す （P173～184） 108-PM-54

 p . 情緒 小児看護学①  6章 -Ⅴ-G-1-1-2）  情緒 （感情） （P202～204）
 q . アタッチメント、分離
不安 

小児看護学①  6章 -Ⅴ-G-3-1-1）  不安定なアタッチメント形成 （P209）， Ⅴ-H-1-1-1）  乳
児期 （P210～211）, 小児看護学②  2章 -Ⅱ-B-9-1  アタッチメントの形成 （P57）

3.  小児各期における健
康増進のための子ど
もと家族への看護

A. 新生児期の成長・発
達に応じた生活への
支援

 a . 栄養と授乳 母性看護学②  4編 -4章 -Ⅲ-6  適切な栄養方法の選択に対するケア （P521～524） 
 b . 事故防止 小児看護学①  7章 -Ⅲ  子どもの事故防止と安全教育 （P262～264）, 母性看護学②  4編

-4章 -Ⅲ-7  清潔の維持 （P524～527）, Ⅲ-8  臍ケア （P527～528）, Ⅲ-9  抱き方 
（P528）, Ⅲ-10  寝かせ方 （P528～529）

 c . 親子関係の確立 小児看護学①  1章 -Ⅲ-A-3-1）  親子関係 （P22～23）
 d . 家族の育児技術の獲得 小児看護学①  7章 -Ⅰ-B  主な母子保健対策 （P251～257）, 母性看護学①  1編 -6章 -Ⅳ  

子育て支援 （P169～176）
108-AM-61, 104-PM-85

B. 乳児期の成長・発達
に応じた生活への支
援

 a . 栄養と離乳 小児看護学①  6章 -Ⅴ-C-3-2）  離乳 （P177～180） 108-PM-55

 b . 運動と遊び 小児看護学①  6章 -Ⅴ-Ⅰ-1  遊びの機能 （P217～222）
 c . 感染予防と予防接種 小児看護学①  2章 -Ⅱ-C  医療と生活や療育をつなぐ場の特徴と小児看護の役割 （P41～

44）, 6章 -Ⅵ-1  乳児期 （新生児期を含む） （P231～234）, 7章 -Ⅳ  予防接種 （P264～266）
 d . 事故防止 小児看護学①  7章 -Ⅲ  子どもの事故防止と安全教育 （P262～264）
 e . 親子関係の確立 小児看護学①  1章 -Ⅲ-3  家族関係 （P22～24）, 4章 -Ⅱ  母子関係に関する概念と理論 

（P92～96）, 6章 -V-H-1-1）-1）  親との関係 （P210～212）
 f . 家族の育児技術の獲得 小児看護学①  7章 -Ⅰ-B  主な母子保健対策 （P251～257）, 母性看護学①  1編 -6章 -Ⅳ  

子育て支援 （P169～176） 

C. 幼児期の成長・発達
に応じた生活への支
援

 a . 食生活と食育 小児看護学①  6章 -Ⅴ-C-1  子どもの栄養 （P173～175）, 3  「食べる」に関する援助 
（P176～181） 

 b . 運動と遊び 小児看護学①  6章 -Ⅴ-Ⅰ-1  遊びの機能 （P217～222）
 c . 生活リズムの確立 小児看護学①  6章 -Ⅴ-A-1-2-2）  幼児期 （P163）， Ⅵ-2  幼児期 （P234～236）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

3.  小児各期における健
康増進のための子ど
もと家族への看護

C. 幼児期の成長・発達
に応じた生活への支
援

 d . 基本的生活習慣の確立 小児看護学①  6章 -Ⅴ-B  眠る （P167～173）, Ⅴ-C  食べる （P173～184）, Ⅴ-D  排泄す
る （P184～190）, Ⅴ-E  身だしなみを整える （P190～196）

 e . 感染予防と予防接種 小児看護学①  2章 -Ⅱ-C  医療と生活や療育をつなぐ場の特徴と小児看護の役割 （P41～
44）, 6章 -Ⅵ-2  幼児期 （P234～236）, 7章 -Ⅳ  予防接種 （P264～266）

 f . 事故防止と安全教育 小児看護学①  7章 -Ⅲ  子どもの事故防止と安全教育 （P262～264）
 g . 親子関係の確立 小児看護学①  1章 -Ⅲ-A-3  家族関係 （P22～24）
 h . 社会化 小児看護学①  6章 -Ⅴ-H-1  人との関係性の発達 （P210～213）
 i . 育児技術の獲得 小児看護学①  7章 -Ⅰ-B  主な母子保健対策 （P251～257）

D. 学童期の成長・発達
に応じた生活への支
援

 a . 肥満や食生活の乱れ 小児看護学①  6章 -Ⅵ-3-3-1）  動く （P237），2）  食べる （P237～238） 106-PM-50

 b . う歯の予防 公衆衛生学 2編7章 -B-1-②  学校歯科保健状況 （P273）, C う蝕予防 （P275～276）
 c . 近視の予防 小児看護学①  6章 -Ⅴ-F-1-3  「見る」に関する一般的な健康問題 （P197～198）
 d . スポーツ外傷の予防 小児看護学②  2章 -Ⅳ-A-1  「動く」に関する援助 （P66）
 e . 学校感染症の予防 公衆衛生学 2編8章 -Ⅱ-C-4-②  学校における感染症 （P291）
 f . 生活習慣病の予防 現代医療論  2章 -Ⅲ-C  健康づくりの摘要 （P84～109）
 g . 学習と遊び 小児看護学①  6章 -Ⅴ-Ⅰ  遊ぶ・学ぶ （P216～225）
 h . 事故防止と安全教育 小児看護学①  7章 -Ⅲ  子どもの事故防止と安全教育 （P262～264）
 i . セルフケアと保健教育 小児看護学①  7章 -Ⅱ  学校保健対策 （P257～261）
 j . 食生活と食育 小児看護学①  6章 -Ⅴ-C  食べる （P173～184）
 k . 仲間との関係や学校へ
の適応

小児看護学①  1章 -Ⅲ-B  小児を取り巻く社会環境 （P24～26）, 6章 -Ⅴ-H-1  人との関係
性の発達 （P210～213）, Ⅴ-H  人とかかわる （P210～216）, Ⅴ-Ⅰ-2-2）  学びへの援助 
（P224）, 精神看護学①  6章 -Ⅱ-B  ひきこもり （P188～191）, Ⅱ-E  不登校 （P200～

202）, Ⅱ-F  いじめ （P202～204）, Ⅱ-G  自傷行為 （P204～207）, Ⅱ-H  虐待 （P207～
210）, Ⅱ-K  犯罪・非行 （P218～224）, Ⅱ-M  IT依存 （P227～230）

E. 思春期の成長・発達
に応じた生活への支
援

 a . 体格と体力 小児看護学①  6章 -Ⅴ-C  食べる （P173～184）, 小児看護学②  2章 -Ⅴ  思春期の看護 
（P74～80）

 b . 第二次性徴 小児看護学①  6章 -Ⅴ-J  性を生きる （P225～231）
 c . アイデンティティの確立 小児看護学①  6章 -Ⅴ-H-1-1）-1）  親との関係 （P210～212）
 d . 情緒的変化と家族関係 小児看護学①  6章 -Ⅴ-H  人とかかわる （P210～216）
 e . 仲間との関係 小児看護学①  1章 -Ⅲ-B  小児を取り巻く社会環境 （P24～26）
 f . 性〈セクシュアリティ〉
意識の変化と逸脱行動

小児看護学①  6章 -Ⅴ-J  性を生きる （P225～231） 

 g . 異性への関心 小児看護学①  6章 -Ⅴ-J  性を生きる （P225～231）
 h . ライフスタイルと生活
リズムの変化 

小児看護学①  4章 -Ⅳ-B  ライフスキル （P109～111）

 i . 喫煙・飲酒の防止 母性看護学①  2編 -3章 -Ⅱ-A-1-2  未成年者の喫煙 （P252～253）
 j . 不登校の実態と支援 精神看護学①  6章 -Ⅱ-E  不登校 （P200～202）
 k . いじめ・校内暴力の防止 精神看護学①  6章 -Ⅱ-F  いじめ （P202～204）
 l . 自殺の防止 小児看護学①  7章 -Ⅰ-Ⅳ  健やか親子21 （P250～251）
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目標Ⅱ 	  病気や診療・入院が子どもと家族へ与える影響と看護について基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

4.  病気や診療・入院が
子どもと家族に与え
る影響と看護

A. 病気に対する子ども
の理解と説明 

 a . 病気に対する子どもの
理解の特徴

小児看護学①  2章 -Ⅱ-C-2）-3） 小児と家族の心理の理解と援助 （P42～43） 105-AM-75

 b . 子どもの理解に関係す
る要因 

小児看護学①  2章 -Ⅱ-C-2）-3） 小児と家族の心理の理解と援助 （P42～43）, Ⅲ-A  小児と
家族の権利擁護 （アドボカシー）とその促進 （P44～46）, 小児看護学②  3章 -Ⅱ-B  プレパ
レーション （P90～97）, 小児看護学①  3章 -Ⅲ  小児医療の場と子どもの権利 （P67～84）

105-AM-75

 c . 発達に応じた病気の説
明

小児看護学①  2章 -Ⅱ-C-2）-3） 小児と家族の心理の理解と援助 （P42～43）, Ⅲ-A  小児
と家族の権利擁護 （アドボカシー）とその促進 （P44～46）, 小児看護学②  3章 -Ⅱ-B  プレ
パレーション （P90～97）

105-AM-75

 d . インフォームド・アセ
ント

小児看護学①  2章 -Ⅲ-A  小児と家族の権利擁護 （アドボカシー）とその促進 （P44～46）, 
3章 -Ⅲ  小児医療の場と子どもの権利 （P67～84）, 小児看護学②  3章 -Ⅱ-B  プレパレー
ション （P90～97）

105-AM-75

B. プレパレーション  a . 子どもへの説明と同意 小児看護学②  1章 -Ⅱ-A  小児の病気の理解と受容 （P9～13） 105-AM-102

 b . 家族の準備状態の把握 小児看護学②  3章 -Ⅱ-B  プレパレーション （P90～97）
 c . 検査・処置を受ける子
どもと家族への支援 

小児看護学②  3章 -Ⅱ-B  プレパレーション （P90～97）

C. 病気や診療・入院が
子どもに与える影響
と看護

 a . 成長・発達に及ぼす影
響

小児看護学②  1章 -Ⅰ-A  健康問題や障害が小児に及ぼす全体的な影響 （P2～3）, Ⅰ-B  健
康問題や入院が小児の心理面に及ぼす影響 （P3～5）

 b . 病気や診療・入院に伴
うストレスと影響要因

小児看護学②  1章 -Ⅰ-B  健康問題や入院が小児の心理面に及ぼす影響 （P3～5）

 c . 子どもの反応とストレ
ス対処行動

小児看護学②  1章 -Ⅰ-A  健康問題や障害が小児に及ぼす全体的な影響 （P2～3）, Ⅰ-B  健
康問題や入院が小児の心理面に及ぼす影響 （P3～5）

D. 子どもの病気や診療・
入院がきょうだい・
家族に及ぼす影響と
看護

 a . 子どもの病気や診療・
入院に伴うきょうだい・
家族のストレス

小児看護学②  1章 -Ⅱ-C  小児の病気や入院に対する家族の反応と看護 （P16～19）

 b . きょうだい・家族のス
トレスへの支援

小児看護学②  1章 -Ⅱ-C  小児の病気や入院に対する家族の反応と看護 （P16～19）

E. 痛みを表現している
子どもと家族への看
護

 a . 子どもの痛みの受け止
め方

小児看護学②  7章 -Ⅴ-A  対象の理解 （P502～504）

 b . 痛みの表現方法 小児看護学②  7章 -Ⅴ-A  対象の理解 （P502～504）, Ⅴ-B-1  痛みのアセスメント視点と
方法 （P504～506）

 c . 痛みの客観的評価 小児看護学②  7章 -Ⅴ-B-1  痛みのアセスメント視点と方法 （P504～506）
 d . 痛みの緩和に向けた援
助

小児看護学②  7章 -Ⅴ-B-2  痛みの緩和を図る非薬物学的介入 （看護ケア） （P506～507）, 
3  痛みの緩和を図る薬物学的介入 （P508）

F. 活動制限が必要な子
どもと家族への看護

 a . 活動制限の目的 小児看護学②  7章 -Ⅲ-A-1  活動制限の目的とケアの基本 （P486）
 b . 活動制限の身体的・心
理社会的影響

小児看護学②  7章 -Ⅲ-A-2  活動制限が及ぼす心理的影響と看護 （P486～487）, 3  活動
制限が及ぼす身体的影響と看護 （P487～488）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

4.  病気や診療・入院が
子どもと家族に与え
る影響と看護

F. 活動制限が必要な子
どもと家族への看護

 c . 子どもの発達に応じた
日常生活への援助

小児看護学②  6章 -Ⅱ  慢性的経過をたどる健康問題 /障害と看護 （P446～456）, 7章 -Ⅲ  
活動制限を要する小児と家族 （P486～493）, Ⅹ  家庭で療養している慢性疾患のある小児
と家族 （P556～563）, Ⅺ  在宅で医療ケアを必要とする小児と家族 （P564～573）

106-AM-80

G.感染対策上隔離が必
要な子どもと家族へ
の看護

 a . 隔離の目的・方法 小児看護学②  7章 -Ⅳ  感染予防の必要がある小児と家族 （P494～501） 107-PM-55

 b . 隔離の身体的・心理社
会的影響

小児看護学②  7章 -Ⅳ  感染予防の必要がある小児と家族 （P494～501） 

 c . 子どもの発達に応じた
日常生活への援助

小児看護学②  7章 -Ⅳ  感染予防の必要がある小児と家族 （P494～501） 

 d . 家族の面会や付き添い
における援助

小児看護学②  7章 -Ⅳ-E  感染予防の必要がある小児と家族の看護 （P500～501）

H. 外来における子ども
と家族への看護

 a . 外来における緊急度の
把握・トリアージ

小児看護学②  7章 -Ⅱ  救急処置を要する小児と家族 （P474～484）

 b . 外来における感染症対策 小児看護学②  7章 -Ⅳ  感染予防の必要がある小児と家族 （P494～501）
 c . 受診時の子どもと家族
の緊張と不安の軽減

小児看護学②  7章 -Ⅰ  治療処置 , 検査を受ける小児と家族 （P468～473）

 d . 健康診査・育児相談 小児看護学①  7章 -Ⅰ-B  主な母子保健対策 （P251～257）

5.  検査や処置を受ける
子どもと家族への看
護

a～lに共通する中項目
A. 診療（検査、処置）に
伴う技術と看護 

B. プレパレーションと
看護 
107-PM-104

 a . バイタルサインの測定 小児看護学②  3章 -Ⅲ-F  バイタルサインの測定 （P108～114）, 7章 -Ⅰ-C  看護の実際 
（P471～473）

 b . 身体計測 小児看護学②  3章 -Ⅲ-E  身体の計測 （P104～108）, 7章 -Ⅰ-C  看護の実際 （P471～473）
 c . 採血 小児看護学②  3章 -Ⅳ-D-1  採血 （P128～129）, 7章 -Ⅰ-C  看護の実際 （P471～473）
 d . 採尿 小児看護学②  3章 -Ⅳ-D-2  採尿 （P129）, 7章 -Ⅰ-C  看護の実際 （P471～473） 106-AM-79

 e . 骨髄穿刺 小児看護学②  3章 -Ⅳ-E-2  骨髄穿刺 （P131～132）, 7章 -Ⅰ-C  看護の実際 （P471～473）
 f . 腰椎穿刺 小児看護学②  3章 -Ⅳ-E-1  腰椎穿刺 （P129～131）, 7章 -Ⅰ-C  看護の実際 （P471～473）
 g . 与薬 小児看護学②  3章 -Ⅳ-A-2  与薬 （内服薬と坐薬） （P118～119）, 7章 -Ⅰ-C  看護の実際 

（P471～473）
107-PM-54

 h . 注射 基礎看護学③  5編 -3章 -Ⅳ  注射法 （P270～299）, 小児看護学②  7章 -Ⅰ-C  看護の実際 
（P471～473）

108-AM-104

 i . 輸液療法 小児看護学②  3章 -Ⅳ-A-1  輸液管理 （P114～118）, 7章 -Ⅰ-C  看護の実際 （P471～
473）

108-AM-103

 j . 吸引 小児看護学②  3章 -Ⅳ-B-3）  吸引 （鼻口腔吸引） （P122～123）, 7章 -Ⅰ-C  看護の実際 
（P471～473）

 k . 酸素療法 小児看護学②  3章 -Ⅳ-B-4）  酸素療法 （P123～125）, 7章 -Ⅰ-C  看護の実際 （P471～
473）

 l . 経管栄養 小児看護学②  3章 -Ⅳ-C  経管栄養法 （P125～127）, 7章 -Ⅰ-C  看護の実際 （P471～
473）
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目標Ⅲ 	  特別な状況にある子どもと家族への看護について基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

6.  特別な状況にある子
どもと家族への看護

A. 虐待を受けている子
どもと家族への看護 

 a . 子どもへの虐待の特徴 小児看護学①  7章 -Ⅲ  子どもの事故防止と安全教育 （P262～264）, 小児看護学②  7章 -
Ⅱ  救急処置を要する小児と家族 （P474～484）

105-AM-54

 b . 虐待のリスク要因と虐
待の早期発見 

小児看護学②  7章 -Ⅱ-E  虐待が疑われる場合の対応 （P484）

 c . 虐待の未然防止に向け
ての支援 

公衆衛生学  2編2章 -C-3 児童虐待の課題と施策 （P204～205）, 社会福祉  5章 -Ⅱ-B-2-
2） 児童虐待とその対策 （P148～150）, 関係法規 4章 -F  児童虐待の防止に関する法律 
（P108～109）

 d . 多機関・多職種の連携・
協働 

公衆衛生学  2編2章 -C-3 児童虐待の課題と施策 （P204～205）, 社会福祉  5章 -Ⅱ-B-2-
2） 児童虐待とその対策 （P148～150）

B. 災害を受けた子ども
と家族への看護

 a . 災害による子どもへの
影響とストレス

小児看護学②  7章 -C  災害における小児と家族への支援 （P588～593） 105-PM-119▲ , 105-PM-
120▲

 b . 災害を受けた子どもと
家族への援助

小児看護学②  7章 -C  災害における小児と家族への支援 （P588～593） 105-PM-119▲ , 105-PM-
120▲

 c . 災害時における緊急度
の把握・トリアージ

小児看護学②  7章 -XIII-B  小児病棟における災害 （P586～588）

目標Ⅳ 	  健康課題をもつ子どもと家族への看護について基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

