
夕学習 状況設定問題   1月２１日    組    番     氏名 

 

次の文を読み問１～問３に答えよ。（2020年メディカ①午後・精神） 

A さんは（25 歳、女性、会社員）、夫と２人暮らし。夫は１年前の結婚当初より、気に入らないこ

とがあると突然怒って、A さんに激しい暴言と身体的暴力を振るっていた。夫は暴言や暴力を

振るったあとの数日間は、Ａさんに優しくしたり、謝罪していた。Ａさんは夫は悪気があって暴

力を振るっているわけではなく、自分自身にも非があると考え、できるだけ夫の機嫌を損ねな

いように努めていた。しかし半年前、夫による身体的暴力によって重症を負ったことを契機に

A さんは常に緊張した心理状態となり、不眠が出現した。仕事中にも、夫から暴力を受けた体

験が思い出されてパニックになることが度々あり、仕事も休みがちとなった。そして、A さんは

自宅で市販の睡眠薬を過量服薬し、意識消失したところを夫が発見し、病院に救急搬送された。 

問１ 

救急部で胃洗浄と輸液療法を受けて、A さんの意識状態は改善した。自殺企図後であり、精神

科病棟に入院して治療を受けることになった。A さんは、時々、暴力を受けているときの体験

が思い出され、恐怖に満ちた表情になり、息切れ、動悸、発汗、震えなどが観察された。 

 Aさんに生じている精神疾患として最も考えられるのはどれか。 

１， 統合失調症 

２， 双極性障害 

３， 全般性不安障害 

４， 心的外傷後ストレス障害 

 

問２ 

精神科に入院後、看護師が A さんに話を聞くと、家庭内での夫からの暴言や身体的暴力があ

ったことを話した。観察上、A さんは全身に打撲痕がみられたが、夫は家庭内暴力について否

認している。Aさんは、夫との面会中は常におびえた様子である。 

 看護師の対応として最も適切なのはどれか。 

１， 夫に家庭内暴力をしてはいけないと説得する 

２， 家庭内暴力の話題には、一切触れないようにする 

３， Aさんの同意なく夫の家庭内暴力があったことを警察に通報する 

４， Aさんに配偶者暴力相談支援センターの利用に関する情報提供を行う 

 

 

 

 

 

 



問３ 

入院して１週間後、主治医の指示により A さんとの面会は制限された。A さんに対して、選択

的セロトニン再取り込み阻害薬による薬物療法が開始された。A さんは、夜間に夫からの暴力

体験を思い出して心理的苦痛が増強することがしばしばあり、緊張が持続している。 

 看護師の対応として最も適切なのはどれか。 

１， Aさんを刺激せずに見守る 

２， Aさんの緊張感が強いときに腹式呼吸を一緒に行う 

３， 夫の暴力体験の内容について Aさんに言語化を促す 

４， 選択的セロトニン再取り込み阻害薬の増量について主治医と相談する 

 

次の文を読み問４～問６に答えよ。（2020年メディカ①午後・精神） 

Aさん（84歳、女性）は、夫（８３歳）と２人暮らし。パーキンソン病のため５年前から寝たきりと

なり、日中はベッドで過ごすこと多く、食事やトイレは夫の介助で車いすに移乗して済ませてい

る。障害高齢者の日常生活自立度ランク B で、要介護４。訪問介護を毎日２回と訪問看護を週

に１回利用している。訪問介護職員には、食事時の介助、排泄ケア、入浴支援を受けている。訪

問看護では健康管理と服薬管理を受けている。夫は、訪問介護員がいない時間の食事介助、

排泄の介護を担っている。娘が1人いるが、Aさん宅から３０分ほどの距離に生活しており、仕

事をもっている。 

問４ 

訪問看護予定日の朝に、訪問介護員から訪問看護師に対して「A さんの夫が発熱しているよう

だ」と連絡があった。訪問時に訪問看護師が Aさんについて確認することにして最も優先度が

高いのはどれか。 

１， Aさんの飲水量 

２， Aさんの皮膚の状態 

３， Aさんの発熱の有無 

４，Aさんのオン・オフ現象 

 

