
新型コロナ感染症と看護教育に関連する国内外の文献 

 

新型コロナウィルス感染症のパンデミックが続いている状況において、日本看護学教育学会教育制度委員会は、新型コロナウィルス感染症と

看護基礎教育・継続教育に関連する国内外の文献を検索し、文献リストとして会員に情報提供することを目的として本事業を実施した。日本語

文献および英語の文献について、以下の方法で検索し、文献リストを作成した。検索期間は、2020年 4月から 2021年 3月までに出版された文

献を対象とした。 

 

【日本語文献の検索方法】 

日本語文献の検索には医学中央雑誌を用いて、COVID-19 と看護基礎教育および看護継続教育に関連する文献を検索した。検索に用いた

キーワードは、（新型コロナウィルス or COVID-19）AND（看護教育 or 看護基礎教育 or 看護継続教育）とし、会議録を除き、本文、抄録があ

る文献とした。 

その結果、83件の文献が検索された。このうち 2名の委員がタイトル・抄録内容を検討し、文献リスト作成の目的に内容が一致していると合意

した 61件の文献を以下に紹介する。  

 

 

日本語文献リスト(看護基礎教育)（2020年 4月から 2021年 3月出版） 

論文タイトル 著者 収録誌 論文の種類 

保健師教育課程の教育評価 コロナ禍における遠隔(Web)ツー

ルを活用した公衆衛生看護学実習プログラムの実践 

若杉 早苗(聖隷クリストファー大学 看護学部), 仲

村 秀子, 伊藤 純子, 遠山 大成, 川村 佐和子 

聖隷クリストファー大

学看護学部紀要 29 号 

Page93-106 

(2021.03) 

解説 



 2 

母性看護学領域における視聴覚教材の活用と双方向型遠隔教育

の実践 

室加 千佳(聖隷クリストファー大学 看護学部), 黒

野 智子, 神崎 江利子, 村松 美恵, 藤本 栄子 

聖隷クリストファー大

学看護学部紀要 29 号 

Page85-91 

(2021.03) 

解説 

慢性看護学実習における遠隔実習プログラムの構築と実践 
河野 貴大(聖隷クリストファー大学 看護学部), 大

山 末美, 兼子 夏奈子, 長山 有香理, 本田 彰子 

聖隷クリストファー大

学看護学部紀要 29 号 

Page77-84 

(2021.03) 

解説 

COVID-19 流行下における統合実習(慢性看護学領域)の展開と

課題 

兼子 夏奈子(聖隷クリストファー大学 看護学部), 

河野 貴大, 大山 末美, 長山 有香理, 本田 彰子 

聖隷クリストファー大

学看護学部紀要 29 号 

Page65-75 

(2021.03) 

解説 

慢性看護学の遠隔授業構築プロセスと実践 
大山 末美(聖隷クリストファー大学 看護学部), 兼

子 夏奈子, 河野 貴大, 長山 由香里, 本田 彰子 

聖隷クリストファー大

学看護学部紀要 29 号 

Page55-63 

(2021.03) 

解説 

急性期看護学実習における遠隔実習の実際と今後の課題 

氏原 恵子(聖隷クリストファー大学 看護学部), 藤

浪 千種, 乾 友紀, 寺田 康祐, 伊東 千世子, 大石 

ふみ子 

聖隷クリストファー大

学看護学部紀要 29 号 

Page45-53 

(2021.03) 

解説 

成人看護学における看護過程演習の遠隔授業による展開 
乾 友紀(聖隷クリストファー大学 看護学部), 大山 

末美, 氏原 恵子, 兼子 夏奈子, 藤浪 千種, 河野 

聖隷クリストファー大

学看護学部紀要 29 号 

Page35-43 

解説 
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貴大, 寺田 康祐, 伊東 千世子, 長山 有香理, 本

田 彰子, 大石 ふみ子 

(2021.03) 