7.  急性期にある子ども
と家族への看護

A. 急性症状のある子ど
もと家族への看護

 a . 急性的な経過をたどる
疾患の特徴と治療

小児看護学②  6章 -Ⅰ  急性的経過をたどる健康問題／障害と看護 （P440～446） 107-AM-100, 101, 102, 
106-PM-85

 b . 発熱 小児看護学②  4章 -Ⅱ-B  発熱 （P158～162） 104-PM-100

 c . 脱水 小児看護学②  4章 -Ⅱ-G  脱水 （P174～177）
 d . 下痢・嘔吐 小児看護学②  4章 -Ⅱ-E  悪心・嘔吐 （P167～170）, Ⅱ-F  下痢・便秘 （P170～173） 107-AM-53▲ , 105-AM-100

 e . 呼吸困難 小児看護学②  4章 -Ⅱ-H  呼吸困難 （P177～179）
 f . けいれん 小児看護学②  4章 -Ⅱ-D  痙攣 （P164～167） 107-AM-53▲

B. 救急救命処置が必要
な子どもと家族への
看護

 a . 子どもの救急における
トリアージと対応

小児看護学②  7章 -Ⅱ-D  救急処置が必要な小児に共通する看護 （P475～484）

 b . 子どもの意識レベル 小児看護学②  7章 -Ⅱ-D-1  救急蘇生 （P476～479）
 c . 主な誤飲物質と処置 小児看護学②  7章 -Ⅱ-D-2  異物 （気道・食道）に対する看護 （P479～481）
 d . 子どもの熱傷の特徴・
重症度および処置

小児看護学②  5章 -Ⅳ-F-1  熱傷 （P251～252）, 7章 -Ⅱ-D-5  熱傷に対する看護 （P482）

 e . 水と処置 小児看護学②  7章 -Ⅱ-D-3  溺水に対する看護 （P481）
 f . 子どもの一次救命処置 小児看護学②  7章 -Ⅱ-D-1  救急蘇生 （P476～479）
 g . 生命が危険な状況にある
子どもと家族への援助

小児看護学②  7章 -Ⅱ-D-7  救急処置を受ける小児と家族へのケア （P483～484）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

7.  急性期にある子ども
と家族への看護

C. 周手術期における子
どもと家族への看護

 a . 子どもの手術の特徴 小児看護学②  7章 -Ⅶ  手術を受ける小児と家族 （P519～536）
 b . 手術を要する健康障害
と手術の時期

小児看護学②  7章 -Ⅶ-A-2  計画的な複数回の手術 （P519～521）, 3  緊急手術 （P521） 104-AM-103

 c . 計画手術、緊急手術 小児看護学②  7章 -Ⅶ-A-2  計画的な複数回の手術 （P519～521）, 3  緊急手術 （P521）
 d . 日帰り手術 小児看護学②  7章 -Ⅶ-E  日帰り手術を受ける小児と家族の看護 （P534～536）
 e . 子どもと家族の術前準備 小児看護学②  7章 -Ⅶ-B-4  手術を受ける小児のプレパレーション （P525～527）
 f . 子どもの安全・安楽へ
の援助

小児看護学②  7章 -Ⅶ-B  手術を受ける小児の心の準備 （P523～527） 104-AM-60

 g . 手術中・手術直後の家
族への援助 

小児看護学②  7章 -Ⅶ-C  手術を受ける小児の身体の準備 （全身状態の調整） （P527～
530）, D  小児の術後の看護 （P530～534）

104-AM-104

 h . 手術後の身体状態のア
セスメントと援助

小児看護学②  7章 -Ⅶ-D-2  手術の身体への影響 （P531） 106-AM-101

 i . 退院に向けての援助 小児看護学②  7章 -Ⅺ -B-1  「入院生活」から「在宅における療養生活」のはじまり （P567）, 
2  「入院生活」から「在宅における療養生活」への移行期 （P567～568）

108-AM-105, 108-PM-105, 
106-AM-102, 104-AM-105

D. 出生直後から集中治
療が必要な子どもと
家族への看護

 a . ハイリスク新生児の特徴 母性看護学②  3編 -4章 -Ⅲ-A  低出生体重児 （P209～210）
 b . 集中治療における援助 小児看護学②  2章 -Ⅰ  新生児の看護 （P36～51）, 母性看護学②  4編 -4章 -Ⅳ-C  ハイリ

スク新生児の看護 （P536～538）
 c . 親子・家族関係確立へ
の支援

小児看護学②  2章 -Ⅰ-B-8  「人とかかわる」に関する援助 （P48～50）, 母性看護学②  4編
-1章 -Ⅲ-C-3  新生児が治療室への入院を想定される場合のケア （P353～355）

8.  慢性的な疾患・障害
がある子どもと家族
への看護

A. 慢性疾患をもつ子ど
もと家族への看護

 a . 慢性的な経過をたどる
疾患の特徴と治療

小児看護学②  6章 -Ⅱ-A-1  慢性的経過をたどる健康障害の特徴と看護 （P446～447）, 
A-2  慢性的経過をたどる健康障害の主な症状と看護 （P447）

108-PM-100, 101,  
107-PM-103, 104-AM-61

 b . 小児慢性特定疾患治療
研究事業

小児看護学①  7章 -Ⅰ-B-5-3）  小児慢性特定疾患治療研究事業 （P256）, 参考資料  小児
慢性特定疾患治療研究事業の概要 （P287～288）

108-PM-53, 104-PM-103

 c . 疾患による子どもと家
族の生活の変化

小児看護学②  6章 -Ⅱ-B  アセスメントの視点と共通する問題点 （P449～452） 106-PM-98

 d . 学習支援、復学支援 小児看護学②  6章 -Ⅱ-C-1）-5） 指導により療養行動を理解し , 家族や地域の支援システム
が整い , 退院後の生活に適応できる （P454）, 7章 -B-2  学校生活 （P598～599）

 e . 発達に応じたセルフケ
ア能力の獲得

小児看護学②  6章 -Ⅱ-C  慢性的経過をたどる小児と家族の看護目標と看護実践 （P452～
455）

107-PM-105, 105-PM-104

 f . セルフケア能力の獲得
のための養育と家族へ
の支援

小児看護学②  6章 -Ⅱ-C  慢性的経過をたどる小児と家族の看護目標と看護実践 （P452～
455）, 7章 -Ⅹ  家庭で療養している慢性疾患のある小児と家族 （P556～563）, Ⅺ  在宅
で医療的ケアを必要とする小児と家族 （P564～573）

108-PM-102, 106-PM-71, 99

 g . 地域との連携・調整 小児看護学②  6章 -Ⅱ-C  慢性的経過をたどる小児と家族の看護目標と看護実践 （P452～
455）

105-PM-105

B. 先天性疾患のある子
どもと家族への看護

 a . 先天異常の種類と特徴 小児看護学②  7章 -Ⅳ  先天的な問題のある小児と家族 （P510～517） 108-AM-62, 105-PM-78

 b . 子どもの発達段階に応
じた援助

小児看護学②  7章 -Ⅳ-C-3  小児の発達段階に応じた援助 （P516～517）

 c . 子どもの疾患に対する
家族の理解と受容

小児看護学②  7章 -Ⅵ-C-1  家族が先天的な問題のある小児を理解することへの支援 
（P514）, 2  家族が先天的な問題のある小児を受容することへの支援 （P514～516）

106-AM-100, 104-PM-62
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

8.  慢性的な疾患・障害
がある子どもと家族
への看護

B. 先天性疾患のある子
どもと家族への看護

 d . 養育とケア技術獲得に
関する家族への援助

小児看護学②  7章 -Ⅳ  先天的な問題のある小児と家族 （P510～517）

C. 心身障害のある子ど
もと家族への看護

 a . 心身障害の定義と種類 小児看護学②  7章 -Ⅷ-A  障害のとらえ方 （P537～538）, B  障害児の定義と実態 （P538
～539）

108-PM-56

 b . 家族と子どもの障害の
受容

小児看護学②  1章 -Ⅱ  健康問題 /障害の受容と入院適応に向けての看護 （P9～19）, 7章
-Ⅷ-D  障害のある小児と家族への支援 （P540～544）

 c . 重症心身障害児と家族 小児看護学②  7章 -Ⅷ-D-3  障害のある小児と家族への支援 （P541～543）, Ⅺ -E  小児・
家族主体のチームアプローチと社会資源 （P572～573）

106-AM-103, 104

 d . 医療的ケアの必要な超
重症児と家族 

小児看護学②  7章 -Ⅷ-D-3  障害のある小児と家族への支援 （P541～543）, Ⅺ -E  小児・
家族主体のチームアプローチと社会資源 （P572～573）

106-AM-103, 104

 e . 発達障害児と家族 小児看護学②  5章 -ⅩⅧ-C-2  広汎性発達障害 （P425～426）, 3  学習障害 （P426）, 6-1）  
注意欠陥 （如） /多動性障害 （ADHD） （P427）

D. 医療的ケアを必要と
して退院する子ども
と家族への看護

 a . 入院生活から在宅への
移行に向けた支援

小児看護学②  7章 -Ⅺ -B-1  「入院生活」から「在宅における療養生活」のはじまり （P567）, 
2  「入院生活」から「在宅における療養生活」への移行期 （P567～568）

104-PM-105

 b . 多職種との連携と社会
資源の活用

小児看護学①  1章 -Ⅲ-C  サポートシステムと社会資源 （P26～27）

 c . 在宅療養中の子どもと
家族

小児看護学②  7章 -Ⅺ -B-3  在宅における療養生活の継続期 （P568～569）, Ⅺ -C  発達段
階からとらえた在宅で療養生活を送る小児と家族への支援 （P569～570）, Ⅺ -E  小児・家
族主体のチームアプローチと社会資源 （P572～573）

 d . 子どものセルフケア行
動の促進

小児看護学①  7章 -Ⅱ  学校保健対策 （P257～261）, 小児看護学②  6章 -Ⅱ-C  慢性的経
過をたどる小児と家族の看護目標と看護実践 （P452～455）

9.  終末期にある子ども
と家族への看護

A. 子どもの死の理解と
看護

 a . 子どもの死の概念 小児看護学②  6章 -Ⅲ-A-1  小児の死に対する概念の理解 （P457）
 b . 死に対する子どもの反
応

小児看護学②  6章 -Ⅲ-B  アセスメントの視点と共通する問題点 （P458～460）, Ⅲ-C  ター
ミナル期の小児と家族に対する看護 （P461～463）

B. 終末期にある子ども
と家族への緩和ケア

 a . 終末期にある子どもの
心身の状態と緩和ケア

小児看護学②  6章 -Ⅲ-B  アセスメントの視点と共通する問題点 （P458～460）, Ⅲ-C  ター
ミナル期の小児と家族に対する看護 （P461～463）

107-AM-78

 b . 子どもの死を看取る家
族の反応

〈別巻〉生と死  4章 -⑤ -C-3  子どもを亡くした親について （P117）
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母性看護学

目標Ⅰ 	  リプロダクティブ・ヘルスの基礎（概念、生理、倫理、法・制度）や動向および看護の基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

1.  リプロダクティブ・
ヘルスに関する看護

A. リプロダクティブ・
ヘルスに関する概念

 a . リプロダクティブ・ヘ
ルス／ライツ

母性看護学①  1編 -3章 -Ⅰ-B-3  リプロダクティブ・ヘルス /ライツ （P66～67）, 〈別巻〉
ヘルス  5章 -Ⅰ-A-2　リプロダクティブ・ヘルス /ライツ （性と生殖に関する健康 /権利）
（P232～233）

 b . 性〈セクシュアリティ〉 母性看護学①  1編 -3章 -Ⅱ  セクシュアリティの特徴 （P69～82）, 〈別巻〉ヘルス  5章 -Ⅰ
-A-3　セクシュアルヘルス（性の健康） （P233～234）

108-PM-58, 105-PM-54

 c . セックス、ジェンダー 母性看護学①  1編 -3章 -Ⅰ-A-2  セクシュアリティの意義 （P63～65） 108-AM-63, 104-PM-64

 d . 性の多様性（性同一性障
害、性分化疾患、LGBT） 

小児看護学②  5章 -ⅩⅤ-B-7  性分化疾患 （P392～393）, 母性看護学①  1編 -6章 -Ⅵ  性
同一性障害 （P187～190）

107-AM-54

B. 生殖に関する生理  a . ヒトの発生・性分化の
メカニズム

母性看護学②  3編 -1章 -Ⅰ-C  胎児の成長・発達 （P16～25）

 b . 性周期（初経、月経） 母性看護学①  1編 -3章 -Ⅱ-A-1  女性生殖器の解剖・生理学的特徴 （P69～73） 106-AM-87, 104-PM-65

 c . 性行動、性反応 母性看護学①  1編 -3章 -Ⅱ-D  性行動 （P77～82）
 d . 受精、着床 母性看護学②  3編 -1章 -Ⅰ-B  妊娠のメカニズム （P11～16）

C. リプロダクティブ・
ヘルスに関する世界・
日本の動向
105-PM-53,  
105-AM-55*

 a . 出生に関する統計 公衆衛生学  1編 -3章 -Ⅱ-B-1  出生 （P92）, 母性看護学①  1編 -4章 -Ⅰ  母子保健統計指
標 （P86～99）, Ⅱ-B  リプロダクティブ・ヘルス／ライツ （P106～108）

108-AM-64

 b . 新生児・乳児・周産期
死亡に関する統計

公衆衛生学  1編 -3章 -Ⅱ-B-2  死亡率・死因 （P92～95）, B-3 死産 , 周産期死亡 , 乳児死
亡 （P95～96）, 母性看護学①  1編 -4章 -Ⅰ  母子保健統計指標 （P86～99）, Ⅱ-B  リプロ
ダクティブ・ヘルス／ライツ （P106～108）

 c . 妊産婦死亡に関する統
計

母性看護学①  1編 -4章 -Ⅰ  母子保健統計指標 （P86～99）, Ⅱ-B  リプロダクティブ・ヘ
ルス／ライツ （P106～108）

 d . 死産、流産、人工妊娠
中絶に関する統計

母性看護学①  1編 -4章 -Ⅰ  母子保健統計指標 （P86～99）, Ⅱ-B  リプロダクティブ・ヘ
ルス／ライツ （P106～108）

D. リプロダクティブ・
ヘルスに関する倫理

 a . プライバシーの保護 母性看護学①  1編 -1章 -Ⅴ-C-5  プライバシーの保護 （P40）
 b . 自己決定の尊重 母性看護学①  1編 -1章 -Ⅴ-C-4  自己決定の尊重 （P37～40）
 c . 人工妊娠中絶と倫理的
課題

母性看護学①  1編 -1章 -Ⅴ-C-3  妊産褥婦・胎児および新生児の権利と擁護 （P36～37）, 
Ⅴ-A  性といのちをめぐる倫理問題 （P29）, Ⅴ-B  人の性といのちをめぐる諸問題と看護 
（P30～34）

 d . 生殖補助医療と倫理的
課題

母性看護学①  1編 -1章 -Ⅴ-A  性といのちをめぐる倫理問題 （P29）, Ⅴ-B  人の性といの
ちをめぐる諸問題と看護 （P30～34）

 e . 出生前診断と倫理的課
題

母性看護学①  1編 -1章 -Ⅴ-A  性といのちをめぐる倫理問題 （P29）, Ⅴ-B  人の性といの
ちをめぐる諸問題と看護 （P30～34）

108-PM-58

E. リプロダクティブ・
ヘルスに関する法や
施策と支援
105-AM-55*

 a . 配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護等
に関する法律〈DV防止
法〉 

関係法規  4章 -E 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 （P107～108）, 
母性看護学①  1編 -6章 -Ⅴ  ドメスティックバイオレンス （DV） （P177～186）

106-AM-62

 b . 性暴力被害者支援 母性看護学①  1編 -6章 -Ⅴ-D  DV被害者への対応 （P183～186）
 c . 虐待防止に関する法律 関係法規  4章 -E 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 （P107～108） 
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

1.  リプロダクティブ・
ヘルスに関する看護

E. リプロダクティブ・
ヘルスに関する法や
施策と支援
105-AM-55*

 d . 母体保護法 関係法規 4章 -B 母体保護法 （P104）, 母性看護学①  1編 -1章 -Ⅴ-B-2-1）  現状 （P31）, 4
章 -Ⅱ-B-3  国内の動向 （P107）, 5章 -Ⅱ-B-3  戦時体制下における諸制度の整備と産婆の
活動 （P134～136）, 参考資料  母体保護法 （抄） （P357～358）

 e . 女性の就労に関する法
律

母性看護学①  1編 -4章 -Ⅲ-B  育児にかかわる施策 （P111～115）, 参考資料  労働基準法 
（抄） （P362～363）, 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法
律 （抄） （P363）, 育児休業 , 介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法
律 （抄） （P364～365）

108-AM-107

目標Ⅱ 	  ウィメンズヘルスに関する看護の基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

2.  女性のライフサイク
ル各期における看護

A. 思春期・成熟期女性
の健康課題

 a . 第二次性徴 母性看護学①  2編 -1章 -Ⅰ  思春期 （P212～217） 
 b . 性意識・性行動の発達 母性看護学①  1編 -3章 -Ⅱ-C  性意識 （P75～77）, Ⅱ-D  性行動 （P77～82）
 c . 家族計画、受胎調節 母性看護学①  2編 -3章 -Ⅲ-A-1  家族計画 （P259） 108-PM-108, 106-PM-53, 

105-AM-56

 d . 月経異常、月経随伴症
状

成人⑩女性生殖器  2編 -2章 -Ⅰ  月経異常 （P230～234）, 母性看護学①  2編 -4章 -Ⅰ-B  
初経に伴う月経のトラブル （P276～280）

107-AM-119・120,  
106-AM-61

 e . 性感染症〈STI〉 母性看護学①  2編 -3章 -Ⅰ  STDと予防行動 （P246～251） 105-AM-106, 107, 108

 f . 不妊症（男性不妊症、女
性不妊症）

母性看護学①  2編 -4章 -Ⅱ-B  不妊症 （P292～295） 104-AM-81

 g . 女性生殖器の疾患（子宮
筋腫、子宮内膜症）

成人⑩女性生殖器  1編 -4章  主な女性生殖器疾患の診療 （P121～193）

B. 更年期・老年期女性
の健康課題

 a . ホルモンの変化と検査・
治療

母性看護学①  2編 -1章 -Ⅲ  更年期 （P220～223） 107-PM-56, 106-PM-86, 
105-AM-7, 105-AM-77

 b . 更年期症状 母性看護学①  2編 -4章 -Ⅲ-A  更年期障害 （P299～306） 105-PM-55, 104-AM-106, 
107, 108

 c . 骨粗鬆症 母性看護学①  2編 -1章 -Ⅴ-Ⅲ-5  骨の変化 （P223）, 4章 -Ⅲ-B  骨粗鬆症 （P306～310）
 d . 閉経 母性看護学①  2編 -1章 -Ⅲ-1  ホルモンと閉経 （P221～222）, 4章 -Ⅲ-A-2-1  ●閉経 