問５ 

A さんの夫は、医療機関を受診したところ肺炎と診断され、入院することになった。夫から訪

問看護師に、自分の入院中は A さんが短期入所を利用できるようにして欲しいと連絡があっ

た。Aさんも夫と同様に短期入所の利用を希望している。 

 訪問看護師が今から連携・調整する職種として最も優先されるのはどれか。 

１， 訪問介護員 

２， 介護支援専門員 

３， 短期入所先の看護師 

４， 夫の入院する病院の医師 



問６ 

Aさんの夫は順調に回復して退院した。Aさんは短期入所から自宅療養生活に戻ることになっ

た。しかし、Aさんから「日ごろの夫への介護負担を減らせるようにしたい」と相談があった。夫

は「現状のままでいい」と言っている。 

このとき、訪問看護師が提案する内容として最も適切なのはどれか。 

１， 訪問入浴サービスの利用 

２， 介護老人保健施設への入所 

３， 特別養護老人ホームへの入所 

４， 週に何回かの通所介護利用 

 

次の文を読み問７～問９に答えよ。（2020年メディカ①午後・在宅） 

A さん（70 歳、女性）。肺気腫で入院し、在宅酸素療法（１L/分、２４時間持続）の適応となり、１

週間後に退院予定である。要介護１の認定を受けている。夫と２人暮らしをしており、長女が隣

県に住んでいる。入院前は通所介護を週に２回利用していた。 

問７ 

病棟看護師が行う Aさんと夫、長女への退院指導で最も適切なのはどれか。 

１， 退院後は Aさんの炊事を禁止する 

２， 入浴の際は、酸素吸入を中止するよう伝える 

３， 呼吸困難が増強した場合、酸素流量を変更してよいと説明する 

４， 手洗いと含嗽について夫と長女にも指導する 

 

問８ 

Aさんは退院後も通所介護の利用を希望している。 

Aさんのサービス担当者会議で検討する内容で最も優先度が高いのはどれか。 

１， 長女との同居 

２， 訪問診療の導入 

３， 通所介護の利用回数 

４， Aさん１人での外出の可否 

 

問９ 

その後Aさんは退院した。Aさんが居住している地域で２週間後に日中３時間の停電が予定さ

れている。停電に向けた対応で最も適切なのはどれか。 

１， 吸引器の準備 

２， 医療機関への入院 

３， 自家発電機の購入 

４， 携帯用酸素ボンベの確認 



次の文を読み問１０～問１２に答えよ。（2020年 110回さわ午前・成人） 

A さん（58 歳、男性）は公務員で妻との２人暮らしである。８年前に慢性肺気腫を指摘された

が禁煙ができないため病状が改善されず６回の入院歴がある。本日、呼吸困難感が強度とな

ったため妻と来院した。下肢浮腫と頚静脈怒張もみられたため緊急入院となった。今でも１日

２０本の喫煙を続けている。A さんは「肺の病気でどうして足がむくんでるんですか」と不思議

そうにしている。 

問１０ 

Aさんお現在の状態に最も当てはまるのはどれか。 

１， 肺性心 

２， 敗血症 

３， CO２ナルコーシス 

４， 急性呼吸窮迫症候群 

 

問１１ 

入院と同時にフロセミドの内服が開始となった。１週間が経過したが浮腫の改善がみられない

ため、看護師が A さんに薬の内服状況の確認をしたところ、「トイレがちかくて面倒くさいから

のんでいない」と答えた。呼吸困難感は増悪しており、本日の動脈血ガス分析の結果、PaO２ 

５４ｍｍＨｇ、ＰａＣＯ２６８ｍｍＨｇ、胸部レントゲンにおいて心胸比（ＣＴＲ）７２％であった。 

 現在のＡさんに必要なのはどれか。 

１， マスクによる酸素吸入 

２， 中心静脈カテーテル留置 

３， 人工呼吸器による酸素吸入 

４， スワンガンツカテーテル留置 

 