成人看護学における映像システムの活用状況と課題 

藤浪 千種(聖隷クリストファー大学 看護学部), 河

野 貴大, 寺田 康祐, 大石 ふみ子, 乾 友紀, 氏原 

恵子, 大山 末美, 兼子 夏奈子, 本田 彰子, 長山 

有香理, 伊東 千世子 

聖隷クリストファー大

学看護学部紀要 29 号 

Page27-33 

(2021.03) 

解説 

統計学の本質に立ち返り身体化して学ぶ 新型コロナウイルス

禍の下での遠隔教育の試み 
守山 正樹(日本赤十字九州国際看護大学) 

日本赤十字九州国際看

護大学紀要 19 号 

Page17-26 

(2021.03) 

解説 

ICT を活用した看護学 OSCE の試み 

山波 真理(茨城県立医療大学 保健医療学部看護学

科), 中村 博文, 高村 祐子, 大江 佳織, 笠井 久

美, 渡辺 忍, 吉良 淳子 

茨城県立医療大学紀要

26 巻 Page73-86 

(2021.03) 

解説 

在宅看護学における応用実践力の向上にむけた取り組み with 

COVID-19 

佐野 ちひろ(大和大学 保健医療学部), 奈古 由美

子 

大和大学研究紀要(保

健医療学部編)7 巻 

Page45-46 

(2021.03) 

研究 

2020 年度助産学実習における助産学生の社会人基礎力の変化

(第 1 報) オンライン実習および学内実習を通して 

上田 恵(大和大学 保健医療学部看護学科), 稲葉 

弥恵子 

大和大学研究紀要(保

健医療学部編)7 巻 

Page9-15 

(2021.03) 

研究 

新型コロナウイルス感染拡大下の在宅支援論実習 遠隔実習の

試み 

和田 惠美子(京都看護大学), 武田 未央, 内貴 千

里 

京都看護 5 巻 Page37-

45 
研究 
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(2021.03) 

コロナ禍の同時双方向型遠隔授業における看護系大学生の受講

状況の実態 学年別の比較 

中森 美季(京都看護大学), 山本 典孝, 高橋 康子, 

千葉 陽子 

京都看護 5 巻 Page15-

24 

(2021.03) 

研究 

看護基礎教育課程における「看護論理」の授業の効果と課題 
矢吹 明子(朝日大学 保健医療学部看護学科), 須賀 

京子 

朝日大学保健医療学部

看護学科紀要 27 号 

Page32-38 

(2021.03) 

研究 

新型コロナウイルス感染症拡大状況下における母性看護学演習

の実践報告 

桑原 まゆみ(宮崎大学 医学部看護学科子育て世代・

子ども健康看護科学講座), 永瀬 つや子, 松岡 あ

やか, 山崎 圭子, 金子 政時 

南九州看護研究誌 19

巻 1 号 Page11-16 

(2021.03) 

解説 

2020 年度前期オンライン学習期間における学部老年看護学関

連科目の演習報告 

亀井 智子(聖路加国際大学 大学院看護学研究科), 

川上 千春, 河田 萌生, 江藤 祥恵, 猪飼 やす子 

聖路加国際大学紀要 7

巻 Page195-200 

(2021.03) 

解説 

【学士】基礎看護技術実習におけるオンライン実習の取り組み 

新型コロナウイルス感染拡大下での新たな学びのかたち 

鈴木 彩加(聖路加国際大学 大学院看護学研究科), 

小布施 未桂, 猪飼 やす子, 森田 誠子, 田中 加

苗, 上 知子, 樋勝 彩子, 亀田 典宏, 佐居 由美, 

縄 秀志 

聖路加国際大学紀要 7

巻 Page183-188 

(2021.03) 

解説 

コロナ禍におけるコミュニケーション実習 動画を通して学ぶ

患者とのコミュニケーション 

樋勝 彩子(聖路加国際大学 大学院看護学研究科), 

鈴木 彩加, 田中 加苗, 亀田 典宏, 縄 秀志, 佐居 

由美, 小布施 未桂, 猪飼 やす子, 森田 誠子 

聖路加国際大学紀要 7

巻 Page177-182 

(2021.03) 