（P301）
 e . 骨盤臓器脱、尿失禁 成人⑩女性生殖器  1編 -4章 -Ⅳ-A-2  子宮下垂および子宮脱 （P143） 104-AM-64▲

 f . 萎縮性腟炎、外陰炎 成人⑩女性生殖器  1編 -4章 -Ⅲ-A  腟炎 （P140）

目標Ⅲ 	  妊娠・分娩・産褥期および早期新生児期における看護について基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

3.  妊娠・分娩・産褥期
および早期新生児期
における看護の対象
と基盤となる概念

A. 対象理解の基盤とな
る概念

 a . 母性、父性、親性 母性看護学①  1編 -1章 -Ⅰ-A-1  母性とは （P10～12）, 2章 -Ⅰ-A  母性の発達と母親の役
割 （P46）

 b . 母親役割、父親役割 母性看護学①  1編 -2章 -Ⅰ  母親役割に関係する概念と理論 （P46～47） 107-AM-55
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

3.  妊娠・分娩・産褥期
および早期新生児期
における看護の対象
と基盤となる概念

A. 対象理解の基盤とな
る概念

 c . 母子相互作用、愛着形
成 

母性看護学①  1編 -1章 -Ⅰ-A-1-2  ●愛着形成 （P11～12）, 2章 -Ⅲ-C  母子相互作用 
（P50～51）

 d . 早期の母子接触 母性看護学①  1編 -2章 -Ⅱ-B-2  早期接触 （P49）, Ⅱ-B-3  カンガルーケア （P49）
 e . 家族の発達・機能 母性看護学①  2編 -2章 -Ⅱ  家族における女性の役割 （P230～238）

B. 看護の基盤となる概
念

 a . 女性を中心としたケア
〈Women-centered 

care〉 

母性看護学①  2編 -序章 -Ⅰ  ウィメンズヘルスという考え方 （P202～206） 108-AM-65

 b . 家族を中心としたケア
〈Family-centered 

care〉 

母性看護学①  2編 -序章 -Ⅱ-B  ファミリーセンタードケア （P208～209）

 c . ウエルネス 母性看護学①  1編 -1章 -Ⅵ-2-1  ウエルネスを目標にしたケア （P41）, 母性看護学②  4編
-序章 -B-1  生理的変化への適応の促進 （P280）

 d . エンパワメント 公衆衛生学  1編 -1章 -Ⅲ-B-1  ヘルス・プロモーションとエンパワメント （P26～28）
 e . ヘルスプロモーション 公衆衛生学  1編 -1章 -Ⅲ-B-1  ヘルス・プロモーションとエンパワメント （P26～28）
 f . セルフケア 母性看護学②  3編 -6章 -Ⅰ-C-3  親役割の獲得とセルフケア （P264～265）

4.  妊娠期の看護 A. 正常な妊娠の経過  a . 妊娠期の定義 母性看護学②  3編 -1章 -Ⅰ-A  妊娠の定義 （P10～11）
 b . 妊娠の成立 母性看護学②  3編 -1章 -Ⅰ-B-3  着床 （P15～16） 106-PM-52

 c . 妊娠の経過と胎児の発
育

母性看護学②  3編 -1章 -Ⅰ  妊娠期の身体のしくみ （P10～32） 107-PM-88, 105-PM-106

 d . 母体の生理的変化 母性看護学②  3編 -1章 -Ⅰ-D  妊娠時の母体の変化 （P26～33）
 e . 妊婦と家族の心理・社
会的変化

母性看護学②  3編 -5章  心理社会的な変化 （P242～258） 105-PM-107

 f . 妊娠による不快症状 母性看護学②  3編 -1章 -Ⅲ-A  妊娠悪阻 （P53～54）, 4編 -1章 -Ⅱ-A-1-7）  マイナートラ
ブルと対応 （P311～313）

B. 妊婦・胎児の健康と
生活のアセスメント
108-AM-106

 a . 妊娠週数 母性看護学②  3編 -1章 -Ⅰ-A-2  妊娠期間 （P10）
 b . 妊婦の健康状態と胎児
の発育 

母性看護学②  4編 -2章 -Ⅰ-2  分娩経過のアセスメント （P372～376） 105-PM-109

 c . 食事と栄養 母性看護学②  4編 -1章 -Ⅱ-A-1-6-8）  食生活 （P308）, 2-1-2）  食生活を整えるケア 
（P315～317）

 d . 排泄 母性看護学②  4編 -1章 -Ⅱ-A-1-7-4）  便秘 （P313）, 2-6-2）  痔・脱肛 （P323）, 13）  頻
尿 （P325）

 e . 活動と休息 母性看護学②  4編 -1章 -Ⅱ-A-1-6-5）  勤労 （P307～308）, 6）  休息と睡眠 （P308）, 2-1-
3）  活動と休息 （P317～320）

 f . 清潔 母性看護学②  4編 -1章 -Ⅱ-A-1-6-9）  清潔 （P308）
 g . 性生活 母性看護学②  4編 -1章 -Ⅱ-A-1-6-11）  性生活 （P309～310）
 h . 嗜好品（喫煙、アルコー
ル、カフェイン） 

母性看護学②  4編 -1章 -Ⅱ-A-1-6-1）  嗜好品 （P304～305）

 i . 妊婦健康診査 母性看護学②  4編 -1章 -Ⅰ-A  健康診査 （P286～301）
 j . Leopold〈レオポルド〉
触診法 

母性看護学②  4編 -1章 -Ⅰ-A-3-3-3）  レオポルド触診法 （P292～293）
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4.  妊娠期の看護 B. 妊婦・胎児の健康と
生活のアセスメント

 k . 子宮底・腹囲の測定 母性看護学②  3編 -1章 -Ⅱ-C-1  子宮底長 （P37）, 4編 -1章 -Ⅰ-A-3-3-3）  ●子宮底長の
計測 （P293）, ●腹囲の計測 （P293～294）, 4編 -3章 -Ⅰ-A-2-1  子宮復古 （P434～
435）, 4章 -Ⅱ-B-2-6  腹囲の測定 （P501）

 l . 間欠的胎児心拍数聴取 母性看護学② 4編 -1章 -Ⅰ-A-3-3-3）  胎児心音聴取 （P294～295）
 m. 胎児心拍数陣痛図、ノ
ンストレステスト
〈NST〉 

母性看護学②  3編 -1章 -Ⅱ-C-3-1-4）  胎児心拍数 （P43）, C-3-2  ノンストレステスト 
（P43～45）, 4編 -1章 -Ⅰ-A-3-6  妊婦健診の方法⑤：ノンストレステスト （non stress 

test; NST） （P298～299）

108-PM-90

 n . 胎児の超音波断層法 母性看護学②  3編 -1章 -Ⅱ-C-2  超音波断層法 （P37～38）, 4編 -1章 -Ⅰ-A-1-3 超音波断
層法 （P287）

C. 妊婦と家族への看護  a . 食生活の教育 母性看護学②  4編 -1章 -Ⅱ-A-2-1-2）  食生活を整えるケア （P315～317） 106-PM-100

 b . 健康維持・増進、セル
フケアに関する教育

母性看護学②  4編 -1章 -Ⅱ-A  妊娠各期の保健相談または保健指導 （P301～332） 108-AM-108, 106-PM-101, 
102, 105-PM-108, 104-AM-
63, 104-PM-78

 c . マイナートラブルへの
対処 

母性看護学② 4編 -1章 -Ⅱ-A-2-6 マイナートラブルの予防と対処 （P323～325）

 d . 家族の再調整 母性看護学② 4編 -1章 -Ⅱ-A-2-3  家族関係や家庭・社会生活の調整 （P321）
 e . 出産の準備 母性看護学②  4編 -1章 -Ⅱ-B  集団指導：出産準備教育 （P333）
 f . 育児の準備 母性看護学②  4編 -1章 -Ⅱ-A-2-5  母乳育児への準備 （P322～323）

D. 妊娠期の健康問題に
対する看護

 a . 不育症、流産、早産 母性看護学②  3編 -1章 -Ⅱ  ハイリスク妊娠 （P33～53）, 4編 -1章 -Ⅱ-A-2-7）  異常の早
期発見とケア （P325～328）

 b . 感染症 母性看護学②  3編 -1章 -Ⅱ  ハイリスク妊娠 （P33～53）, 4編 -1章 -Ⅱ-A-2-7）  異常の早
期発見とケア （P323～326）

106-AM-63

 c . 常位胎盤早期剥離 母性看護学②  3編 -1章 -Ⅱ  ハイリスク妊娠 （P33～53）, 4編 -1章 -Ⅱ-A-2-7）  異常の早
期発見とケア （P325～328）

105-AM-57

 d . 前置胎盤 母性看護学②  3編 -1章 -Ⅱ  ハイリスク妊娠 （P33～53）, 4編 -1章 -Ⅱ-A-2-7）  異常の早
期発見とケア （P325～328）

104-AM-109

 e . 妊娠高血圧症候群 母性看護学②  3編 -1章 -Ⅱ  ハイリスク妊娠 （P33～53）, 4編 - 1章 -Ⅱ-A-2-7）  異常の早
期発見とケア （P325～328）

 f . 妊娠糖尿病 母性看護学②  4編 -1章 -Ⅱ-A-2-7）-3） 妊娠糖尿病 （P326）
 g . 出生前診断 母性看護学②  4編 -1章 -Ⅲ-A  出生前診断とケア （P339～344） 104-AM-62

 h . 妊娠貧血 母性看護学② 3編 -1章 -Ⅲ-L-2-1  貧血 （P74～75）, 4編 -1章 -Ⅱ-A-1-8-3）  貧血 （P314）
 i . 妊娠悪阻 母性看護学② 3編 -1章 -Ⅲ-A  妊娠悪阻 （P53～54）, 4編 -1章 -Ⅱ-A-1-8-2）  妊娠悪阻 

（P314）
 j . 高年妊娠、若年妊娠 母性看護学①  1編 -6章 -Ⅲ-A-2  10代の妊娠・出産 （P161～162）, 母性看護学②  4編

-1章 -Ⅲ-A-2  出生前診断の概要 （P339～340）
 k . 胎児機能不全 母性看護学② 3編 -1章 -Ⅱ-C-3-7  胎児機能不全の判断 （P50～51）, 2章 -Ⅲ-E  胎児機能

不全 （P136～138）, 4編 -2章 -Ⅳ-A  胎児機能不全により緊急帝王切開術の適応となった
事例 （P416～426）

5.  分娩期の看護 A. 正常な分娩の経過　  a . 分娩期の定義 母性看護学② 3編 -2章 -Ⅰ-A-1  分娩および分娩開始の定義 （P98）
 b . 分娩の3要素 母性看護学② 3編 -2章 -Ⅰ-B  分娩の3要素 （P102～111）
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5.  分娩期の看護 A. 正常な分娩の経過　  c . 分娩の経過 母性看護学② 3編 -2章 -Ⅰ-C-1  分娩の進行 （P111～114）, 4編 -2章 -Ⅰ-2  分娩経過のア
セスメント （P372～376）

107-AM-117, 118

B. 産婦・胎児の健康の
アセスメント 
107-PM-57

 a . 産婦の健康状態 母性看護学② 4編 -1章 -Ⅰ-A  健康診査 （P286～300）
 b . 分娩経過と進行 母性看護学② 3編 -2章 -Ⅰ-C-1  分娩の進行 （P111～114）, Ⅰ-D  分娩進行の評価 （P116

～118）
 c . 陣痛、産痛 母性看護学② 3編 -2章 -Ⅰ-B-1-1  陣痛 （P102～104）
 d . 産道 母性看護学② 3編 -2章 -Ⅰ-B-2  産道 （P105～109）
 e . 破水 母性看護学② 3編 -2章 -Ⅰ-C-1-1  分娩第1期 （開口期） （P112）, 4編 -2章 -Ⅱ-A-2-1  破

水 （P308）
 f . 胎児の健康状態 母性看護学② 4編 -4章 -Ⅱ-B  その後のケア （P494～515） 107-AM-103, 104

 g . 産婦と家族の心理・社
会的状態 

母性看護学② 4編 -3章 -Ⅰ-B  母親になる過程のアセスメント （P437～442）

 h . 連続的胎児心拍数モニ
タリング 

母性看護学②  3編 -2章 -Ⅱ-D-2  胎児モニタリング （P118）, 4編 -1章 -Ⅰ-A-3-6  妊婦健
診の方法⑤：ノンストレステスト （non stress test; NST） （P298～299）

C. 産婦と家族への看護  a . 産婦の基本的ニーズへ
の支援

母性看護学②  4編 -2章 -Ⅰ-4  基本的ニーズとセルフケア行動 （P377～378）

 b . 産痛の緩和と分娩進行
に対応した看護

母性看護学②  4編 -2章 -Ⅱ-B-5  産婦のケア （P381～390）, Ⅱ-C-5  産婦のケア （P393
～394）

 c . 産婦と家族の心理への
看護

母性看護学②  4編 -2章 -Ⅰ-2  分娩経過のアセスメント （P372～376）, Ⅰ-3  心理的適応
と対処行動 （P376～377）, Ⅰ-5  母親役割・家族関係 （P378）, Ⅱ-B-5-8）  心理的ケア 
（P389～390）

D. 分娩期の健康問題に
対する看護

 a . 前期破水 母性看護学②  4編 -2章 -Ⅲ  健康問題をもつ母子の看護 （P399～415）
 b . 帝王切開術 母性看護学②  3編 -2章 -Ⅲ-I-3-7）  帝王切開術 （P155～157）, 4編 -2章 -Ⅲ  健康問題を

もつ母子の看護 （P339～415）
104-AM-110

 c . 分娩時異常出血 母性看護学②  4編 -2章 -Ⅲ  健康問題をもつ母子の看護 （P399～415）
 d . 胎児機能不全 母性看護学②  3編 -2章 -Ⅲ-E  胎児機能不全 （P136～138）
 e . 陣痛異常（微弱陣痛、過
強陣痛） 

母性看護学②  3編 -2章 -Ⅲ-A-1  陣痛異常 （P124～126）, 4編 -2章 -Ⅲ-B-1  陣痛異常 
（P410～411）

6.  産褥期の看護 A. 正常な産褥の経過　  a . 産褥期の定義 母性看護学②  3編 -3章 -Ⅰ  産褥の経過 （P160）
 b . 産褥期の身体的特徴 母性看護学② 4編 -3章 -Ⅰ-A  産褥経過のアセスメント （P430～433）
 c . 全身の変化 母性看護学②  3編 -3章 -Ⅰ-B  全身の回復 （P163）, 4編 -3章 -Ⅰ-A-1  全身の回復のアセ

スメント （P433～434）
 d . 生殖器の変化 母性看護学②  3編 -3章 -Ⅰ-A  性器の復古 （P161～162）, 4編 -3章 -Ⅰ-A-2  退行性変化

のアセスメント （P434～436）
 e . 乳房の変化 母性看護学②  3編 -3章 -Ⅰ-D  乳汁分泌の生理 （P167～170）
 f . 褥婦と家族の心理・社
会的変化 

母性看護学②  4編 -3章 -Ⅰ-B-1  褥婦の心理社会的変化 （P438～439）, 5  家族関係 
（P442）
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6.  産褥期の看護 B. 褥婦の健康と生活の
アセスメント
108-AM-109

 a . 全身状態 母性看護学② 4編 -3章 -Ⅰ-A  産褥経過のアセスメント （P430～433）, A-1  全身の回復
のアセスメント （P433～434）

 b . 子宮復古 母性看護学②  4編 -3章 -Ⅰ-A-2-1  子宮復古 （P434～435）
 c . 分娩による損傷の状態 母性看護学②  4編 -3章 -Ⅰ-A-2-4  外陰部・会陰縫合部 （P436）
 d . 母乳育児の状況、栄養
法 

母性看護学②  4編 -3章 -Ⅰ-A-3  進行性変化のアセスメント （P436～437）

 e . 食事と栄養 母性看護学②  4編 -3章 -Ⅱ-A-1-7  食事・栄養摂取の援助 （P446）
 f . 排泄 母性看護学②  4編 -3章 -Ⅱ-A-1-4  排泄の援助 （P444）
 g . 活動と休息 母性看護学②  4編 -3章 -Ⅱ-A-1-1  休憩と睡眠の援助 （P443）, 2  早期離床と活動の援助 

（P443）
 h . 清潔 母性看護学②  4編 -3章 -Ⅱ-A-1-3  清潔の援助 （P444）
 i . 褥婦と家族の心理・社
会的状態 

母性看護学②  4編 -3章 -Ⅰ-B-1  褥婦の心理社会的変化 （P438～439）, 5  家族関係 
（P442）

 j . 育児準備 母性看護学②  4編 -3章 -Ⅰ-B-2  褥婦期の母子相互作用 （P439～440）, 3  母親になるこ
と （P440～441）, 4  育児技術の獲得状況 （P441～442）

C. 褥婦と家族への看護
104-PM-106, 107

 a . 産褥復古に関する支援 母性看護学②  4編 -3章 -Ⅰ-A  産褥経過のアセスメント （P430～437）, B-1  褥婦の心理
社会的変化 （P438～439）

107-PM-118*, 106-PM-104

 b . 母乳育児への支援 母性看護学②  4編 -3章 -Ⅱ-B  母乳育児を支える看護 （P449～455） 106-PM-105, 105-AM-110, 
105-PM-25, 104-PM-108*

 c . バースレビュー 母性看護学②  3編 -5章 -Ⅱ-A-2-2  PTSD （P255）, 4編 -1章 -Ⅱ-A-2-4-1）  バースプラン
作成 （P321）

 d . 褥婦の日常生活とセル
フケア

母性看護学②  4編 -3章 -Ⅱ  母子の健康を促す看護 （P443～458） 107-PM-118*, 104-PM-108*

 e . 食生活の教育 母性看護学②  4編 -3章 -Ⅱ-A-1-7  食事・栄養摂取の援助 （P446）
 f . 親子の愛着形成の支援 母性看護学②  3編 -6章 -Ⅰ-C-3  親役割の獲得とセルフケア （P264～265）, 4編 -3章 -Ⅱ

-B-3  出産後の支援 （P451～455）, Ⅱ-C  母親になることを支える看護 （P455～456）
105-AM-111, 104-AM-111

 g . 育児技術獲得への支援 母性看護学②  4編 -3章 -Ⅱ-C-3  育児技術獲得の支援 （P456） 108-AM-111

 h . 家族の再調整 母性看護学②  4編 -3章 -Ⅰ-B-5  家族関係 （P442） 107-PM-119

D. 産褥期の健康問題に
対する看護

 a . 帝王切開術後 母性看護学②  3編 -2章 -Ⅲ-I-3-7）  帝王切開術 （P155～157）, 4編 -2章 -Ⅲ-A  帝王切開
術を受ける産婦のケア （P399～409）