問１２ 

治療の効果がありＰａＯ２９１ｍｍＨｇ、ＰａＣＯ２４６ｍｍＨｇまで改善したため、心不全治療優先

しておこなうことになった。A さんには ACE 阻害薬、β遮断薬、利尿薬、ジギタリスが処方さ

れている。 

 β遮断薬を使用する主たる目的はどれか。 

１， 利尿作用 

２， 心筋の収縮力増強 

３， 交感神経系の抑制 

４， 低カリウム血症の補正 

 

 

 



次の文を読み問１３～問１５に答えよ。（2020年 110回さわ午前・成人） 

A さん（49 歳、女性）は夫と２人の子供との４人暮らしで保育士をしている。以前から C 型肝

炎を指摘されていたが、今回は浮腫・腹水が強度で入院加療をおこなうことになった。AST３

９０IU/L、ALT２８６IU/L、アルブミン２．８ｇ/dL、白血球４８００/uL、赤血球２９４万/uL、ヘ

モグロビン９．８ｇ/dL、血小板１０，５万/uL、アンモニア１４４μｇ/dL。身長１５８ｃｍ、体重５２ｋ

ｇ（１週間で４ｋｇ増加）「苦しくて身の置き所がありません」と涙ぐんでいる。 

問１３ 

入院時に Aさんに提供される食事として適切なのはどれか。 

１， 塩分８ｇ/日 

２， 水分１８００ｍL/日 

３， タンパク質２５ｇ/日 

４， エネルギー１２００Ｋｃａｌ/日 

 

問１４ 

Aさんに現在みられている症状の中で、肝硬変に関係があるのはどれか。 

１， 尿閉 

２， 徐脈 

３， 弛緩性便秘 

４， クモ状血管腫 

 

問１５ 

Aさんの肝性脳症予防として誤っているのはどれか。 

１， 浣腸 

２， ラクツロース与薬 

３， 難吸収性抗菌薬与薬 

４， 芳香族アミノ酸与薬 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



次の文を読み問１６～問１８に答えよ。（2020年 110回さわ午前・成人） 

A さんは（９５歳、女性）は、２年前に認知症と診断された。長男夫婦と同居し、訪問看護や通所

介護を利用しながら生活している。慢性腎不全のため通院しており、医師からは「そろそろ透

析の導入を検討する時期です」と言われている。 

問１６ 

認知症が進行し、介護や通院が困難になったため、長男夫婦より訪問看護師に施設入所の相

談あった。このときの対応で最も適切なのはどれか。 

１， 人工透析設備をもつ病院への入院を勧める 

２， このまま在宅生活が継続できるよう地域センターに助言を求める 

３， 長男夫婦を含めたサービス担当者会議の開催を介護支援専門員に相談する 

４， 人工透析患者を受け入れる施設が少ないので施設入所は諦めるよう説得する 

 

問１７ 

A さんは介護老人福祉施設に入所することとなった。入所２日目の夕方ごろ「そろそろ家に帰

ります」といって歩き出した。職員がとめようとすると興奮しはじめた。 

このときの施設の看護師の対応で適切なのはどれか。 

１， しばらくの間一緒に歩く 

２， 施設利用者と話すよう促す 

３， 証明をすべて落として暗くする 

４， 問題行動ではないので対応しない 

 

問１８ 

A さんは腎機能の悪化が進行し、医師から内シャント造設術を提案された。長男夫婦は「透析

をしないとリスクがあるのはわかるのですが、母は以前に透析は絶対にしたくないと言ってき

たので、どうしたらいいにか困っています」と話している。 

看護師の対応で適切なのはどれか。 

１， 年齢を考慮し透析導入を中止するよう提案する 

２， 長男夫婦の意見を最優先し今後の方針を決定する 

３， 認知症で透析導入が難しいので腎移植の検討を勧める 

４， 透析を導入した場合の負担や透析導入をおこなわなかった場合の経過で分からないこと

はないか確認する 

 