解説 

COVID-19 のパンデミックにおける統合科目(基礎看護学)の取

り組み 遠隔授業での実践 

小布施 未桂(聖路加国際大学 大学院看護学研究

科), 縄 秀志, 鈴木 彩加, 加藤木 真史, 樋勝 彩

聖路加国際大学紀要 7

巻 Page171-176 
解説 
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子, 猪飼 やす子, 田中 加苗, 三浦 友理子, 亀田 

典宏 

(2021.03) 

オンライン学習教材を活用した事例検討の実践と課題 2020 年

度「急性・クリティカルケア論」 実践報告 

牧野 晃子(聖路加国際大学 大学院看護学研究科), 

中田 諭, 山本 加奈子, 吉田 俊子 

聖路加国際大学紀要 7

巻 Page154-158 

(2021.03) 

解説 

コロナ禍における「学士看護展開論実習」 病棟実習困難下に

て、いかに臨床を伝えるか 

佐居 由美(聖路加国際大学 大学院看護学研究科), 

西野 理英, 猪飼 やす子, 小布施 未桂, 縄 秀志, 

樋勝 彩子, 鈴木 彩加, 亀田 典宏, 大谷 優加子 

聖路加国際大学紀要 7

巻 Page148-153 

(2021.03) 

解説 

聖路加国際大学における COVID-19 対策と学生支援 

小山田 恭子(聖路加国際大学 大学院看護学研究

科), 小林 京子, 吉田 俊子, 麻原 きよみ, 中島 

薫 

聖路加国際大学紀要 7

巻 Page126-130 

(2021.03) 

解説 

看護学部 PCC Nursing 論の遠隔授業による取り組み 看護職に

おける People-Centered Care の実践例を伝える 

高橋 恵子(聖路加国際大学 大学院看護学研究科), 

中村 めぐみ, 射場 典子, 森田 誠子, 大田 えり

か, 浅田 美和, 佐々木 佳子, 包國 幸代, 笹山 桐

子 

聖路加国際大学紀要 7

巻 Page109-114 

(2021.03) 

解説 

コロナ禍における在宅学習としての日常生活援助の実技練習の

取り組み 

緒方 優(聖路加国際大学 大学院看護学研究科), 佐

居 由美, 縄 秀志, 樋勝 彩子, 鈴木 彩加, 田中 

加苗, 亀田 典宏 

聖路加国際大学紀要 7

巻 Page103-108 

(2021.03) 

解説 

オンデマンド看護過程展開とハイブリッド基礎看護学実習のた

めの看護教育方法の提案 

中村 昌子(共立女子大学 看護学部), 櫻井 美奈, 

山住 康恵, 竹安 晶子, 畑山 律子, 中原 るり子 

共立女子大学看護学雑

誌 8 巻 Page45-53 

(2021.03) 

解説 

本学看護学部における新型コロナウイルス感染症にかかる対応 

2020 年 2 月～12 月の学部運営から 

鎌田 佳奈美(摂南大学 看護学部), 田中 結華, 森

谷 利香, 井田 歩美, 富永 真己, 眞野 祥子, 佐久

摂南大学看護学研究 9

巻 1 号 Page29-37 
解説 
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間 夕美子, 稲垣 美紀, 小堀 栄子, 松田 千登勢, 

池田 友美 

(2021.03) 

COVID-19 禍における遠隔授業の実践報告 単元「分娩介助技

術」に取り入れた反転授業の振り返り 

但馬 まり子(摂南大学 看護学部看護学科), 飯田 

恵子, 井田 歩美 

摂南大学看護学研究 9

巻 1 号 Page21-28 

(2021.03) 

解説 

対話型オンライン学修を用いた在宅看護学実習の取り組みと評

価 COVID-19 感染予防対策を契機に実装した教育システム発

展のために 

岡田 麻里(香川県立保健医療大学 保健医療学部看

護学科), 片山 陽子, 諏訪 亜季子 

香川県立保健医療大学

雑誌 12 巻 Page57-65 

(2021.03) 