108-PM-107

 b . 子宮復古不全 母性看護学②  4編 -3章 -Ⅲ  健康問題をもつ褥婦の看護 （P459～473）
 c . 産褥熱 母性看護学②  4編 -3章 -Ⅲ  健康問題をもつ褥婦の看護 （P459～473）
 d . 乳腺炎 母性看護学②  4編 -3章 -Ⅲ  健康問題をもつ褥婦の看護 （P459～473） 108-AM-110

 e . 産後精神障害 母性看護学②  4編 -3章 -Ⅲ  健康問題をもつ褥婦の看護 （P459～473） 105-PM-56

 f . 尿路感染、排尿障害 母性看護学②  4編 -3章 -Ⅲ-A-2-2  尿路感染症 （P462～436）, 3  排泄障害 （排尿障害 , 痔
核・脱肛） （P463）

 g . 死産、障害がある新生
児を出産した親

母性看護学①  1編 -6章 -Ⅶ-B-6  染色体異常の子どもを出産した場合 （P196）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

7.  早期新生児期の看護 A. 早期新生児の特徴と
生理的変化

 a . 新生児期の定義と特徴 母性看護学②  3編 -3章 -Ⅰ-A  定義 （P186） 108-AM-89

 b . 神経系 母性看護学②  3編 -4章 -Ⅱ-H  神経系 （P204～206）
 c . 運動器系 母性看護学②  3編 -4章 -Ⅱ-G  行動 （P202～204）
 d . 感覚器系 母性看護学②  3編 -4章 -Ⅱ-H  神経系 （P204～206）
 e . 循環器系 母性看護学②  3編 -4章 -Ⅱ-B  循環器系 （P191～192）
 f . 生体の防御機能 母性看護学②  3編 -4章 -Ⅱ-D  免疫系 （P195～198）
 g . 呼吸器系 母性看護学②  3編 -4章 -Ⅱ-A  呼吸器系 （P188～191）
 h . 消化器系 母性看護学②  3編 -4章 -Ⅱ-E  消化器系 （P198～200）
 i . 代謝系 母性看護学②  3編 -4章 -Ⅱ-F  代謝 （P200～202）
 j . 泌尿器系 母性看護学②  3編 -4章 -Ⅱ-E-3  排泄 （P199～200）
 k . 体温調節 母性看護学②  3編 -4章 -Ⅱ-C-2  新生児の体温調節 （P193～195）

B. 早期新生児の健康と
発育のアセスメント

 a . Apgar〈アプガー〉スコ
ア 

母性看護学②  3編 -4章 -Ⅱ-D  新生児仮死 （P215～217）, 4編 -4章 -Ⅱ-A-4  アプガース
コア （P490～491）

 b . 成熟度の評価 母性看護学②  4編 -4章 -Ⅱ-B-3  成熟度の評価 （P504）
 c . 外観 母性看護学②  4編 -4章 -Ⅱ-B-4-1  新生児の一般状態 （P504～507）
 d . バイタルサイン 母性看護学②  4編 -4章 -Ⅱ-B-1  バイタルサインの測定 （P494～499）
 e . 皮膚、皮膚色 母性看護学②  4編 -4章 -Ⅱ-B-4-13  皮膚 （P514）
 f . 頭部、顔面 母性看護学②  4編 -4章 -Ⅱ-B-4-2  頭部 （P507）, 3  頭部 （P507～508）
 g . 体幹、四肢 母性看護学②  4編 -4章 -Ⅱ-B-4-5  胸部 （P509）, 6  腹部 （P509）, 11  上肢・手 （P512

～513）, 12  下肢・足・股関節 （P513）
 h . 外性器 母性看護学②  4編 -4章 -Ⅱ-B-4-8  性器 （P512）
 i . 神経学的状態 母性看護学②  4編 -4章 -Ⅱ-B-4  全身の系統的な診察 （P504～515） 108-PM-59

 j . 生理的体重減少 母性看護学②  4編 -4章 -Ⅲ-5  体重測定とアセスメント （P520～521） 107-AM-105, 107-PM-90

 k . 生理的黄疸 母性看護学②  4編 -4章 -Ⅲ-4  黄疸に関するアセスメントとケア （P516～520）
 l . 哺乳力 母性看護学②  4編 -4章 -Ⅲ-6-3  適切な栄養を維持するための看護 （P522～523）
 m. 排尿、排便 母性看護学②  4編 -4章 -Ⅲ-B-4-14  尿 （P514）, 4編 -4章 -Ⅲ-B-4-15  便 （P514）
 n . 新生児マススクリーニ
ング 

母性看護学②  4編 -4章 -Ⅲ-11  先天性代謝異常のマス・スクリーニング （P529）

C. 早期新生児と家族へ
の看護
108-PM-106

 a . 気道の開通 母性看護学②  4編 -4章 -Ⅱ-A-7  吸引 （P491）
 b . 保温 母性看護学②  4編 -4章 -Ⅱ-A-3  保温 （P490）
 c . 全身計測 母性看護学②  4編 -4章 -Ⅱ-B-2  計測とアセスメント （P499～504）
 d . 全身の観察 母性看護学②  4編 -4章 -Ⅱ-A-8  全身の大まかな観察 （P491） 106-AM-107

 e . 清潔 母性看護学②  4編 -4章 -Ⅲ-7  清潔の維持 （P524～527）
 f . 哺乳 母性看護学②  4編 -4章 -Ⅱ-B-5  ビタミンKの投与 （P515）, Ⅲ-6  適切な栄養方法の選択

に対するケア （P521～524）
 g . 感染予防 母性看護学②  4編 -4章 -Ⅲ-1  感染予防 （P516）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

7.  早期新生児期の看護 C. 早期新生児と家族へ
の看護
108-PM-106

 h . 事故防止 母性看護学②  4編 -4章 -Ⅱ-A  出生直後のケア （P490～493）
 i . 保育環境 母性看護学②  3編 -4章 -Ⅱ  子宮外環境への適応 （P188～209） 105-PM-65

D. 早期新生児の健康問
題に対する看護
105-PM-79,
104-PM-63

 a . 先天異常の新生児 母性看護学②  3編 -4章 -Ⅲ  新生児にみられる異常 （P209～238）, 4編 -4章 -Ⅳ  健康障
害をもつ新生児の看護 （P530～538）

 b . 早産児、低出生体重児 母性看護学②  3編 -1章 -Ⅲ-G  早産 （P66～67）, 4章 -Ⅲ-A  低出生体重児 （P209～210） 104-AM-65

 c . 新生児一過性多呼吸
〈TTN〉

母性看護学②  3編 -4章 -Ⅲ-B-1  新生児一過性多呼吸 （P210）

 d . 呼吸窮迫症候群〈RDS〉 母性看護学②  3編 -4章 -Ⅲ-B-2  呼吸窮迫症候群 （P210）
 e . 胎便吸引症候群〈MAS〉 母性看護学②  3編 -4章 -Ⅲ-B-3  胎便吸引症候群 （P211）
 f . 高ビリルビン血症 母性看護学②  3編 -4章 -Ⅲ-J  高ビリルビン血症 （P227～228）
 g . 新生児ビタミンK欠乏
症

母性看護学②  3編 -4章 -Ⅲ-K  ビタミンK欠乏性出血 （P208～209）

 h . 低血糖症 母性看護学②  3編 -4章 -Ⅲ-G-1  低血糖 （P220～221）

目標Ⅳ 	  周産期医療のシステムと母子保健施策の活用についての基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

8.  周産期医療のシステ
ムと母子保健施策

A. 周産期医療のシステ
ム

 a . 母体搬送 母性看護学①  1編 -1章 -Ⅲ-A-1-4  病院の総合周産期母子医療センター （P22）
 b . 新生児搬送 母性看護学①  1編 -4章 -Ⅲ-A-1  周産期医療提供体制の構築 （P108～110）
 c . チーム医療 母性看護学①  1編 -1章 -Ⅵ-B-2  周産期母子とその家族へのチーム医療 （P41～42）
 d . 周産期医療ネットワー
ク 

母性看護学①  1編 -4章 -Ⅲ-A-1  周産期医療提供体制の構築 （P108～110）, 母性看護学
②  3編 -序章 -B-2  周産期医療提供体制 （P3～4）

B. 母子保健法に関する
施策の活用

 a . 妊婦健康診査 公衆衛生学  2編 -2章 -B-3  ●妊婦健康診査 （P201）, 母性看護学①  1編 -4章 -Ⅲ-A-2  妊
婦健康診査や出産にかかわる経済的負担の軽減 （P110）, 母性看護学②  4編 -1章 -Ⅰ-A  
健康診査 （P286～301）

 b . 新生児訪問指導 母性看護学①  1編 -6章 -Ⅳ-C-2  こんにちは赤ちゃん事業 （P172～174）, 母性看護学②  
3編 -5章 -Ⅱ-A-1-2  早期発見の取り組み （P253）, 4編 -3章 -Ⅱ-D-4-2  保健サービス 
（P458）

 c . 乳幼児健診 公衆衛生学  2編 -2章 -B-3 乳児の健康診査 （P201～202）
 d . 未熟児養育医療と未熟
児訪問指導 

公衆衛生学  2編 -2章 -A-1-2-2）  法制度関連の整備 （P198～199）, 関係法規  4章 -A-4-2  
未熟児の訪問指導，養育医療 （P103）

C. 子育て支援に関する
施策の活用

 a . 産前・産後休業、育児
休業 

母性看護学①  1編 -4章 -Ⅲ-B-3-1  育児・介護休業法の一部改正 （P114～115）  

 b . 妊娠・出産包括支援 母性看護学①  1編 -4章 -Ⅲ-A  妊娠・出産にかかわる施策 （P108～111） 107-PM-58

 c . 子ども・子育て支援事
業 

母性看護学①  1編 -4章 -Ⅲ-B-1  地域の子育て支援「子ども・子育てビジョン」 （P111～
112）, 1編 -6章 -Ⅳ-C  子育て支援の施策 （P171～175）, D  子育て中の親支援プログラ
ム （P176）

 d . 在留外国人の母子支援 母性看護学①  1編 -6章 -Ⅰ  国際化社会と母性看護 （P140～148） 107-AM-56

 e . 災害時の母子支援 母性看護学①  1編 -4章 -Ⅳ  自然環境，災害と母性 （P115～116）
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精神看護学

目標Ⅰ 	  精神保健の基本と保持・増進に向けた看護について基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

1.  精神保健の基本 A. 精神の健康の概念  a . 精神の健康の定義 精神看護学①  序章 -Ⅱ-A  精神の健康とは （P7～8）, Ⅱ-B  精神の健康を支える要因 （P8
～10）, 〈別巻〉ヘルス  5章 -Ⅱ-A　精神の健康 （P258～260）

 b . 精神障害の一次予防・
二次予防・三次予防

精神看護学①  序章 -Ⅲ-B  地域精神保健における第1次予防 , 第2次予防 , 第3次予防 
（P14～15）

107-PM-59, 105-AM-58

B. 心の機能と発達  a . 精神と情緒の発達 精神看護学①  1章 -Ⅱ-B  心理学：欲動論 （P51～54）, 2章  精神 （心）の発達に関する主
要な考えかた （P76～100）

 b . 自我の機能 精神看護学①  1章 -Ⅱ-C  心理学：自我の防衛機制 （P54～58）
 c . 防衛機制 精神看護学①  1章 -Ⅱ-C  心理学：自我の防衛機制 （P54～58）, 精神看護学②  5章 -Ⅰ-A-

4  自我の防衛機制 （P231）, Ⅰ-A-表5-3  精神疾患をもつ人の自我の防衛機制の表現 
（P232）

107-AM-80, 104-AM-67

 d . 精神力動 精神看護学①  1章 -Ⅱ-A  精神力動理論とその派生理論 （P47～51）, 精神看護学②  3章 -
Ⅲ-D-3-4  精神力動的精神療法 （精神分析） （P181～182）

 e . 転移感情 精神看護学①  1章 -Ⅱ-A-3  無意識への抑圧 （P49～50）, 精神看護学②  4章 -Ⅰ-D-1-2  
転移 （P203～205）

C. 精神の健康に関する
普及啓発

 a . 偏見、差別、スティグ
マ

精神看護学②  1章 -Ⅱ-A  スティグマ （P5～6）

 b . 精神保健医療福祉の改
革ビジョン

精神看護学②  7章 -Ⅰ-B-1  精神医療の改革と地域生活支援の強化 （P394）, Ⅱ-A-2  国が
目指す精神保健医療福祉の改革とその方向性 （P401～402）, Ⅱ-C-1  長期入院患者の地域
生活移行支援の背景・経緯 （P410～411）

D. 危機〈クライシス〉  a . 危機〈クライシス〉の概
念

精神看護学①  5章 -Ⅰ  危機とは何か ?：危機理論・危機モデル （P150～152）

 b . 危機〈クライシス〉の予
防

基礎看護学④  3章 -Ⅱ-D-4-2  社会的支持が得られること （P68）, Ⅱ-D-4-2  患者の対処機
制を発揮させること （P69）

 c . 危機介入 精神看護学①  5章 -Ⅰ-2-3  災害時の心理的危機 （P152）, Ⅲ-3-5）  医療場面での応用 
（P163）, Ⅳ-2  ストレスマネジメント （P166～170）, Ⅳ-3  アンガーマネジメント （P170
～171）, Ⅳ-4  コーチング （P171～172）

106-PM-55

 d . ストレスと対処 精神看護学①  5章 -Ⅱ  ストレスとコーピング （P152～157）, Ⅲ  適応と不適応 （適度な
ストレス状況とは） （P158～165）, Ⅳ  セルフマネジメント （P165～172）

 e . 適応理論 精神看護学①  5章 -Ⅲ-3  心理学的ストレスモデルとストレスコーピング （P159～165）

E. 災害時の地域におけ
る精神保健医療活動

 a . 災害時の精神保健医療
活動

精神看護学②  8章 -Ⅲ  災害時の精神保健：災害時地域保健医療活動と心のケア （P487～
505）, 統合と実践②災害看護学  4章 -Ⅵ-H  急性期の精神反応 （P176～182）, 5章 -Ⅱ-B  
災害による死とグリーフケア （P212～213）, Ⅲ-A  亜急性期のメンタルヘルスケア （P213
～214）

107-AM-57

 b . 災害時の精神保健に関
する初期対応

精神看護学②  8章 -Ⅲ-C  災害時の精神保健初期対応 （P494～496）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

1.  精神保健の基本 E. 災害時の地域におけ
る精神保健医療活動

 c . 災害時の精神障害者へ
の治療継続

精神看護学②  8章 -Ⅲ-E  被災した精神障害者への支援 （P500～505）

F. 精神の健康とマネジ
メント

 a . 心身相関と健康 精神看護学①  序章 -Ⅱ-A-3  心身一如と精神的健康 （P8）, 精神看護学②  8章 -Ⅰ-A  リエ
ゾン精神看護とは （P452～454）

 b . 身体疾患がある者の精
神の健康

精神看護学②  8章 -Ⅰ-A  リエゾン精神看護とは （P452～454）, Ⅰ-B-1  直接ケア （実践） 
（P454～457）, Ⅰ-B-2  コンサルテーション （相談） （P457～458）

 c . 精神疾患がある者の身
体の健康

精神看護学②  2章 -Ⅱ-A  診察 （P44～49）, 8章 -Ⅰ-B-1  直接ケア （実践） （P454～457）, 
Ⅰ-B-2  コンサルテーション （相談） （P457～458）

 d . 患者と家族の精神の健
康

精神看護学②  8章 -Ⅰ-B-1  直接ケア （実践） （P454～457）

 e . 保健医療福祉に従事す
る者の精神の健康

精神看護学②  8章 -Ⅰ-B-2  コンサルテーション （相談） （P457～458）, Ⅰ-B-3  コーディ
ネート （調整） （P459）, Ⅰ-B-7  看護師のメンタルヘルスケア （P461～463）

 f . 心身相関の考え方に基
づくホリスティックケ
ア

精神看護学②  8章 -Ⅰ-A-1  コンサルテーション・リエゾン精神医学とリエゾン精神看護
学の発展 （P452～453）

 g . リエゾン精神看護 精神看護学②  8章 -Ⅰ-A-1  コンサルテーション・リエゾン精神医学とリエゾン精神看護
学の発展 （P452～453）

108-PM-60

 h . 患者、家族、保健医療
福祉の専門職間の連携
促進

精神看護学②  8章 -Ⅰ-B-2  コンサルテーション （相談） （P457～458）, Ⅰ-B-3  コーディ
ネート （調整） （P459）, Ⅰ-B-4  教育 （P459～460）, Ⅰ-B-5  倫理調整 （P460）, Ⅰ-B-6  
研究 （P460～461）, Ⅰ-B-7  看護師のメンタルヘルスケア （P461～463）

目標Ⅱ 	  主な精神疾患・障害の特徴と看護について基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

2.  主な精神疾患・障害
の特徴と看護

A. 症状性を含む器質性
精神障害
105-AM-78,
104-AM-66

A～Lの共通の小項目
 a . 症状と看護 
 b . 臨床検査および心理検
査と看護 

 c . 薬物療法と看護

精神看護学②  3章 -Ⅱ-M-1  せん妄 （P132～133）, Ⅱ-M-2  認知症 （P132～136）, Ⅱ
-M-4  軽度認知障害 （P140）, 6章 -Ⅱ-D  認知症 （P319～325）

108-AM-66, 104-PM-87

精神看護学②  3章 -Ⅱ-M-1  せん妄 （P132～133）, Ⅱ-M-2  認知症 （P132～136）, Ⅱ
-M-4  軽度認知障害 （P140）, 6章 -Ⅱ-D  認知症 （P319～325）
精神看護学②  3章 -Ⅱ-M-1  せん妄 （P132～133）, Ⅱ-M-2  認知症 （P132～136）, Ⅱ
-M-4  軽度認知障害 （P140）, 6章 -Ⅱ-D  認知症 （P319～325）

B. 精神作用物質使用に
よる精神・行動の障
害
107-PM-106・107

精神看護学②  3章 -Ⅱ-L-2  症状 （P128～130）, 6章 -Ⅱ-F  アルコール依存 （P331～
338）

105-AM-112, 113

精神看護学②  3章 -Ⅱ-L-4  検査 （P131）, 6章 -Ⅱ-F  アルコール依存 （P331～338）
精神看護学②  3章 -Ⅱ-L-5  治療 （P131～132）, 6章 -Ⅱ-F  アルコール依存 （P331～
338）

C. 統合失調症、統合失
調症型障害および妄
想性障害

精神看護学②  3章 -Ⅱ-B-1-3  症状／状態 （P73） 108-PM-109, 104-AM-112, 
104-PM-79

精神看護学②  3章 -Ⅱ-B-6  治療／支援 （P74～76）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

