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 なすもし トライアル 午前問題 17

必
修
問
題

科目・出題基準

問題のテーマ

必修 

チアノーゼは皮膚が暗紫色に見える状態で、低酸素血症の所見です。酸素
と結合していない脱酸素化ヘモグロビン（還元ヘモグロビン）が 5 g/dL 以上
になると出現します。

1	○	 チアノーゼを観察しやすいのは、爪
そう

床
しょう

（爪）、口唇、口腔粘膜、耳
じ

朶
だ

（耳たぶ）などです。
	 	 これらの部位は毛細血管が豊富なため、色調の変化が分かりやすく、

観察に適しています。

2	×	 毛髪でおおわれている頭皮は、観察に適しません。

3	×	 中耳は外から観察することができません。
	 	 中耳は、鼓膜の奥の部分です。

4	×	 腹部は通常、衣服におおわれるため観察に適しません。

この問題で確認したいこと
チアノーゼを観察しやすい部位を理解しているか。

正解　1

解説
教科書 	系看	呼吸器［最新］p.56-
57、［旧］p.57

チアノーゼを観察しやすい部位
チアノーゼを最も観察しやすい部位はどれか。

1． 爪床
2． 頭皮
3． 中耳
4． 腹部

16

必修問題―目標Ⅲ―11．疾患と徴候―A．主要な症状と徴候―i．チアノーゼ

もう一歩アドバンス！
貧血ではチアノーゼになりにくい

貧血の患者は、低酸素血症でもチアノーゼが出現しにくいため、注意
が必要です。ヘモグロビンの量が減少する貧血では、ヘモグロビンの一
種である脱酸素化ヘモグロビンの量も減少していて、5 g/dL 以上になり
づらいためです。

 なすもし トライアル 午前問題 17

必
修
問
題

科目・出題基準

問題のテーマ

必修 

チアノーゼは皮膚が暗紫色に見える状態で、低酸素血症の所見です。酸素
と結合していない脱酸素化ヘモグロビン（還元ヘモグロビン）が 5 g/dL 以上
になると出現します。

1	○	 チアノーゼを観察しやすいのは、爪
そう

床
しょう

（爪）、口唇、口腔粘膜、耳
じ

朶
だ

（耳たぶ）などです。
	 	 これらの部位は毛細血管が豊富なため、色調の変化が分かりやすく、

観察に適しています。

2	×	 毛髪でおおわれている頭皮は、観察に適しません。

3	×	 中耳は外から観察することができません。
	 	 中耳は、鼓膜の奥の部分です。

4	×	 腹部は通常、衣服におおわれるため観察に適しません。

この問題で確認したいこと
チアノーゼを観察しやすい部位を理解しているか。

正解　1

解説
教科書 	系看	呼吸器［最新］p.56-
57、［旧］p.57

チアノーゼを観察しやすい部位
チアノーゼを最も観察しやすい部位はどれか。

1． 爪床
2． 頭皮
3． 中耳
4． 腹部

16

必修問題―目標Ⅲ―11．疾患と徴候―A．主要な症状と徴候―i．チアノーゼ

もう一歩アドバンス！
貧血ではチアノーゼになりにくい

貧血の患者は、低酸素血症でもチアノーゼが出現しにくいため、注意
が必要です。ヘモグロビンの量が減少する貧血では、ヘモグロビンの一
種である脱酸素化ヘモグロビンの量も減少していて、5 g/dL 以上になり
づらいためです。

「なすもし」は、教科書を使って
効率的な国家試験対策ができる模擬試験です。

なすもしの解説集なら、『系統看護学講座』の該当ページが分かります。
だから学生が、自分で教科書に戻って復習できるようになります。
また、先生方の個別の質問対応へのご負担を軽減できます。

問題1問1問の解説に、医学書院『系統看護学講座』のページを入れ
ました。どんな学生も最適な場所に
立ち返って復習できます。

教科書での復習を勧めるけれど、実際に行っている学生はわずか

模擬試験
解説集

出題

教科書

どこを見ればいいか
分からない……
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立ち返る場所が分からず、復習できない

国家試験同様、教科書
などに基づいて出題

なすもし
模擬試験

系統看護学
講座

教科書

教科書の該当箇所に
立ち返って復習

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　呼吸器より なすもし解説集より



　　マークシートを受け取ったら、す
ぐに採点し、結果をいち速くメール
します。

A
採点が遅くて、効果的な復習の時
期を逃してしまう

先生の声

　　学生が合格するために必要なこ
とが分かる成績表を開発中です。
A学生は成績表をよく見ていなくて、

弱点が克服できないみたい

先生の声

　　つまづきやすいポイントに的を
しぼった解説で、正誤の理由がクリ
アになります。

A先生の声
対策が必要な学生ほど、解説集を
読んでもよく分からないみたい

学生さんにも先生方にもお役立ていただけるものに
していきたいので、ぜひご要望をお聞かせください！

看護師国家試験に精通し、作問経験の豊
富な執筆陣による出題。だから国試のレ
ベルに合った良問を出題できます。

POINT 1

POINT 2
解説の1行目に、まず正文があります。文
章を読むのが苦手な学生でも理解しやす
いつくりです。

POINT 3
「イメージをつかむ」「国試対策アドバイ
ス」「おぼえ方」「よりみちトーク」「もう一
歩アドバンス！」の5種類のコラムで、知識
の定着をサポートします。

「なすもし」は、先生方の声を
形にする模擬試験です。

編 集 中 の 解 説 集 を 見 せ ！ち ょい

アンケート受付中

 なすもし トライアル 午前問題 55

母
性
看
護
学

科目・出題基準

問題のテーマ

梅毒は、性的な接触（他人の粘膜や微細な外傷のある皮膚に直接触れるこ
と）を通じて感染する性感染症です。

1 × 終生免疫を獲得しない感染症です。
  適切な予防をしないと再感染リスクが高い疾患です。

2 ○ ペニシリン系抗菌薬が有効です。
  細菌の一種である梅毒トレポネーマを病原体としています。治療は、

感染の可能性のあるパートナー等と一緒に行うことが重要です。

3 × 感染経路ごとの報告数は、異性間性交渉で感染した男性が最も多いで
す。

  次に多いのが、異性間性交渉で感染した女性、その次が同性間性交渉
で感染した男性です。

4 × 平成 12年以降、梅毒報告数は増加傾向にあります。
  平成 29（2017）年の年間累積報告数は、5826 件です。

この問題で確認したいこと
梅毒の特徴や治療法、発生動向を理解しているか

正解　2

解説
教科書  母性概論［最新］p.259-
261

母性 2 梅毒
日本の梅毒について正しいのはどれか。

1． 梅毒は終生免疫を獲得する感染症である。
2． 治療の第一選択薬は、ペニシリン系抗菌薬である。
3． 同性間性交渉で感染した男性が最も多い。
4． 平成 12（2010）年以降、報告数は減少傾向である。

母性看護学―目標Ⅱ―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―
e．性感染症＜STI＞

よりみちトーク

ええ！　梅毒って昔の病気だと思っ
てました。どうしてなんでしょう？

どんな症状かわかってなかったら、
もしかしたら気がつかないかも……。

梅毒は20歳代の女性の感染が最近すごく増えているの。

コンドームを正しく使うことが予防になる
けれど、それが行われていないのかもね。

そうね。早期に治療すれば治るけど、症状が出る
までに時間がかかるから、なかなか治療に結びつ
かないこともあるの。自分だけは大丈夫と思わず
に検査にいく勇気も必要ね。もっとみんなに予防
法や治療法を知ってもらうことも大事よね……。
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