研究 

臨地実習時間の短縮に伴う動画を用いた学内実習における教育

方法についての報告 在宅看護実習での学生アンケート結果か

ら 

山口 裕子(熊本保健科学大学 保健科学部看護学

科), 村瀬 美香, 松本 佳代, 緒方 直子, 田中 清

美 

熊本保健科学大学研究

誌 18 号 Page103-115 

(2021.03) 

研究 

初年次基礎教育科目における予習課題および復習、Google 

Classroom を使用した小テストの学生の実施状況および学生か

らの評価 

藤田 優一(武庫川女子大学 看護学部), 清水 佐知

子, 池田 七衣, 久山 かおる, 心光 世津子, 杉浦 

圭子, 田丸 朋子, 布谷 麻耶, 本間 裕子 

武庫川女子大学看護学

ジャーナル 6 巻 

Page69-77 

(2021.03) 

研究 

助産診断技術論演習における遠隔授業のシミュレーション教育

の取り組み 
野口 睦美(神戸女子大学 看護学部), 牛越 幸子 

神戸女子大学看護学部

紀要 6 巻 Page39-45 

(2021.03) 

解説 

分娩介助技術習得に向けた遠隔授業に備えた取り組み ポスト

コロナを見据えた視聴覚教材の作成 

冨田 英里子(神戸女子大学 看護学部), 野口 睦美, 

牛越 幸子 

神戸女子大学看護学部

紀要 6 巻 Page25-28 

(2021.03) 

解説 

新型コロナウイルス感染拡大下で看護学実習に臨む学生の思い 
高岡 寿江(佛教大学 保健医療技術学部看護学科), 

石堂 たまき, 藪下 八重 

保健医療技術学部論集

15 号 Page55-68 
研究 
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(2021.03) 

オンラインでの母性看護学実習における学習効果 
早瀬 麻子(佛教大学 保健医療技術学部看護学科), 

木下 純子, 田尻 后子 

保健医療技術学部論集

15 号 Page29-44 

(2021.03) 

研究 

新型コロナウィルス禍の学内統合看護実習評価 学生アンケー

ト結果から 

太田 晴美(東北文化学園大学 医療福祉学部看護学

科), 大崎 真, 早坂 笑子 

東北文化学園大学看護

学科紀要 10巻 1 号 

Page27-42 

(2021.03) 

研究 

オンデマンド配信による遠隔授業実施に至る取り組み 
村上 大介(東北文化学園大学 医療福祉学部看護学

科), 祥雲 直樹, 大崎 真 

東北文化学園大学看護

学科紀要 10巻 1 号 

Page17-25 

(2021.03) 

研究 

在宅看護における異学年交流授業の教育効果の検討 
作山 美智子(東北文化学園大学 医療福祉学部看護

学科), 安藤 莉香, 小笠原 喜美代, 仙石 美枝子 

東北文化学園大学看護

学科紀要 10巻 1 号 

Page9-15(2021.03) 

研究 

【災害看護教育の現在-東日本大震災から 10 年を経て】オンラ

インシミュレーションで思考力を育てる災害看護教育 トリア

ージと避難所運営シミュレーション 

野島 敬祐(京都橘大学 看護学部) 

看護教育 62巻 3 号 

Page0238-0246 

(2021.03) 

解説 

「ウィズコロナ時代」の助産師養成機関の対応とは 県立広島

大学の対応を振り返って 

宮下 ルリ子(県立広島大学 助産学専攻科), 奥山 

葉子 

助産雑誌 75巻 2 号 

Page120-123 

(2021.02) 

解説 
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「ウィズコロナ時代」の助産師養成機関の対応とは 聖路加国

際大学の対応を振り返って 

馬場 香里(聖路加国際大学 大学院ウィメンズヘル

ス・助産学専攻上級実践コース), 宍戸 恵理, 蛭田 

明子, 片岡 弥恵子 

助産雑誌 75巻 2 号 

Page116-119 

(2021.02) 

解説 

「ウィズコロナ時代」の助産師養成機関の対応とは 全国助産

師教育協議会が行った対応を振り返る 
村上 明美(全国助産師教育協議会) 