2.  主な精神疾患・障害
の特徴と看護

C. 統合失調症、統合失
調症型障害および妄
想性障害

A～Lの共通の小項目
 a . 症状と看護 
 b . 臨床検査および心理検
査と看護 

 c . 薬物療法と看護

精神看護学②  3章 -Ⅱ-B-6  治療／支援 （P74～76） 107-AM-106・107・108, 
107-PM-60, 106-PM-106

D. 気分〈感情〉障害 精神看護学②  3章 -Ⅱ-B-3  緊張病 （P78）, Ⅱ-C-1-1）  双極性障害 （P79）, Ⅱ-C-1-2）  持
続性気分障害 （P79～80）, Ⅱ-D  抑うつ障害群 （P83～91）

108-PM-112, 106-AM-109, 
110, 105-PM-109, 110, 
104-PM-109, 111

精神看護学②  3章 -Ⅱ-C-5  検査／診断 （P81～82）, Ⅱ-D 

精神看護学②  3章 -Ⅱ-C-6-1）  薬物療法 （P82）, Ⅱ-D-5  治療／支援 （P87～89） 108-PM-113

E. 神経症性障害、スト
レス関連障害、身体
表現性障害

精神看護学②  3章 -Ⅱ-A-1-3  症状／状態 （P67）, Ⅱ-E-3  症状 （P92～94）, Ⅱ-F-1-5  症
状 （P98～99）, Ⅱ-F-2  ためこみ症 （P100）, Ⅱ-F-3  醜形恐怖症 （P101）, Ⅱ-G-1-2  診断
／症状 （P103）, Ⅱ-G-2  急性ストレス障害 （ASD） （P105）, Ⅱ-G-3-2  症状 （P106）, Ⅱ
-H-3  症状 （P109～110）, Ⅱ-I-1-1）  疾患概念／症状 （P112）, Ⅱ-I-1）  疾患概念／症状 
（P112～114）

108-AM-112, 113, 114, 
107-PM-109, 110, 111

精神看護学②  3章 -Ⅱ-A-1  知的能力障害群 （P66～68）, Ⅱ-E-5  検査／診断 （P94～95）, 
Ⅱ-H-5  診断 （P110～111）
精神看護学②  3章 -Ⅱ-A-1-4  治療／支援 （P67～68）, Ⅱ-F-1-7  治療 （P99～100）, Ⅱ
-G-1-5  治療／支援 （P104）, Ⅱ-G-3-3  治療／支援 （P106～107）, Ⅱ-H-6  治療／支援 
（P111）, Ⅱ-I-2-3）  治療 （P112～113）

F. 生理的障害および身
体的要因に関連した
行動症候群
108-PM-62

精神看護学②  3章 -Ⅱ-J-3  症状 （P118～119）, Ⅱ-K  睡眠覚醒障害群 （P123～125） 106-AM-112, 113

精神看護学②  3章 -Ⅱ-J  食行動障害および摂食障害群 （P115～122）, Ⅱ-K-2-4）  診断 
（P125）
精神看護学②  3章 -Ⅱ-J-5  治療／支援 （P120～122）, Ⅱ-K-1-5）  不眠障害の治療 
（P124）

G.パーソナリティ障害 精神看護学②  3章 -Ⅱ-N-1  疾患概念／定義 （P140～142）
精神看護学②  3章 -Ⅱ-N-2  診断 （P142）
精神看護学②  3章 -Ⅱ-N-3  治療 （P142～143）

H. 習慣および衝動の障
害

精神看護学②  3章 -Ⅱ-F-4  抜毛症 （P101）, 3章 -Ⅱ-L-2-3）  嗜癖性障害群 （P130） 108-PM-110

精神看護学②  3章 -Ⅱ-F-4  抜毛症 （P101）, 3章 -Ⅱ-L-4  検査 （P131）
精神看護学②  3章 -Ⅱ-F-4  抜毛症 （P101）, 3章 -Ⅱ-L-5  治療 （P131～132）

I. 性同一性障害 母性看護学①  1編 -6章 -Ⅵ-3  性同一性障害とは （P187～188）
母性看護学①  1編 -6章 -Ⅵ-2  性同一性障害の特徴 （P188）
母性看護学①  1編 -6章 -Ⅵ-3  性同一性障害の治療 （P188～189）

J. 知的障害〈精神遅滞〉
108-PM-61

精神看護学②  3章 -Ⅱ-A-3  症状／状態 （P67） 
精神看護学②  3章 -Ⅱ-A-3  症状／状態 （P67） 
精神看護学②  3章 -Ⅱ-A-4  治療／支援 （P67～68） 

K. 心理的発達の障害 精神看護学②  3章 -Ⅱ-A-2  コミュニケーション症群／コミュニケーション障害群 （P68）, 
Ⅱ-A-3-3  症状／状態 （P69～70）, Ⅱ-A-5  限定性学習症／限定性学習障害 （P71～72）, 
Ⅱ-A-6-1）  発達性協調運動症／発達性協調運動障害 （P72）

108-AM-67
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

2.  主な精神疾患・障害
の特徴と看護

K. 心理的発達の障害 A～Lの共通の小項目
 a . 症状と看護 
 b . 臨床検査および心理検
査と看護 

 c . 薬物療法と看護

精神看護学②  3章 -Ⅱ-A-2  コミュニケーション症群／コミュニケーション障害群 （P68）, 
Ⅱ-A-3-3  症状／状態 （P69～70）, Ⅱ-A-5  限定性学習症／限定性学習障害 （P71～72）, 
Ⅱ-A-6-1）  発達性協調運動症／発達性協調運動障害 （P72）
精神看護学②  3章 -Ⅱ-A-2  コミュニケーション症群／コミュニケーション障害群 （P68）, 
Ⅱ-A-3-4  治療／支援 （P70）, Ⅱ-A-5  限定性学習症／限定性学習障害 （P71～72）, Ⅱ-A-
6-1）  発達性協調運動症／発達性協調運動障害 （P72）

L. 小児期・青年期に発
症する行動・情緒の
障害

精神看護学②  3章 -Ⅱ-A-4-3  症状／状態 （P71）, Ⅱ-A-6-2）  常同運動症／常同運動障害 
（P72）, Ⅱ-A-6-3）  チック症群／チック障害群 （P72～73）, Ⅱ-G-4  その他 （P107）
精神看護学②  3章 -Ⅱ-A-4-3  症状／状態 （P71）, Ⅱ-A-6-2）  常同運動症／常同運動障害 
（P72）, Ⅱ-A-6-3）  チック症群／チック障害群 （P72～73）, Ⅱ-G-4  その他 （P107）
精神看護学②  3章 -Ⅱ-A-4-4  治療／支援 （P71）, Ⅱ-A-6-2）  常同運動症／常同運動障害 
（P72）, Ⅱ-A-6-3）  チック症群／チック障害群 （P72～73）, Ⅱ-G-4  その他 （P107）

目標Ⅲ 	  精神看護の対象の理解と支援のための概念について基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

3.  精神看護の対象の理
解と支援のための概
念

A. 援助関係の構築  a . 信頼関係の基礎づくり 精神看護学②  4章 -Ⅰ-A-2  信頼関係はどのようにして構築されるか （P195～196）, Ⅰ-C  
関係構築にあたっての基本的な態度 （P199～202）

 b . 患者－看護師関係の発
展と終結

精神看護学②  4章 -Ⅰ-A-3  「患者 -看護師」関係が目指す方向 （P196）, Ⅰ-D  患者とのか
かわりで起こりうることと対処 （P202～206）, 5章 -Ⅱ  精神障害をもつ人のセルフケア
の援助 （P237～251）, Ⅲ  患者による自己管理 （P251～259）

 c . プロセスレコードの活
用

精神看護学②  4章 -Ⅲ  精神障害をもつ人との関係の振り返り （P217～225） 104-PM-67

B. セルフケアへの援助
108-PM-111

 a . 食物・水分の摂取 精神看護学②  5章 -Ⅱ-B-2-2）-1  空気・水分・食物 （薬も含む）の十分な摂取 （P243～
244）

 b . 呼吸 精神看護学②  5章 -Ⅱ-B-2-2）-1  空気・水分・食物 （薬も含む）の十分な摂取 （P243～
244）

 c . 排泄 精神看護学②  5章 -Ⅱ-B-2-2）-2  排泄と排泄のプロセスに関するケア （P244～245）
 d . 清潔と身だしなみ 精神看護学②  5章 -Ⅱ-B-2-2）-5  体温と個人衛生の維持 （P245～246）
 e . 活動と休息 精神看護学②  5章 -Ⅱ-B-2-2）-3  活動と休息のバランスの維持 （P245）
 f . 対人関係 精神看護学②  5章 -Ⅱ-B-2-2）-4  孤独と社会的相互作用のバランスの維持 （P245）
 g . 安全 精神看護学②  5章 -Ⅱ-B-2-2）-6  安全を保つ能力 （P246）

C. 生きる力と強さに着
目した援助

 a . レジリエンス 精神看護学②  3章 -Ⅱ-G-1-4  レジリエンスへの支援 （P104）, 5章 -Ⅱ-コラム  レジリエ
ンスとストレス （P236）

 b . リカバリ〈回復〉 精神看護学①  序章 -Ⅲ-C  リカバリーを機軸とした精神医療 （P16～18）, 精神看護学②  
1章 -Ⅳ-4  リカバリー概念：当事者の主体的な自分の人生への関与 （P18～19）, 3章 -Ⅲ
-C-1-2-1）  リカバリーの理念とストレングスへの注目 （P171）, 5章 -Ⅲ-C-2  IMR （疾病
管理とリカバリー） （P255）, 7章 -Ⅰ-A-5  心理社会的リハビリテーションにおけるリカバ
リー概念と地域ケア （P389～391）

107-PM-82, 104-AM-90
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

3.  精神看護の対象の理
解と支援のための概
念

C. 生きる力と強さに着
目した援助

 c . ストレングス〈強み、
力〉

精神看護学①  5章 -Ⅲ-3-8）  ストレングス （P164）, 精神看護学②  3章 -Ⅲ-C-1-2-1）  リ
カバリーの理念とストレングスへの注目 （P171）, 5章 -Ⅰ-B-2  精神障害をもつ人に適用
される看護診断とストレングス （P234）, Ⅰ-C  ケアプラン （P234～235）, 7章 -Ⅱ-C-4-
2- （2）  ストレングスモデル （P417～418）

 d . エンパワメント 精神看護学②  5章 -Ⅱ-B-4 コラム  エンパワメントとパワレスネス （P249）, 7章 -Ⅰ-A-5  
心理社会的リハビリテーションにおけるリカバリー概念と地域ケア （P389）

目標Ⅳ 	  精神疾患・障害がある者の生物・心理・社会的側面に注目した、多角的なアセスメントに基づく看護について基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

4.  精神疾患・障害があ
る者への看護

A. 脳の仕組みと精神機
能

 a . 脳の部位と精神機能 精神看護学①  1章 -Ⅰ  脳の構造と認知機能 （P30～46）
 b . 神経伝達物質と精神機
能・薬理作用

精神看護学①  1章 -Ⅰ-A-1  神経組織 （P30～31）, 5章 -Ⅱ-1-3  ストレス反応 （P154～
157）, 精神看護学②  3章 -Ⅲ-A-3-1-2）  統合失調症のドパミン仮説と抗精神病薬の作用機
序 （P152～154） 

 c . ストレス脆弱性仮説 精神看護学②  3章 -Ⅱ-B-1-5  発生機序 （P74）
 d . 脳と免疫機能 精神看護学①  1章 -Ⅰ-A-2  中枢神経 （P31）, 5章 -Ⅱ  ストレスとコーピング （P152～

157） 
 e . 睡眠障害と概日リズム
〈サーカディアンリズム〉

精神看護学②  2章 -Ⅰ-2-9  睡眠の障害 （P37～38）, Ⅰ-2-9-4）  概日リズム睡眠 -覚醒障
害 （P38）

B. 心理・社会的療法  a . 個人精神療法 精神看護学②  3章 -Ⅲ-D-3  精神療法各論 （P179～186） 106-PM-107, 105-PM-113

 b . 集団精神療法、集団力
動

精神看護学②  3章 -Ⅲ-D-3  集団精神療法 （グループサイコセラピー） （P185） 106-AM-88, 104-PM-68

 c . 心理教育的アプローチ 精神看護学②  3章 -Ⅲ-C-2-4  心理教育 （P175～176）, Ⅲ-C-コラム  IMR （P176）
 d . 認知行動療法 精神看護学①  1章 -Ⅱ-F  認知行動療法 （P72～73）, 精神看護学②  3章 -Ⅲ-D-3-3  認知

行動療法 （P180～181）
104-PM-110

 e . 生活技能訓練〈SST〉 精神看護学②  3章 -Ⅲ-C-2-3  SST （social skill training：社会技能訓練） （P174～175） 105-AM-60

C. B以外の治療法  a . 電気けいれん療法 精神看護学②  3章 -Ⅲ-B  電気けいれん療法 （P166～170） 107-AM-58

D. 家族への看護  a . 家族のストレスと健康
状態のアセスメント

精神看護学②  7章 -Ⅲ-3-1  情報収集とアセスメント （P442～445） 105-PM-57, 112

 b . 家族の対処力とソー
シャルサポートのアセ
スメント

精神看護学②  7章 -Ⅲ-3-1  情報収集とアセスメント （P442～445）, Ⅲ-3-2-2）  家族関係
の理解 （P446）, Ⅲ-3-2-3）  ソーシャルサポート （P446）

107-PM-108

 c . 家族システムのアセス
メント

精神看護学②  7章 -Ⅲ-3-1  情報収集とアセスメント （P442～445）

 d . 家族への教育的介入と
支援

精神看護学②  3章 -Ⅲ-D-3  家族療法 （P185～186）, 7章 -Ⅲ-3-2  家族への支援 （P445
～448）

106-AM-114, 105-PM-111, 
114

 e . 患者－家族関係 精神看護学②  7章 -Ⅲ-1  患者家族の体験 （P439～441）, Ⅲ-2  家族のケア提供 （P441～
442）

104-PM-114
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

4.  精神疾患・障害があ
る者への看護

E. 社会復帰・社会参加
への支援

 a . リハビリテーションの
概念

精神看護学②  3章 -Ⅲ-C-1  精神科リハビリテーション （P170～173）

 b . 国際生活機能分類
〈 ICF〉

精神看護学②  1章 -Ⅲ-B  国際生活機能分類 （ ICF） （P6～7）, 3章 -Ⅰ-4  国際生活機能分
類 （ ICF） （P65）

 c . 長期入院患者の退院支
援

精神看護学②  7章 -Ⅱ-C  長期入院患者の地域生活への移行支援 （P410～422） 108-PM-64, 106-AM-111, 
105-PM-59

F. 精神保健医療福祉に
関する社会資源の活
用と調整

 a . 精神科デイケア、精神
科ナイトケア

精神看護学②  3章 -Ⅲ-C-3  精神科デイケア （P176～177） 107-PM-61, 103-AM-70

 b . 精神科訪問看護、訪問
看護

精神看護学②  7章 -Ⅱ-C  地域精神保健福祉における多職種連携とアウトリーチ （P394～
399）, Ⅱ-D  地域生活支援の実際 （P422～431）

 c . 困難事例に関する行政
との連携（保健所、市町
村、精神保健福祉セン
ター）

精神看護学①  4章 -Ⅲ-2  地域における行政機関 （P142～143）, 精神看護学②  7章 -Ⅱ-B  
地域生活支援における保健師の役割 （P406～410）

105-PM-60

G.社会資源の活用とケ
アマネジメント
108-PM-114,  
106-AM-108

 a . 精神疾患・障害者ケア
マネジメントの基本的
考え方

精神看護学②  7章 -Ⅰ-A-4  ケアマネジメントモデル （P389）

 b . 社会資源の活用とソー
シャルサポート

精神看護学①  4章 -Ⅲ-3-2  ソーシャルキャピタル （P145～146）, 精神看護学②  7章 -Ⅱ
-B-5  地域住民の理解とネットワークづくり （P408～410）, Ⅲ-3-2-3  ソーシャルサポー
ト （P446）

 c . セルフヘルプグループ 精神看護学②  7章 -Ⅲ-3-3）  セルフヘルプグループ （P446） 106-PM-88, 105-AM-114

 d . 自立支援医療 精神看護学②  7章 -Ⅱ-A-3-2）- （2）  障害者総合支援法によるサービス （P403～404）, Ⅱ
-A-3- （2）  障害者総合支援法によるサービス （P403～406）

 e . 居宅介護〈ホームヘル
プ〉、同行援護および行
動援護

精神看護学②  7章 -Ⅱ-A-3- （2）  障害者総合支援法によるサービス （P403～406）

 f . 重度訪問介護 精神看護学①  7章 -Ⅱ-2-3  障害者総合支援法 （P255）, 精神看護学②  7章 -Ⅱ-A-3- （2）  
障害者総合支援法によるサービス （P403～406）

 g . 生活介護 精神看護学②  7章 -Ⅱ-A-3- （2）  障害者総合支援法によるサービス （P403～406）
 h . 短期入所〈ショートステ
イ〉

精神看護学②  7章 -Ⅱ-A-3- （2）  障害者総合支援法によるサービス （P403～406）

 i . 共同生活介護〈ケアホー
ム〉

精神看護学②  7章 -Ⅱ-A-3- （2）  障害者総合支援法によるサービス （P403～406）

 j . 生活訓練 精神看護学②  7章 -Ⅱ-A-3- （2）  障害者総合支援法によるサービス （P403～406）
 k . 就労移行支援 精神看護学②  7章 -Ⅱ-A-3- （2）  障害者総合支援法によるサービス （P403～406）
 l . 就労継続支援A型・B
型

精神看護学②  7章 -Ⅱ-A-3- （2）  障害者総合支援法によるサービス （P403～406）

 m. 共同生活援助〈グループ
ホーム〉

精神看護学②  7章 -Ⅱ-A-3- （2）  障害者総合支援法によるサービス （P403～406）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

4.  精神疾患・障害があ
る者への看護

G.社会資源の活用とケ
アマネジメント

 n . 地域生活支援事業 精神看護学①  7章 -Ⅱ-2-3  障害者総合支援法 （P255）, 精神看護学②  7章 -Ⅰ-B-1  精神
医療の改革と地域生活支援の強化 （P394）, Ⅱ-A-2  国が目指す精神保健医療福祉の改革と
その方向性 （P401）, Ⅱ-A-3-2）- （2）  障害者総合支援法によるサービス （P403～406）

 o . 精神障害者保健福祉手
帳

精神看護学②  7章 -Ⅱ-A-3-1）  精神保健福祉法 （P401）

目標Ⅴ 	  精神疾患・障害がある者の人権と安全を守り、回復を支援する看護について基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