 

 

 

 



次の文を読み問１９～問２１に答えよ。（2020年 110回さわ午前・小児） 

A 君（２歳６か月、男児）は３日間から発熱し、近くの小児科を受診し様子をみていた。昨夜から

眼球結膜の充血と腹部に不定形の発疹が出現し、川崎病（MCLC）と診断され入院となった。

入院時、体温 38.5℃、呼吸数３６/分、脈拍数１２０/分であった。 

問１９ 

入院時の A君の観察で優先度が低いのはどれか。 

１， 皮膚の出血班 

２， 手足の硬性浮腫 

３， 頸部リンパ節の腫脹 

４， 口唇の発赤とイチゴ舌 

 

問２０ 

血液検査の結果、白血球２３０００/ｍｍ３、血小板３２００００/mm3、ＣＲＰ５．６ｍｇ/dLであった。

免疫グロブリン製剤の静脈内注射とアスピリン内服併用療法がおこなわれたが、アスピリンは

今後も継続して内服する予定である。 

その理由として適切なのはどれか。 

１， 発熱予防 

２， 血液凝固の促進 

３， 眼球結膜の充血予防 

４， 冠動脈瘤の発症予防 

 

問２１ 

心エコー検査で冠動脈病変は認められず退院となった。 

説明で適切なのはどれか 

１， 運動制限がある 

２， 塩分制限の食事とする 

３， 変化がなければ受診の必要はない 

４， 予防接種は半年以上経過実施する 

 

 

 

 

 

 

 

 



次の文を読み問２２～問２４に答えよ。（2020年 110回さわ午前・小児） 

Aさん（２９歳、初産婦）は、妊娠３９週 0日で２９００ｇの女児を正常分娩した。母乳栄養を希望

しており、妊娠中から乳房ケアをおこなっていた。 

問２２ 

産褥１日目。母子同室が開始され初回授乳をおこなうことになった。乳房はⅡa 型でやや短乳

頭である。乳汁分泌はみられない。 

１，「哺乳量をはかりましょう」 

２，「乳頭は浅く含ませましょう」 

３，「左右両方の乳房を吸わせましょう」 

４，「１回当たりの１時間程度吸ってもらいましょう」 

 

問２３ 

産褥３日目に訪室すると、「授乳しようとしても嫌がって飲みません。昨日までは飲めていたの

ですが、どうしたのでしょうか。」と訴える。授乳の様子を観察すると、乳頭を口に含むがうまく

吸啜できずに啼泣する。何度も吸啜させようと Aさんが試みるうちに啼泣は大きくなり激しく

なっていった。乳輪部も緊満が見られ、乳管口の開口数は左右４本ずつあり、移行乳がみられ

る。授乳回数は自律授乳で昨日１５回、その後２４時間では１３回直接授乳している。児の 

体重減少率は４．６％、排尿は 8回/日、排便は３回/日である。バイタルサインに問題はない。 

 児が吸啜できなくなったと考えられる原因はどれか。 

１， 乳輪部の緊満 

２， 児の体重の減少 

３， 授乳回数の減少 

４， 乳汁の分泌量の低下 

 

問 24 

産褥５日目。A さんは「だいぶ上手に飲めるようになってきました。授乳後に胸がすっきりする

感じがあります。１日１０回くらいの授乳回数に減ってきました。退院後はどうすればよいでし

ょうか」と話す。児の体重は２９２０ｇである。 

看護師の説明で適切なのはどれか。 

１，「授乳後に乳房を冷やしましょう」 

２，「間隔を３時間ごとにあけていきましょう」 

３，「いまのままの授乳で様子を見ていきましょう」 

４，「授乳後はすっきりするまで毎回搾乳しましょう」 

 