助産雑誌 75巻 2 号 

Page112-114 

(2021.02) 

解説 

劇団員模擬患者を活用したリアリティある実習への挑戦 Web

会議システムを使った双方向型コミュニケーション 

相撲 佐希子(修文大学 看護学部看護学科), 春田 

佳代, 諏訪 美栄子, 東山 新太郎, 森下 智美, 中

村 美奈子, 村山 友加里, 石井 成郎, 澤野 弘明 

看護教育 62巻 1 号 

Page0056-0061 

(2021.01) 

解説 

成人看護学(慢性期)オンライン実習の試み 
中村 喜美子(鈴鹿医療科学大学 看護学部看護学

科), 井上 佳代, 大西 和子 

看護教育 62巻 1 号 

Page0050-0055 

(2021.01) 

解説 

聖隷クリストファー大学看護基礎教育における 2020 年度シミ

ュレーション教育の実践報告 

炭谷 正太郎(聖隷クリストファー大学 看護学部), 

久保田 君枝, 小池 武嗣, 酒井 昌子, 樫原 理恵, 

黒野 智子, 室加 千佳, 松元 由香, 三輪 与志子, 

兼子 夏奈子, 津田 聡子, 入江 拓, 小出 扶美子, 

伊藤 賢, 藤本 栄子 

聖隷クリストファー大

学看護学部紀要 29 号 

Page7-14 

(2021.03) 

解説 

成人看護学実習 B(急性期・統合実習)での学内における臨地実

習代替演習内容の報告 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)

流行下での取り組み 

宮武 一江(新見公立大学 健康科学部看護学科), 井

上 弘子, 小林 匡美, 礒本 暁子 

新見公立大学紀要 41

巻 Page165-172 

(2020.12) 

解説 

新型コロナウイルス感染症発生下における精神看護学実習代替

としての学内実習での学びの検証 

青井 みどり(人間環境大学 松山看護学部), 別宮 

直子 

健康生活と看護学研究

3 巻 Page20-22 

(2020.12) 

研究 
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コロナ禍における看護系大学の遠隔授業から対面授業までの教

育実態と教育の質 

篠原 幸恵(人間環境大学 松山看護学部看護学科), 

上西 加奈, 讃井 真理, 河野 保子, 中島 紀子, 三

並 めぐる, 宮崎 博子, 本田 和男, 岡 多枝子, 富

安 俊子, 高田 律美, 藤本 千里, 田中 正子, 棚崎 

由紀子, 別宮 直子, 羽藤 典子, 大坪 かなえ, 上

西 孝明, 青井 みどり, 藤田 碧, 眞鍋 瑞穂, 山本 

千恵美, 村上 早苗, 村岡 由佳里, 永江 真弓, 宇

都宮 匡児, 井野 桜瑚 

健康生活と看護学研究

3 巻 Page7-13 

(2020.12) 

研究 

京都大学における COVID-19 流行下の保健師課程教育実習 オ

ンライン代替実習の成果と課題 

塩見 美抄(京都大学 大学院医学研究科人間健康科

学系専攻), 細川 陸也, 平 和也 

保健師ジャーナル 76

巻 11 号 Page922-925 

(2020.11) 

解説 

【ウィズ・コロナ時代の看護研究-COVID-19 は研究にどのよう

な影響をもたらしているか 2】横浜市立大学成人看護学領域に

おけるコロナ禍での看護学教育の試み 

落合 亮太(横浜市立大学 医学部看護学科成人看護

学), 青盛 真紀, 徳永 友里, 菅野 雄介, 池田 由

美子, 朝田 亜里彩, 渡邉 眞理, 渡部 節子 

看護研究 53巻 6 号 

Page466-472 

(2020.10) 

解説 

京都大学における COVID-19 流行下の保健師課程教育実習 オ

ンライン代替実習の実践報告 

細川 陸也(京都大学 大学院医学研究科人間健康科

学系専攻), 平 和也, 塩見 美抄 

保健師ジャーナル 76

巻 10 号 Page848-852 

(2020.10) 