5.  安全な治療環境の提
供

A. 安全管理〈セーフティ
マネジメント〉

 a . 病棟環境の整備と行動
制限

精神看護学②  6章 -Ⅰ-C-2  病棟環境の整備 （P274～277）, Ⅰ-C-6  隔離・身体拘束 
（P286～290）

 b . 自殺、自殺企図、自傷
行為

精神看護学②  6章 -Ⅰ-C-3  自殺・自殺企図・自傷行為 （P277～280） 107-AM-59

 c . 攻撃的行動、暴力、暴
力予防プログラム

精神看護学②  6章 -Ⅰ-C-4  攻撃的行動・暴力・暴力予防プログラム （P280～284）

 d . 災害時の精神科病棟の
安全の確保

精神看護学②  6章 -Ⅰ-C-2-3  災害時の精神科病棟の安全管理 （P276～277）, 統合と実践
②災害看護学  4章 -Ⅵ-H  急性期の精神反応 （P176～182）, 5章 -Ⅱ-B  災害による死とグ
リーフケア （P212～213）, Ⅲ-A  亜急性期のメンタルヘルスケア （P213～214）

6.  精神保健医療福祉の
変遷と法や施策

A. 患者の権利擁護〈アド
ボカシー〉

 a . 当事者の自己決定の尊
重

精神看護学①  7章 -Ⅲ-B-1  自己決定の尊重 , 入院患者の基本的な処遇 （P272）, 精神看護
学②  7章 -1-A-5-2）- （1）  自己決定の尊重 （P390～392）

 b . 入院患者の基本的な処
遇

精神看護学①  7章 -Ⅲ-B  入院患者の処遇と権利擁護 （P272～278） 107-AM-89

 c . 精神医療審査会 精神看護学①  7章 -Ⅲ-B-3-3  精神医療審査会 （P278）
 d . 隔離、身体拘束 精神看護学①  7章 -Ⅲ-B-3-1  隔離 （P275～277）, Ⅲ-B-3-2  身体的拘束 （P277～278） 104-PM-88

B. 精神保健医療福祉の
変遷と看護
108-PM-63,  
106-AM-89

 a . 諸外国における精神医
療の変遷

精神看護学①  7章 -Ⅰ-A  諸外国における精神医療の歴史と現在 （P234～243）, 精神看護
学②  7章 -Ⅰ-A-2  欧米の精神科リハビリテーションの歴史と脱施設化 （P386～387）, Ⅰ
-A-3  アメリカの病院入院主義から地域生活ケアへの流れ （P387～388）, Ⅰ-A-4  心理社
会的リハビリテーションにおけるアプローチと治療者・患者関係 （P388～389）, Ⅰ-A-5  
心理社会的リハビリテーションにおけるリカバリー概念と地域ケア （P389～394）

 b . 日本における精神医療
の変遷

精神看護学①  7章 -Ⅰ-B  日本における精神医療の歴史と現在 （P244～252）, 精神看護学
②  7章 -Ⅰ-A-1  わが国の精神保健医療福祉の歴史と動向 （P384～386）

105-AM-61

 c . 精神保健医療福祉にお
ける看護師の役割

精神看護学①  序章 -Ⅳ-B  精神看護の役割の広がり （P20～22）, Ⅳ-C  精神看護の専門性 
（P22～26）, 7章 -Ⅰ-B-3-3  精神医療福祉における看護師の役割 （P252）, 精神看護学②  

7章 -Ⅰ-C  地域精神保健福祉における多職種連携とアウトリーチ （P394～399）, Ⅱ-C  
長期入院患者の地域生活への移行支援 （P410～422）, Ⅱ-D  地域生活支援の実際 （P422
～431）, Ⅲ-3  家族が危機を乗り越えるための援助 （P442～448）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

6.  精神保健医療福祉の
変遷と法や施策

C. 精神保健及び精神障
害者福祉に関する法
律〈精神保健福祉法〉
の運用
108-AM-68,  
106-AM-81

 a . 精神保健及び精神障害
者福祉に関する法律〈精
神保健福祉法〉の基本的
な考え方

精神看護学①  7章 -Ⅰ-B-3-1-5）  その後 （P250）, Ⅱ-1  何のために法律や制度を学ぶのか 
（P252）, Ⅱ-2-1  精神保健福祉法 （P252～254）, Ⅲ  精神保健福祉法における医療の形態
と患者の処遇 （P258～259）

108-AM-69

 b . 精神保健及び精神障害
者福祉に関する法律〈精
神保健福祉法〉による入
院の形態

精神看護学①  7章 -Ⅲ-A-2  任意入院 （P261～263）, Ⅲ-A-3  措置入院 （P263～265）, Ⅲ
-A-4  医療保護入院 （P265～268）, Ⅲ-A-5  応急入院 （P268～271）

106-PM-56, 104-AM-68

 c . 精神保健指定医 精神看護学①  7章 -Ⅲ-A-1  精神保健指定医 , 特定医師 （P259～260）

7.  精神保健医療福祉に
おける多職種連携

A. 多職種連携と看護の
役割

 a . 医師、歯科医師 精神看護学②  7章 -Ⅱ-C-4-2）  表7-11  各職種によるアセスメントのポイント （P416）
 b . 保健師 精神看護学②  7章 -Ⅱ-B  地域生活支援における保健師の役割 （P406～410）
 c . 精神保健福祉士 精神看護学②  7章 -Ⅰ-A-1-3  福祉モデル , 人権モデル （P386）, Ⅱ-C-4-2）  表7-11  各職

種によるアセスメントのポイント （P416）, Ⅱ-C-4-2  精神保健福祉士の活動 （P417）
 d . 作業療法士 精神看護学②  3章 -Ⅲ-C  リハビリテーション療法 （P170～177）, 7章 -Ⅱ-C-4-2）  表

7-11  各職種によるアセスメントのポイント （P416）
 e . 精神保健福祉相談員 精神看護学①  4章 -Ⅲ-2-1  地域における精神保健福祉に関する行政機関 （P142）
 f . ピアサポーター 精神看護学②  7章 -Ⅱ-C-4-2）  ピアサポートの活用 （P417）
 g . 薬剤師 統合と実践①マネジメント  1編 -4章 -Ⅰ-G  チームワークとコミュニケーションの実際 

（P71～75）
 h . 栄養士 基礎看護学①  7章 -Ⅰ-C-2-1  医療施設においてチームを構成する職種 （P284～286）
 i . 臨床心理技術者（臨床心
理士、公認心理師等）

精神看護学②  3章 -Ⅲ-D-4-3  専門職連携 （P187）
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在宅看護論

目標Ⅰ 	  在宅看護における対象と基盤となる概念、安全と健康危機管理について基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

1.  在宅看護の対象と基
盤となる概念

A. 在宅看護の対象と背
景

 a . 国民の価値観 在宅看護論  1章 -Ⅰ-A 在宅ケアを必要とする背景 （P2～5）
 b . 疾病がある者と家族 在宅看護論  3章 -Ⅱ 在宅看護における家族支援 （P110～126）, 4章 -Ⅰ在宅看護とエンド・

オブ・ライフケア （P164～183）  Ⅱ 在宅看護と難病ケア （P183～197）
104-PM-89

 c . 障害がある者と家族 在宅看護論  3章 -Ⅱ在宅看護における家族支援 （P110～126）, 4章 -Ⅳ 在宅看護と精神障
害ケア （P207～218）, Ⅴ在宅看護と重症心身障害児ケア （P218～232）

 d . 疾病や障害がある者の
社会参加

〈別巻〉リハビリ看護  2章 -① -C  リハビリテーション看護の対象 （P39～42）, 6章 -Ⅲ-A-
2  障害のある人の生活を守る法律 （P368）, Ⅲ-1  身体障害者福祉法 （P62～63）

B. 在宅療養を支援する
仕組み

 a . 在宅医療・介護に関す
る仕組み

在宅看護論  1章 -Ⅰ-C-2  わが国における在宅看護活動と提供機関 （P8～9）, 2章 -Ⅱ 訪問
看護の制度と機能 （P63～77）

108-PM-65, 115, 107-AM-
62, 105-PM-63

 b . 地域包括ケアシステム 老年看護学①  5章 -Ⅱ-B-4  地域包括ケアシステムにおける看護職の役割 （P192～193）, 
在宅看護論  2章 -Ⅰ-B-3  介護保険法の変遷 （P42～45）, Ⅲ  地域包括ケアシステム （P78
～91）, 3章 -Ⅰ-D  チームケアと多職種連携 （P103～104）, 4章 - Ⅶ- C-3-4チームアプ
ローチ （P252）

106-PM-58

C. 在宅看護における権
利の保障

 a . 在宅療養者の権利擁護
〈アドボカシー〉（成年後
見制度）

社会福祉  5章 -Ⅴ-C-1  老人福祉実施体制 （P189）  

 b . 虐待の防止 社会福祉 5章 -V-B-2-2） 高齢者虐待の問題 （P188）, 関係法規 5章 -D 高齢者虐待の防止、
高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 （P121）, 在宅看護論 3章 -Ⅱ  在宅看護にお
ける家族支援 （P110～126）

107-AM-60

 c . 個人情報の保護と管理 在宅看護論  3章 -Ⅳ-E-7  情報漏洩 （P160）
 d . サービス提供者の権利
の保護

在宅看護論  1章 -Ⅱ  在宅での療養の選択 （P21～25）

D. 在宅療養者の自立・
自律支援

 a . 価値観の尊重と意思決
定支援 

在宅看護論  3章 -Ⅲ-A-2-2-3）  療養者と家族の自律性を促す看護 （P128）, 4章 -Ⅱ-C-2  
意思決定支援 （P191）

 b . QOLの維持・向上 在宅看護論 1章 -Ⅰ-B  在宅看護の目的と位置づけ （P5～7）
 c . セルフケア 現代医療論  2章 -Ⅰ-B-3-1  心身の全体的健康－ホリスティック・ヘルス （P35）, 基礎看

護学②  2編 -1章 -Ⅴ  セルフケア能力のアセスメント （P163～165）
107-PM-89, 105-PM-117

 d . 社会参加への援助 在宅看護論  4章 -Ⅲ  在宅看護とリハビリテーション （P197～206） 108-PM-67

E. 在宅における病状・
病態の経過の予測と
予防

 a . 病状・病態の経過の予
測

在宅看護論  4章 -Ⅰ-B  在宅での看護過程展開の視点 （P114～120） 105-PM-115

 b . 予測に基づく予防 在宅看護論  4章 -Ⅰ-B  在宅での看護過程展開の視点 （P114～120） 108-AM-116

 c . 在宅での感染予防対策 在宅看護論  3章 -Ⅳ-E-5 感染 （P158～159）, 5章 -Ⅱ-E-2-7  感染予防、禁煙指導 （P347）

F. 生活の場に応じた看
護の特徴と看護の役
割

 a . 外来看護 在宅看護論 3章 -Ⅰ-E  継続看護 （P105～106）
 b . 訪問看護 在宅看護論  1章 -Ⅰ-C-2-1  訪問看護 （P8）, 2章 -Ⅱ  訪問看護の制度と機能 （P63～77） 105-AM-62
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

1.  在宅看護の対象と基
盤となる概念

F. 生活の場に応じた看
護の特徴と看護の役
割

 c . 入所施設での看護 在宅看護論 2章 -Ⅰ-B-4  介護保険制度の概要 （P45～51）
 d . 通所施設での看護 老年看護学①  5章 -Ⅱ-D-2 通所サービス （P195～196）, 在宅看護論  2章 -Ⅰ-B-4  介護

保険制度の概要 （P45～51）

G.在宅療養者の家族へ
の看護
105-AM-115

 a . 家族の介護力のアセス
メントと調整

老年看護学①  5章 -Ⅳ-C-2 高齢者を取り巻く家族介護者への支援 （P211～213）, 在宅看
護論 3章 -Ⅱ-C  家族のアセスメント （P115～122）

 b . 家族関係の調整 老年看護学①  5章 -Ⅳ-C-2  高齢者を取り巻く家族介護者への支援 （P211～213）, 在宅看
護論  3章 -Ⅱ  在宅看護における家族支援 （P110～126）  

 c . ケア方法の指導 在宅看護論  2章 -Ⅰ-C-5  教育的な支援技術 （P60～62）, 5章 -Ⅳ-3-2  家族介護者支援の
留意点 （P182～183） 

108-PM-116, 106-AM-69

 d . 介護者の健康 老年看護学①  5章 -Ⅳ-C-1  主介護者の健康と生活 （P210～211）, 在宅看護論  3章 -Ⅱ  
在宅看護における家族支援 （P110～126）

 e . レスパイトケア 在宅看護論  3章 -Ⅱ  在宅看護における家族支援 （P110～126） 105-PM-62

2.  在宅看護における安
全と健康危機管理

A. 日常生活における安
全管理

 a . 家屋環境の整備 在宅看護論  5章 -Ⅱ-D-4  住環境の調整 （P336、337） 108-PM-66

 b . 転倒・転落の防止 老年看護学①  6章 -Ⅰ-D-2  転倒 （P220～221）, 在宅看護論  5章 -Ⅱ-D-5  転倒予防 
（P336、337）

 c . 誤嚥・窒息の防止 老年看護学①  6章 -Ⅰ-D-3  窒息 （P221～222）, 統合と実践①医療安全  2章 -Ⅱ-N-3  誤
嚥・窒息 （P229）

107-PM-81

 d . 熱傷・凍傷の防止 老年看護学①  6章 -Ⅰ-D-4  やけど （熱傷） （P222）
 e . 熱中症の予防 老年看護学②  3章 -Ⅲ  脱水と看護 （P134～136）, Ⅴ 熱中症と看護 （P139～143）
 f . 閉じこもりの予防 老年看護学①  3章 -Ⅰ-D-2-② 社会から孤立する高齢者 （P60～62）, 老年看護学②  2章 -

Ⅹ 社会参加を促す援助 （P118～121）
 g . 独居高齢者の防災 老年看護学②  3章 -Ⅶ-B-1  居室の条件 （P71～72）

B. 災害時における在宅
療養者と家族の健康
危機管理

 a . 在宅療養者・家族への
防災対策の指導 

関係法規1章 -Ⅳ 災害と医療 （P17～19） 108-PM-117

 b . 医療機関との連携によ
る医療上の健康危機管
理 

関係法規1章 -Ⅳ 災害と医療 （P17～19）

 c . 福祉機関との連携によ
る生活上の健康危機管
理 

関係法規1章 -Ⅳ 災害と医療 （P17～19）

 d . 行政（市町村・消防署・
警察等）との連携 

関係法規1章 -Ⅳ 災害と医療 （P17～19）

3.  訪問看護の概要 A. 訪問看護制度の理解  a . 訪問看護の変遷 老年看護学①  5章 -Ⅱ-A  在宅看護における法律・制度の整備 （P188～189）, 在宅看護論  
1章 -Ⅱ  在宅看護の変遷 （P18～30）

 b . 訪問看護の提供方法と
種類

在宅看護論  1章 -Ⅰ-C  在宅看護の機能と提供機関 （P7～9）

 c . 訪問看護制度の課題 在宅看護論  1章 -Ⅰ-C  在宅看護の機能と提供機関 （P7～9） 105-AM-119

B. 訪問看護制度の法的
枠組み

 a . 介護保険法 在宅看護論  2章 -Ⅱ-C  訪問看護ステーション （P66～69） 　　

 b . 健康保険法 在宅看護論  2章 -Ⅱ-C  訪問看護ステーション （P66～69） 107-PM-62
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

3.  訪問看護の概要 B. 訪問看護制度の法的
枠組み

 c . 障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支
援するための法律〈障害
者総合支援法〉

公衆衛生学  2編 -5章 -A-2-③  障害者総合支援法によるメニュー （P243～244）, Ⅹ-B  障
害児・者施策 （P244～246）, B-3 障害者総合支援法 （P263～265）, 社会福祉  5章 -Ⅳ-F  
障害者総合支援法のサービス利用と内容 （P182～185）, 関係法規  6章 -Ⅱ-B  障害者の日
常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 （障害者総合支援法） （P129～130）, 
精神看護学②  7章 -Ⅱ-A-3-2）  障害者自立支援法 （P401～406）

106-PM-59

C. 訪問看護サービスの
仕組みと提供

 a . 訪問看護ステーション
の開設基準

在宅看護論  2章 -Ⅱ-C  訪問看護ステーション （P66～69）

 b . 訪問看護サービス開始
までの流れ

在宅看護論  2章 -Ⅱ-C  訪問看護ステーション （P66～69）

 c . 訪問看護サービスの展
開

在宅看護論 2章 -Ⅱ-C  訪問看護ステーション （P66～69）

 d . 訪問看護サービスの質
保証

在宅看護論  1章 -Ⅱ  在宅看護の特質 （P62～72）  104-AM-69, 73

 e . 訪問看護サービスの管
理・運営

在宅看護論  7章 -Ⅱ  在宅ケアの現状 （P258～288）  105-AM-63, 105-PM-89

目標Ⅱ 	  在宅療養者の特徴を理解し、病期や状況に応じて展開する在宅看護について基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

4.  在宅療養生活を支え
る看護

A. 食事・栄養  a . 食事摂取能力（嚥下・消
化・吸収能力）

在宅看護論  5章 -Ⅱ-A  食事・栄養の援助 （P291～303）  

 b . 食事内容の選択、食材
の調達の方法に関する
援助

在宅看護論 5章 -Ⅱ-A  食事・栄養の援助 （P291～303）  

 c . 栄養を補う食品の種類
と選択方法に関する援
助

栄養生化学  13章 -Ⅱ-2  経管栄養の注入液 （P299～300）

 d . 食事摂取能力低下時の
援助

老年看護学②  2章 -Ⅷ-5  食事の援助のためのアセスメント項目 （P102～107）, 在宅看護
論  5章 -Ⅱ-A  食事・栄養の援助 （P291～303）

104-AM-70

 e . 口腔ケア 在宅看護論 5章 -Ⅱ-C-3-4  口腔ケア （P323） 107-AM-61

B. 排泄  a . 排泄の状況と障害 老年看護学②  1章 -B-8 排泄・失禁のアセスメント （P31～33）, 2章 -Ⅳ-5 排泄の援助の
ためのアセスメント項目 （P69～75）, 在宅看護論 5章 -Ⅱ-B  排泄の援助 （P303～317）

107-PM-64

 b . 排泄補助用具の種類と
選択方法

老年看護学②  3章 -Ⅳ-A-4-3  排尿用具の工夫 （P58～60）, 在宅看護論  5章 -Ⅱ-B  排泄
の援助 （P303～317）

107-PM-65

 c . 尿失禁の予防と援助 老年看護学②  2章 -Ⅳ-6  排泄の援助の実際 （P75～79）, 在宅看護論  5章 -Ⅱ-B  排泄の
援助 （P303～317）

104-PM-116

 d . 便失禁の予防と援助 老年看護学②  2章 -Ⅳ-6  排泄の援助の実際 （P75～79）
 e . 便秘の予防と援助 在宅看護論  5章 -Ⅱ-B  排泄の援助 （P303～317） 105-PM-116, 104-PM-117

 f . ストーマケア 在宅看護論  5章 -Ⅱ-B  排泄の援助 （P303～317） 105-AM-79

C. 清潔  a . 清潔の保持の状況 在宅看護論  5章 -Ⅱ-C  清潔の援助 （P317～326） 106-AM-68
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

4.  在宅療養生活を支え
る看護

C. 清潔  b . 清潔の援助方法と自立
支援

基礎看護学③  4編 -5章  清潔・衣生活の援助技術 （P137～175）, 在宅看護論  5章 -Ⅱ-C  
清潔の援助 （P317～326）

D. 移動  a . 日常生活動作〈ADL〉・
手段的日常生活動作
〈 IADL〉のアセスメント

在宅看護論  5章 -Ⅱ-D  移乗・移動の援助 （P326～336）

 b . 日常生活動作〈ADL〉・
手段的日常生活動作
〈 IADL〉の維持および
向上のための援助 

在宅看護論  5章 -Ⅱ-D  移乗・移動の援助 （P326～336） 107-AM-63

 c . 移動時の安全確保 在宅看護論  5章 -Ⅱ-D  移乗・移動の援助 （P326～336）
 d . 移動補助用具の種類と
選択方法

基礎看護学③  Ⅳ-D  歩行の援助 （P127～129）, 在宅看護論 5章 -Ⅱ-D  移乗・移動の援
助 （P326～336）

5.  在宅療養者の病期に
応じた看護

A. 日常生活動作〈ADL〉
の低下および疾病の
再発の予防が必要な
療養者

 a . 日常生活のアセスメン
トと環境整備

在宅看護論 3章 -Ⅲ-A-2  在宅特有の看護過程 （P126～129）, 5章 -Ⅱ-D-4  住環境の調整 
（P336, 337）

 b . 在宅療養者と家族のセ
ルフマネジメント力の
維持・向上のための支
援

在宅看護論  3章 -Ⅲ  家族へのアプローチ （P90～110）, 5章  在宅看護における援助技術 
（P284～379）

 c . 異常の早期発見と対応 在宅看護論  5章 -Ⅱ  観察技術 （P153～159）
 d . 社会資源の活用・調整 在宅看護論  3章 -Ⅰ-A  在宅ケアにおける社会資源 （P96～98）  

B. 急性期にある療養者  a . 緊急性と重症度のアセ
スメント 

在宅看護論  5章 -Ⅱ-E-1  呼吸のアセスメント （P336～344） 106-PM-57

 b . 状態に合わせた対応・
調整 

在宅看護論  5章 -Ⅱ-E-3-5）  低酸素血症・CO2ナルコーシス （P350～351） 107-PM-63

 c . 急性症状への対応 在宅看護論  5章 -Ⅱ-E-3-3-6）  緊急時対応 （P351）, 4-3-2）  緊急時対応 （P356）
 d . 感染症（肺炎等）への対
応 

在宅看護論  5章 -Ⅱ-E-2-2-7）  感染予防，禁煙指導 （P347）

C. 慢性期にある療養者  a . 慢性期の特徴を踏まえ
た状態のアセスメント
（状態のアセスメントと
状態に合わせた対応・
調整）

老年看護学②  3章 -Ⅱ-B  認知症・認知障害のアセスメント （P28～29）

 b . 状態に合わせた対応・
調整

在宅看護論  4章 -Ⅱ  在宅看護と難病ケア （P183～197）

 c . 急性増悪の早期発見と
対応

成人⑨膠原病  2編 -1章  看護の基本 （P339～361）  

 d . 社会資源の活用・調整 在宅看護論 3章 -Ⅰ-A  在宅ケアにおける社会資源 （P96～98） 104-AM-117

D. 回復期（ リハビリテー
ション期）にある療養
者

 a . 在宅におけるリハビリ
テーション

〈別巻〉リハビリ看護  6章 -Ⅰ  在宅リハビリテーションとは （P354～363）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

5.  在宅療養者の病期に
応じた看護

D. 回復期（ リハビリテー
ション期）にある療養
者

 b . 生活機能・日常生活動
作〈ADL〉のアセスメン
ト

〈別巻〉リハビリ看護  6章 -Ⅱ  在宅リハビリテーションにおける看護の継続性 （P363～
367）

 c . 状態に合わせた対応・
調整 

在宅看護論  4章 -Ⅲ-D  リハビリテーション期にある療養者・家族への看護 （P201～
205）

 d . 合併症の予防と対応 在宅看護論  4章 -Ⅲ-D  リハビリテーション期にある療養者・家族への支援 （P201～
205）

 e . 居住環境のアセスメン
トと対応・調整

在宅看護論 5章 -Ⅱ-D-4  住環境の調整 （P336, 337）

 f . 社会資源の活用・調整 在宅看護論 3章 -Ⅰ-A  在宅ケアにおける社会資源 （P96～98）

E. 終末期にある療養者  a . 症状マネジメント 在宅看護論 4章 -Ⅰ-D-4）  緩和ケア期 （P175）
 b . 終末期緩和ケアの実際 在宅看護論 4章 -Ⅰ-E  がん療養者・家族へのエンド・オブ・ライフケアの支援事例 （P177

～179）, 〈別巻〉生と死  4章 -⑥ -D  訪問診療・訪問看護による在宅緩和ケア （P126～
127）

104-PM-71

 c . 看取りの援助 老年看護学②  5章 -Ⅲ  死の看取りへの援助 （P161～165）, 在宅看護論 4章 -1  在宅看護
とエンド・オブ・ライフケア （P164～183）

105-AM-120

 d . 家族へのグリーフケア 在宅看護論  4章 -Ⅰ-B-2  グリーフケア （P170～172）, D-7  グリーフケア期 （P177） 104-AM-71

6.  在宅療養において特
徴的な疾病がある療
養者への看護

A. 小児の在宅療養者へ
の看護

A～Dの共通の小項目
 a . 在宅療養継続のための
療養者の健康危機管理

 b . 療養者の自立支援と
QOLの維持・向上（尊
厳保持、成長、権利擁
護〈アドボカシー〉を含
む） のための在宅療養
支援

 c . 在宅療養継続のための
家族支援　

在宅看護論  4章 -5-C  重症心身障害児への看護 （P225～228）, 5-D  重症心身障害児をも
つ家族の理解と家族支援 （P229～230）

106-AM-67, 106-PM-109, 
110, 111

B. 認知症の在宅療養者
への看護

在宅看護論  4章 -Ⅳ-B  認知症の療養者・家族への看護 （P236～238）

C. 精神疾患がある在宅
療養者への看護

在宅看護論  4章 -Ⅳ-C  精神障害者・家族への看護 （P211～214）

D. 難病がある在宅療養
者への看護

在宅看護論  4章 -Ⅱ-C  難病療養者・家族への看護 （P190～194） 106-PM-60

7.  在宅における医療管
理を必要とする人と
看護

A. 薬物療法  a . 服薬状況の把握と管理 老年看護学①  4章 -Ⅰ-F 服薬管理 （P133～138）, 老年看護学②  6章 -Ⅲ-B-2-1-3）  服薬
の確認 （P185～186）, 在宅看護論 5章 -Ⅱ-G （P368～376）

 b . 医師および薬剤師との
連携

在宅看護論 5章 -Ⅱ-G  服薬管理 （P368～376） 104-PM-69

 c . 糖尿病の管理 成人⑧栄養・代謝  2編 -2章 -Ⅲ  インスリン自己注射を要する患者への看護 （P406～
413）, Ⅳ  インスリン以外の自己注射 （GLP-1受容体作動薬）を要する患者への看護 
（P413～416）

B. 化学療法、放射線療
法

 a . 外来通院中の在宅療養
者に対する援助

老年看護学①  4章 -Ⅱ-F-1  がんと化学療法・放射線療法 （P153～154）, 在宅看護論  5
章 -Ⅳ-M  持続皮下注射を必要とする場合 （P211～213）, 〈別巻〉放射線診療  1章 -③  健
康影響とその管理 （P6～24）, 〈別巻〉治療法概説  1編6章  放射線療法 （P133～156）

C. 酸素療法  a . 対象の特徴 在宅看護論  5章 -Ⅱ-E-3  在宅酸素療法と看護 （P349～351）
 b . 機器の種類と原理 在宅看護論  5章 -Ⅱ-E-3  在宅酸素療法と看護 （P349～351）
 c . 合併症の予防 在宅看護論  5章 -Ⅱ-E-3  在宅酸素療法と看護 （P349～351）
 d . 安全管理と援助 在宅看護論  5章 -Ⅱ-E-3  在宅酸素療法と看護 （P349～351） 108-AM-115, 117,  

104-PM-70
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

7.  在宅における医療管
理を必要とする人と
看護

D. 人工呼吸療法（非侵襲
的換気療法）

 a . 対象の特徴 在宅看護論  5章 -Ⅱ-E-4  在宅人工呼吸療法と看護 （P351～357）
 b . 人工呼吸器の原理・構
造

在宅看護論  5章 -Ⅱ-E-4  在宅人工呼吸療法と看護 （P351～357）

 c . 気道浄化のケア 在宅看護論  5章 -Ⅱ-E-4  在宅人工呼吸療法と看護 （P351～357）
 d . 合併症の予防 在宅看護論  5章 -Ⅱ-E-4  在宅人工呼吸療法と看護 （P351～357）
 e . 在宅における安全管理
と援助

在宅看護論  5章 -Ⅱ-E-4  在宅人工呼吸療法と看護 （P351～357） 104-AM-115

E. 膀胱留置カテーテル
法

 a . 対象の特徴 在宅看護論  5章 -Ⅱ-B-3  導尿、膀胱留置カテーテルと看護 （P308～312）
 b . 合併症の予防 在宅看護論  5章 -Ⅱ-B-3  導尿、膀胱留置カテーテルと看護 （P308～312）
 c . 在宅における安全管理
と援助

在宅看護論  5章 -Ⅱ-B-3  導尿、膀胱留置カテーテルと看護 （P308～312）

F. 胃瘻、経管・経腸栄
養法

 a . 対象の特徴 在宅看護論  5章 -Ⅱ-A-4  経管栄養法と看護 （P293～299）
 b . 栄養剤の種類と特徴 在宅看護論  5章 -Ⅱ-A-4  経管栄養法と看護 （P293～299）
 c . 栄養評価 在宅看護論  5章 -Ⅱ-A-4  経管栄養法と看護 （P293～299）
 d . 合併症の予防 在宅看護論  5章 -Ⅱ-A-4  経管栄養法と看護 （P293～299）
 e . 在宅における安全管理
と援助

在宅看護論  5章 -Ⅱ-A-4  経管栄養法と看護 （P293～299）

G.中心静脈栄養法  a . 対象の特徴 在宅看護論  5章 -Ⅱ-A-5  在宅中心静脈栄養と看護 （P300～303）  
 b . 栄養剤の注入方法 在宅看護論  5章 -Ⅱ-A-5  在宅中心静脈栄養と看護 （P300～303）  
 c . 栄養評価 在宅看護論  5章 -Ⅱ-A-5  在宅中心静脈栄養と看護 （P300～303）, 老年看護学②  6章 -Ⅲ

-B-2-4-2）  水分出納のバランスと循環への負担の軽減 （P190）
 d . 合併症の予防 在宅看護論  5章 -Ⅱ-A-5  在宅中心静脈栄養と看護 （P300～303）, 老年看護学②  6章 -Ⅲ

-B-2-4-3）  合併症の予防 （P191～192）
 e . 在宅における安全管理
と援助

在宅看護論  5章 -Ⅱ-A-5  在宅中心静脈栄養と看護 （P300～303）, 老年看護学②  6章 -Ⅲ
-B-2-4-4）  日常生活行動の援助 （P192）

104-AM-72

H. 褥瘡管理  a . 褥瘡発生のリスクアセ
スメントと予防

在宅看護論  5章 -Ⅱ-F （P357～368）

 b . 褥瘡のアセスメントと
処置

在宅看護論  5章 -Ⅱ-F （P357～368） 104-PM-115

 c . 除圧・体位変換に関す
る器具の種類と選択

在宅看護論  5章 -Ⅱ-F （P357～368）

目標Ⅲ 	  地域包括ケアシステムにおける在宅看護の位置付けと看護の役割について基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

8.  療養の場の移行に伴
う看護

A. 医療機関との入退院
時の連携
105-AM-16

 a . 地域連携クリニカルパ
ス

老年看護学②  6章 -Ⅴ-C  外来における看護 （P207～211）, 在宅看護論 3章 -Ⅰ-E  継続
看護 （P105～106）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

8.  療養の場の移行に伴
う看護

A. 医療機関との入退院
時の連携
105-AM-16

 b . 外来との連携 在宅看護論  2章 -Ⅲ-C－4  事業内容 （P82～84）, 3章 -Ⅰ-D  チームケアと多職種連携 
（P103～104）, E  継続看護 （P105～106）

106-AM-68

 c . 病棟との連携 在宅看護論  2章 -Ⅲ-C－4  事業内容 （P82～84）, 3章 -Ⅰ-D  チームケアと多職種連携 
（P103～104）, E  継続看護 （P105～106）

 d . 退院支援部門との連携 老年看護学①  5章 -Ⅰ-B-2  患者・家族の自己決定を促進するための連携・協働 （P186～
187）, 老年看護学②  6章 -Ⅴ-A  高齢者と退院 （P205～206）, Ⅴ-B  退院する患者に対す
る看護の要点 （P206～207）

 e . 診療所との連携 在宅看護論  2章 -Ⅲ-C－4  事業内容 （P82～84）, 3章 -Ⅰ-D  チームケアと多職種連携 
（P103～104）, E  継続看護 （P105～106）

B. 施設との入退所時の
連携
105-AM-16

 a . 介護保険施設等の公的
施設との連携 

老年看護学①  5章 -Ⅰ-B-5  高齢者の退院支援の特徴と留意点 （P187～188）, 老年看護学
②  6章 -Ⅴ-B  退院する患者に対する看護の要点 （P206～207）, 在宅看護論  3章 -Ⅰ-D  
チームケアと多職種連携 （P103～104）, E  継続看護 （P105～106）

 b . サービス付き高齢者向
け住宅等の民間施設と
の連携 

老年看護学①  5章 -Ⅰ-B-5  高齢者の退院支援の特徴と留意点 （P187～188）, 老年看護学
②  6章 -Ⅴ-A  高齢者と退院 （P205～206）, Ⅴ-B  退院する患者に対する看護の要点 
（P206～207）, 在宅看護論 2章 -Ⅲ-C-4  事業内容 （P82～84）, 3章 -Ⅰ-D  チームケアと
多職種連携 （P103～104）, E  継続看護 （P105～106）

9.  地域包括ケアシステ
ムにおける多職種連
携

A. 行政との連携   A～Dの共通の小項目
 a . 機関・職種の役割 
 b . 双方向で行う連携の目
的と看護の役割 

社会福祉  3章 -Ⅵ-F 地域支援事業等 （P83～84）, 在宅看護論  1章 -Ⅰ-B-2-1  在宅ケアと
在宅看護 （P6）, 2章 -Ⅲ-B  地域包括ケアシステムの機能と構成 （P78～80）

B. 地域包括支援セン
ターとの連携

社会福祉  3章 -Ⅵ-F-2  地域包括支援センター （P84） 108-PM-68

C. 居宅介護支援事業所
との連携

在宅看護論  2章 -Ⅰ-B-4-1  介護保険サービス利用までの流れ （P45）, Ⅲ-E  地域包括支援
ケアシステムの実際 （P89～91）

D. 介護サービス事業所
との連携

在宅看護論  2章 -Ⅲ-E  地域包括支援ケアシステムの実際 （P89～91）

E. 住民との連携  a . ボランティア等の必要
性と連携 

公衆衛生学 2編 -4章 -F  地域包括ケアシステム （P237～238）

10.  在宅看護における
ケースマネジメン
ト／ケアマネジメ
ント

A. 看護が担うケースマ
ネジメント／ケアマ
ネジメントの概念
105-AM-118▲

 a . サービスの統合、ケア
の継続性 

在宅看護論 3章 -Ⅰ-B  ケアマネジメントの変遷 （P98～100）

 b . 残存機能の維持・向上 在宅看護論 3章 -Ⅰ-B  ケアマネジメントの変遷 （P98～100）
 c . 多様化したニーズへの
対応 

在宅看護論 3章 -Ⅰ-B  ケアマネジメントの変遷 （P98～100）

 d . 意思決定支援 在宅看護論 3章 -Ⅰ-B  ケアマネジメントの変遷 （P98～100）

B. ケースマネジメント
／ケアマネジメント
の過程
105-AM-118▲

 a . ニーズのアセスメント 在宅看護論  2章 -Ⅲ-C-4  事業内容 （P82～84）, 3章 -Ⅰ-D  チームケアと多職種連携 
（P103～104）

106-AM-66

 b . ニーズに合わせたサー
ビスの選択・計画 

在宅看護論  2章 -Ⅲ-C-4  事業内容 （P82～84）, 3章 -Ⅰ-D  チームケアと多職種連携 
（P103～104）

 c . サービスを結びつける
調整 

在宅看護論  2章 -Ⅲ-C-4  事業内容 （P82～84）, 3章 -Ⅰ-D  チームケアと多職種連携 
（P103～104）

 d . 実施、モニタリング、
評価、フィードバック 

在宅看護論  2章 -Ⅲ-C-4  事業内容 （P82～84）, 3章 -Ⅰ-D  チームケアと多職種連携 
（P103～104）

C. 社会資源の理解と活
用

 a . フォーマルサービスと
インフォーマルサービ
ス 

在宅看護論  3章 -Ⅰ-A  在宅ケアにおける社会資源 （P96～98） 108-PM-119, 105-PM-90
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看護の統合と実践

目標Ⅰ 	  看護におけるマネジメントの基本について理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

1.  看護におけるマネジ
メント

A. 看護マネジメントの
概念
108-PM-69, 
106-AM-71

 a . 看護マネジメントの定
義

〈別巻〉管理・研究・制度  1章 -Ⅰ  看護管理とは何か （P2～6）

 b . 看護組織と職務 〈別巻〉管理・研究・制度  1章 -Ⅲ  看護部門の基本的成り立ち （P12～18）
 c . 組織経営と看護　 〈別巻〉管理・研究・制度  1章 -Ⅳ  看護管理部門の基本的役割 （P19～25）

B. 医療・看護の質保証
106-PM-61

 a . 医療・看護の質と指標 基礎看護学①  4章 -Ⅱ  看護活動がもつ機能 （P157～174）
 b . 病院機能評価　 基礎看護学①  4章 -Ⅱ  看護活動がもつ機能 （P157～174）
 c . 医療・看護の標準化と
クリニカルパス　