解説 

【新型コロナウイルスの影響と教育の展望】看護教育における

オンライン授業のつくり方と教授法 
平岡 斉士(熊本大学 教授システム学研究センター) 

看護教育 61巻 8 号 

Page0724-0732 

(2020.08) 

解説 

【新型コロナウイルスの影響と教育の展望】Zoom を用いた遠隔

授業 大学および看護学科全体へ浸透させる取り組み 

河尻 純平(鈴鹿医療科学大学 看護学部看護学科), 

國分 真佐代, 江口 秀子, 土田 幸子, 鈴木 隆弘, 

看護教育 61巻 8 号 

Page0710-0715 

(2020.08) 

解説 
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武笠 佑紀, 松本 あさみ, 堀木 実子, 佐久間 加留

奈, 郷良 淳子 

【新型コロナウイルスの影響と教育の展望】新型コロナウイル

ス感染症に対する愛知県の現状と養成所 5 校の工夫 

高口 みさき(愛知県保健医療局 健康医務部医務課

看護対策グループ), 福岡 公香, 吉江 麻里 

看護教育 61巻 8 号 

Page0700-0708 

(2020.08) 

解説 

【新型コロナウイルスの影響と教育の展望】新型コロナウイル

スの影響下で教育の質を維持するための取り組み 
佐藤 尚治(イムス横浜国際看護専門学校) 

看護教育 61巻 8 号 

Page0688-0698 

(2020.08) 

解説 

【新型コロナウイルス感染症-保健師の活動を記録する】現場か

らの報告 愛知県立大学看護学部 教育・研究現場への影響と

「学びを保障する」取り組み 

古田 加代子(愛知県立大学 看護学部看護学研究科) 

保健師ジャーナル 76

巻 8 号 Page650-653 

(2020.08) 

解説 
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日本語文献リスト(看護継続教育) （2020年 4月から 2021年 3月出版） 

論文タイトル 著者 収録誌 論文種類 

COVID-19 感染拡大下における大学院基盤科目フィジカルアセ

スメントのハイブリッド授業の取り組み 

大久保 暢子(聖路加国際大学 大学院看護学研

究科), 米倉 佑貴, Lopez-Munn Lillian, Morse 

Teresa, 蟹江 崇芳, 今井 亮介, 青木 悠 

聖路加国際大学紀要 7 巻     

Page142-147 

(2021.03) 

解説 

【災害看護教育の現在-東日本大震災から 10 年を経て】潜在看

護職者への災害看護研修会 
新美 綾子(日本福祉大学 看護学部) 
 

看護教育 62巻 3 号 

Page0256-0263 

(2021.03) 

解説 

【新型コロナウイルス関連特集】教育面(実践報告 2) 各遺伝

カウンセラー養成コースの取り組み 長崎大学大学院医歯薬学

総合研究科保健学専攻看護学講座リプロダクティブヘルス分野

遺伝看護・遺伝カウンセリングコースの対応 

森藤 香奈子(長崎大学 生命医科学域保健学

系), 佐々木 規子 

日本遺伝カウンセリング学

会誌 41巻 4 号 Page243-

245 

(2021.02) 

解説 

【どうする?どうなる?2021 年の継続教育計画 ウィズコロナ

時代の人材育成を考える】実践報告 済生会熊本病院の取り組

み Education-Nurse の活用と新人看護師教育におけるアクテ

ィブラーニングの取り組み 

松本 沢子(済生会熊本病院 看護部看護管理

室), 宮下 恵里, 社会福祉法人恩賜財団済生会

熊本病院看護部新人教育委員会 

看護管理 30巻 12 号 

Page1087-1090 

(2020.12) 

解説 

【新型コロナウイルス感染症 これからの学校・教育】お便り

コーナーから考える新入生の状況と教育現場におけるセレンデ

ィピティ 

友滝 愛(国立看護大学校), 柏木 公一 

看護教育 61巻 10 号 

Page0932-0937 

(2020.10) 

解説 

 