統合と実践①マネジメント  1編 -4章 -Ⅱ  クリニカルパスの役割 （P75～79）

 d . 看護業務管理、看護の
交代勤務

基礎看護学①  4章 -Ⅱ  看護活動がもつ機能 （P157～174）

 e . 看護業務基準、看護手
順

〈別巻〉管理・研究・制度  1章 -Ⅳ-B  業務管理 （P21～23）

 f . 看護制度、看護提供シ
ステム

基礎看護学①  4章 -Ⅱ  看護活動がもつ機能 （P157～174）

 g . 診療報酬制度 〈別巻〉管理・研究・制度  3章 -Ⅱ-C  診療報酬体系と看護 （P150～158）
 h . 重症度、医療・看護必
要度

基礎看護学①  4章 -Ⅱ  看護活動がもつ機能 （P157～174）

C. 保健医療の機能分化
と連携

 a . 看護の専門性と多職種
連携

統合と実践①マネジメント  1編 -4章 -1-D チームにおける看護師の役割と責任 （P67～
69）

 b . 病床機能報告 統合と実践①マネジメント  1編4章 -1-F カンファレンスのあり方と運営方法 （P70～
71）

 c . 医療計画 統合と実践①マネジメント  1編 -2章  看護師のチームワークとコミュニケーション （P18
～45）, 4章  多職種のチームワークとコミュニケーション （P64～78）

 d . 継続看護、入・退院調
整

統合と実践①マネジメント  1編 -2章  看護師のチームワークとコミュニケーション （P18
～45）, 4章  多職種のチームワークとコミュニケーション （P64～78）

 e . 地域包括ケアシステム 統合と実践①マネジメント  1編 -2章  看護師のチームワークとコミュニケーション （P18
～45）, 4章  多職種のチームワークとコミュニケーション （P64～78）

D. 情報のマネジメント  a . 医療情報の利活用　 統合と実践①マネジメント  1編 -1章 -Ⅱ-A  情報とデータ （P9～10）

 b . 情報の公開　 統合と実践①マネジメント  1編 -1章 -Ⅱ-D  医療情報の扱い方 （P14）
 c . 個人情報の保護と管理、
診療情報等の開示

統合と実践①マネジメント  1編 -1章 -Ⅱ-D  医療情報の扱い方 （P14） 108-PM-70

 d . 診療記録等の電子化と
医療情報システム　

統合と実践①マネジメント  1編 -1章 -Ⅱ-C  医療情報の電子化 （P11～13） 107-PM-68
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

1.  看護におけるマネジ
メント

E. 医療安全のマネジメ
ント
106-PM-112, 113, 
114

 a . 安全管理体制整備と医
療安全文化の醸成

統合と実践①医療安全  1章  医療安全の基本的考え方 （P154～176） 108-PM-71, 107-PM-66

 b . 医療事故・インシデン
トレポートの分析と活
用

統合と実践①医療安全  2章  「危険の種類」別にみた医療安全対策 （P178～238） 108-AM-76

 c . 多重課題の特徴と対応 統合と実践①マネジメント  2編 -6章  多重課題への対処 （P102～111）

F. 人材育成・活用
106-AM-70

 a . 継続教育、キャリア開
発

統合と実践①マネジメント  3編 -8章 -Ⅰ-B-5  看護師としてのキャリア （P136～141）

 b . 認定・専門看護師の資
格と活動

統合と実践①マネジメント  1編 -4章 -Ⅰ-2-コラム  専門看護師，認定看護師とは… 
（P73），3編 -8章 -Ⅲ-D  スペシャリストの育成 （P144～147）

 c . 特定行為に係る看護師
の研修制度　

〈別巻〉管理・研究・制度  3章 -Ⅲ-C  看護基礎教育の目標達成と継続教育 （P203～204）

 d . 看護師等の確保、就業
継続、看護師等の届出
制度

関係法規 2章 -B 看護師等の人材確保の促進に関する法律 （P38～40） 108-PM-72

 e . 看護師等の労働安全衛
生

関係法規 9章 -B 労働安全衛生法 （P184～186） 107-PM-69

G.看護政策と行政  a . 看護政策立案の過程　 〈別巻〉管理・研究・制度  3章 -Ⅱ-A  看護行政の組織 （P133～137）
 b . 看護行政の組織と役割 〈別巻〉管理・研究・制度  3章 -Ⅱ-A  看護行政の組織 （P133～137）

目標Ⅱ 	  災害看護について基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

2.  災害と看護 A. 災害医療
107-PM-67,  
106-AM-90,  
105-AM-66,  
104-AM-120

 a . 災害の特徴　 統合と実践②災害看護学  1章 -Ⅱ 種類と特徴 （P17～21） 108-AM-78

 b . 災害と法制度　 統合と実践②災害看護学  3章 -Ⅱ-A  国の対処 （P50～61）
 c . 災害時の支援体制と医
療体制　

統合と実践②災害看護学  3章 -Ⅱ-D  わが国の災害医療体制 （P65～71）

B. 災害の種類と特徴  a . 自然災害　 公衆衛生学  2編 -10章 -C-2  災害の定義と種類 （P324～325）, 統合と実践②災害看護学 
1章 -Ⅱ-A  災害の分類 （P17～18）

 b . 人為的災害　 公衆衛生学  2編 -10章 -C-2  災害の定義と種類 （P324～325）, 統合と実践②災害看護学 
1章 -Ⅱ-A  災害の分類 （P17～18）

 c . 特殊災害　 公衆衛生学  2編 -10章 -C-2  災害の定義と種類 （P324～325）, 統合と実践②災害看護学 
1章 -Ⅱ-A  災害の分類 （P17～18）

 d . 複合災害　 公衆衛生学  2編 -10章 -C-2  災害の定義と種類 （P324～325）, 統合と実践②災害看護学 
1章 -Ⅱ-A  災害の分類 （P17～18）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

2.  災害と看護 C. 災害各期の看護
105-AM-80,
105-PM-66, 118,
104-AM-75, 118, 119,
104-PM-74, 75

 a . 災害看護の特徴　 公衆衛生学 2編 -10章 -C-3 災害発生時の対策と平常時の活動 （P325～327）, 老年看護学
① 6章 -Ⅱ-C  災害サイクルにおける看護 （P227～231）, 統合と実践②災害看護学  4章  
急性期の災害医療・災害看護活動 （P140～196）, 5章  亜急性期以後の災害医療・災害看
護活動 （P200～217）

 b . 災害各期（超急性期・急
性期・慢性期・静穏期） 
の特徴　

老年看護学① 6章 -Ⅱ-C  災害サイクルにおける看護 （P227～231）, 統合と実践②災害看
護学  4章  急性期の災害医療・災害看護活動 （P140～196）, 5章  亜急性期以後の災害医
療・災害看護活動 （P200～217）

 c . 各期における保健医療
の役割と看護　

老年看護学① 6章 -Ⅱ-C  災害サイクルにおける看護 （P227～231）, 統合と実践②災害看
護学  4章  急性期の災害医療・災害看護活動 （P140～196）, 5章  亜急性期以後の災害医
療・災害看護活動 （P200～217）

 d . 各期における要援護者
への看護　

老年看護学① 6章 -Ⅱ-C  災害サイクルにおける看護 （P227～231）, 統合と実践②災害看
護学  4章  急性期の災害医療・災害看護活動 （P140～196）, 5章  亜急性期以後の災害医
療・災害看護活動 （P200～217）

目標Ⅲ 	  グローバル化を視野に入れた国際社会における看護について基本的な理解を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

3.    国際化と看護 A. 看護における国際化
の視点
104-AM-76

 a . グローバル化と世界共
通の健康目標　

公衆衛生学 2編 -11章 国際保健 （P330～339）, 統合と実践③国際看護学  序章  今なぜ , 
国際看護学を学ぶのか （P2～8）

108-PM-73

 b . グローバル化と人間の
安全保障　

公衆衛生学 2編 -11章 国際保健 （P330～339）, 統合と実践③国際看護学  序章  今なぜ , 
国際看護学を学ぶのか （P2～8）

 c . 国家・地域間の健康格
差　

公衆衛生学 2編 -11章 国際保健 （P330～339）, 統合と実践③国際看護学  序章  今なぜ , 
国際看護学を学ぶのか （P2～8）

 d . 国際保健における日本
の役割　

公衆衛生学 2編 -11章 国際保健 （P330～339）, 統合と実践③国際看護学  序章  今なぜ , 
国際看護学を学ぶのか （P2～8）

 e . 諸外国の看護制度　 公衆衛生学 2編 -11章 国際保健 （P330～339）, 統合と実践③国際看護学  序章  今なぜ , 
国際看護学を学ぶのか （P2～8）

B. 国際社会における看
護の対象

 a . 在留外国人　 統合と実践③国際看護学  2章 -Ⅰ-C  在日外国人の増加と国内の看護活動 （P38～39），Ⅲ  
在日外国人への看護活動 （P48～62），6章 -Ⅳ  在日外国人に対する看護活動 （P206～
214）

107-AM-112

 b . 在外日本人　 統合と実践③国際看護学  2章 -B  国際化と海外における看護活動 （P37～38）
 c . 帰国日本人　 統合と実践③国際看護学  2章 -B  国際化と海外における看護活動 （P37～38）
 d . 国際協力活動を必要と
する人々・地域・組織　

統合と実践③国際看護学  2章 -Ⅱ-C  第2次世界大戦以降の国際看護活動 （P42～47），3
章  国際看護活動を推進する人と機関 （P66～98）

108-AM-77

C. 多様な文化と看護
104-PM-118, 119, 120

 a . 文化を考慮した看護　 統合と実践③国際看護学  5章  異文化理解と国際看護活動 （P118～155）
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

3.    国際化と看護 C. 多様な文化と看護
104-PM-118, 119, 120

 b . 在留外国人の保健医療
課題と看護　

統合と実践③国際看護学  5章  異文化理解と国際看護活動 （P118～155） 107-AM-113, 107-AM-114

D. 国際協力活動と看護
106-AM-72,
105-AM-67,
105-PM-67

 a . 国際機関の役割　 公衆衛生学 2編 -11章 -Ⅱ-C-2  健康問題と関連の深い国連機関 （P333～334）, Ⅲ WHO
の役割・活動 （P334～337）, 統合と実践③国際看護学

 b . 国際協力活動において
看護が果たす役割　

公衆衛生学 2編 -11章 -Ⅱ-C-2  健康問題と関連の深い国連機関 （P333～334）, Ⅲ WHO
の役割・活動 （P334～337）, 統合と実践③国際看護学

 c . 政府開発援助〈ODA〉
を通じた開発途上国援
助　

統合と実践③国際看護学 3章 -Ⅱ-A  日本の国際協力活動の全体像 （P75～80）

目標Ⅳ 	  複合的な事象において看護の知識を統合し活用できる判断能力を問う。

大 項 目 中 項 目 小 項 目 新体系看護学全書の該当箇所 過去の国家試験での出題履歴

4.   各領域（A～J）の看護
の統合

A. 基礎看護学 A～Jの中項目を 2項目以
上含む、臨地の状況に近い
複合的な事象における統合
的な問題として出題する。

本項目には、すべての内容が該当するため、個別の箇所は示しておりません。

B. 成人看護学
C. 老年看護学
D. 母性看護学
E. 小児看護学
F. 精神看護学
G.在宅看護論
H. 看護におけるマネジ
メントの基本

I. 災害と看護
J. 国際化と看護
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看護師国家試験出題基準
［新体系 看護学全書］全 73 点との対照表
Perfect Navi 2019-2020  
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meebook最大の特長は、iPad、
Windowsなど複数の機器で、
同一の教材を同期して利用でき
ることです。
meebookをお試しいただける
見本用IDを用意しております。
右記までご連絡ください。

digital@medical-friend.co.jp
http://medical-friend.co.jp/meebook.html

03-3264-6634

電子教材　meebook 

メヂカルフレンド社では、独自アプリ「meebook」で電子教材の提供を開始しました。

の問題集はスゴイことが盛りだくさん！！クマ

●編集協力／フラピエかおり
　　　　　　（株式会社Nurse Style Biz 代表取締役）
●編集／メヂカルフレンド社編集部　
●B5判 ●定価（本体 5,400円＋税）
●ISBN 978-4-8392-1638-2

●全国で700名以上に行ったアンケートでは
　実に94％の学生が「大満足！」と回答。

●テーマ毎に問題を掲載しているので
　苦手分野を確実に克服できます。

●2,400題以上の圧倒的な問題数と
　充実した解説で、徹底した試験対策ができます。

国試対策動画のご案内

『看護師国家試験問題 解答・解説』、『必修問題対策』の
編集協力：フラピエかおり先生による国試対策動画を公開中です。
国家試験対策にはもちろん、授業の参考にもお使いください。 http://www.medical-friend.co.jp/kokushi-mondaisyuu.html

看護師国家試験問題
解答・解説

2020年版

●編集協力／フラピエかおり
　　　　　　（株式会社Nurse Style Biz 代表取締役）
●編集／メヂカルフレンド社編集部
●B5判 ●定価（本体 2,300円＋税）
●ISBN 978-4-8392-1639-9

●授業での課題として低学年から使えます。

●看護師国家試験を徹底分析し、出題基準「必修問題」の
　小項目を全てドリルにしています。

●左ページでは “ドリルで学習”、
　右ページでは “過去問題と予想問題で実践練習”。
　見開きで完結しているので効率的に学習できます。

看護師国家試験パーフェクト！
必修問題対策 2020

視聴は右のQRコードを読み取るか、
下記のURLにアクセス、もしくは
「メヂカルフレンド社」で検索！

名以上に行ったアンケートでは 使えます。
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73

■専門基礎分野（19点）
人体の構造と機能① 解剖生理学 2018改訂

人体の構造と機能② 栄養生化学
疾病の成り立ちと回復の促進① 病理学
疾病の成り立ちと回復の促進② 微生物学・感染制御学
疾病の成り立ちと回復の促進③ 薬理学
疾病の成り立ちと回復の促進④
疾病と治療1　呼吸器 2019新刊

疾病の成り立ちと回復の促進⑤
疾病と治療2　循環器 2019新刊

疾病の成り立ちと回復の促進⑥
疾病と治療3　消化器 2019新刊

疾病の成り立ちと回復の促進⑦
疾病と治療4　脳・神経 2019新刊

疾病の成り立ちと回復の促進⑧
疾病と治療5　血液・造血器 2019新刊

疾病の成り立ちと回復の促進⑨
疾病と治療6　内分泌／栄養・代謝 2019 新刊

疾病の成り立ちと回復の促進⑩
疾病と治療7　感染症／アレルギー・免疫／膠原病 2019新刊

疾病の成り立ちと回復の促進⑪
疾病と治療8　運動器 2019新刊

疾病の成り立ちと回復の促進⑫
疾病と治療９　腎・泌尿器／女性生殖器 2019新刊

疾病の成り立ちと回復の促進⑬
疾病と治療10　皮膚／眼／耳鼻咽喉／歯・口腔 2019新刊

健康支援と社会保障制度① 現代医療論
健康支援と社会保障制度② 公衆衛生学 2017改訂

健康支援と社会保障制度③ 社会福祉 2019改訂

健康支援と社会保障制度④ 関係法規 2019改訂

■専門分野Ⅰ（4点）
基礎看護学① 看護学概論 2018改訂

基礎看護学② 基礎看護技術Ⅰ　　 技術動画 2018改訂

基礎看護学③ 基礎看護技術Ⅱ　　 技術動画 2018改訂

基礎看護学④ 臨床看護総論

■専門分野Ⅱ（25点）
成人看護学① 成人看護学概論・成人保健 2019改訂

成人看護学② 呼吸器 2019改訂

成人看護学③ 循環器 2019改訂

成人看護学④ 血液・造血器 2019改訂

成人看護学⑤ 消化器 2019改訂

成人看護学⑥ 脳・神経 2019改訂

成人看護学⑦ 腎・泌尿器 2019改訂

成人看護学⑧ 内分泌／栄蓑・代謝 2019改訂

成人看護学⑨ 感染症／アレルギー・免疫／膠原病 2019改訂

成人看護学⑩ 女性生殖器 2019改訂

成人看護学⑪ 運動器 2019改訂

成人看護学⑫ 皮膚／眼 2019改訂

成人看護学⑬ 耳鼻咽喉／歯・ロ腔 2019改訂

経過別成人看護学① 急性期看護：クリティカルケア 2018新刊

経過別成人看護学② 周術期看護 2018新刊

経過別成人看護学③ 慢性期看護 2018新刊

経過別成人看護学④ 終末期看護：エンド・オブ・ライフ・ケア 2018新刊

老年看護学① 老年看護学概論・老年保健 2017改訂

老年看護学② 健康障害をもつ高齢者の看護 2017改訂

小児看護学① 小児看護学概論・小児保健
小児看護学② 健康障害をもつ小児の看護
母性看護学① 母性看護概輪／ウィメンズヘルスと看護
母性看護学② マタニテイサイクルにおける母子の健康と看護
精神看護学① 精神看護学概論・精神保健
精神看護学② 精神障害をもつ人の看護

■統合分野（4点）
在宅看護論 2017改訂

看護の統合と実践① 看護実践マネジメント／医療安全
看護の統合と実践② 災害看護学
看護の統合と実践③ 国際看護学

■別巻（16点）
ヘルスプロモーション 2019新刊

臨床外科看護学Ⅰ
臨床外科看護学Ⅱ
放射線診療と看護
臨床検査
生と死の看護論
リハビリテーション看護
病態と診療の基礎
治療法概説 2017改訂

看護管理／看護研究／看護制度
看護技術の患者への適用
機能障害からみた成人看護学①
呼吸機能障害／循環機能障害
機能障害からみた成人看護学②
消化・吸収機能障害／栄養代謝機能障害
機能障害からみた成人看護学③
内部環境調節機能障害／身体防御機能障害
機能障害からみた成人看護学④
脳・神経機能障害／感覚機能障害
機能障害からみた成人看護学⑤
運動機能障害／性・生殖機能障害

■基礎科目（5点）
物理学
生物学
社会学
心理学
教育学

2019
2020

73
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	目標Ⅰ 正常な人体の構造と機能について基本的な理解を問う。
	目標Ⅱ フィジカルアセスメントおよび日常生活の営みを支える看護に必要な人体の構造と機能について基本的な理解を問う。
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	目標Ⅴ がん患者と家族の特徴を理解し看護を展開するための基本的な理解を問う。
	8. がん患者と家族への看護

	目標Ⅵ 終末期にある患者、および緩和ケアを必要とする患者と家族の特徴を理解し看護を展開するための基本的な理解を問う。
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	4. 在宅療養生活を支える看護
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