
新型コロナ感染症と看護教育に関連する日本語文献リスト（2021 年 4 月から 2022 年 3 月出版） 

 

【日本語文献検索の目的と方法】 

2021 年度の日本語文献検索にあたっては、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、「文献レビュー」「研

究」「実践報告」に関連する文献リストを作成し、会員に提供することを目的とした。尚、紙面の都合上、「解説」は含めないこととした。 

文献の検索には医学中央雑誌を活用し、2021 年 4 月から 2022 年 3 月までに出版された文献を対象とした。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、220 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 52 件（内訳：看護基礎教育 50 件、看護継続教育 2 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)（2021 年 4 月から 2022 年 3 月出版） 

論⽂タイトル 著者 収録誌 論⽂種類 
COVID-19 下での看護学実習における学習活動の実態 ⾃⼰評

価尺度と質問紙を⽤いた調査結果 

⼤池 真樹, 鈴⽊ 祐⼦, ⼤槻 久美, 村上 ⼤

介 

東北⽂化学園⼤学看護学科紀要

11 巻 1 号 Page1-9(2022.03) 
研究 

新型コロナウイルス感染症拡⼤下における A ⼤学看護学⽣の

卒業時看護実践能⼒到達度に関する調査 ⾃⼰評価表を⽤いて 

⽩蓋 真弥, 網⽊ 政江, 浅海 菜⽉, 桐明 祐

弥, ⽣⽥ 奈美可, 安達 圭⼀郎, ⽥中 愛⼦ 

⼭⼝医学 70 巻 4 号 Page165-

173(2021.12) 研究 

COVID-19 流⾏下における多⼈数授業の実践報告 遠隔授業に

よる看護学⽣を対象とした情報リテラシー向上のための研究演

習 

友滝 愛, 柏⽊ 公⼀ 国⽴病院看護研究学会誌 17 巻 1

号 Page67-73(2021.09) 研究 

学内実習プログラムで実施した⼩児看護学実習における学⽣の

学び 

⽥中 さおり, 伊織 光恵, ⽇沼 千尋 天使⼤学紀要 21 巻 2 号 

Page15-31(2021.06) 研究 
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⽼年看護学における新しい授業形態のあり⽅ 対⾯授業と⾮対

⾯授業のルーブリック評価による⽐較検討 

⼭崎 尚美, 杉本 多加⼦, 上仲 久 畿央⼤学紀要 18 巻 1 号 

Page69-78(2021.06) 研究 

基礎看護学におけるルーブリック評価の実践 ⾮対⾯と対⾯の

授業形態の違いによる⽐較 

林 有学, 中⻄ 恵理, 須藤 聖⼦, ⼩林 智⼦ 畿央⼤学紀要 18 巻 1 号 

Page63-68(2021.06) 研究 

学内実習「発達援助実践」の教育効果に関する考察 ⼩湊 博美, 脇園 幸恵, ⼭⽥ 美幸, ⼭下 ⾥

奈, 有松 操 

⿅児島純⼼⼥⼦⼤学看護栄養学

部紀要 25 巻 Page47-

60(2021.05) 

研究 

学内での対⾯とオンラインを組み合わせた成⼈慢性看護学実習

の取り組み 

政時 和美, ⼤場 美緒, 古庄 夏⾹, 中井 裕

⼦, 村⽥ 和⼦, 笹⼭ 万紗代, ⼭⼝ 馨⼦, 

福⽥ 和美 

福岡県⽴⼤学看護学研究紀要 19

巻 Page115-122(2022.03) 実践報告 

成⼈急性看護学実習におけるシミュレーション教育を取り⼊れ

たハイブリッド型学内実習の実践報告 

村⽥ 和⼦, 笹⼭ 万紗代, 福⽥ 和美, ⼤場 

美緒, 政時 和美, ⼭⼝ 馨⼦, 中井 裕⼦, 

古庄 夏⾹ 

福岡県⽴⼤学看護学研究紀要 19

巻 Page99-105(2022.03) 実践報告 

コロナ禍における⼩児看護学実習での協働 医療機関としての

取り組み 

村⽥ 育⼦, 丸⼭ 有加 看護教育 62 巻 12 号 Page1137-

1139(2021.12) 
実践報告 

コロナ禍における⼩児看護学実習での協働 教育機関としての

取り組み 

辻野 睦⼦ 看護教育 62 巻 12 号 Page1130-

1136(2021.12) 
実践報告 

コロナ禍における⺟性看護学実習での協働 医療機関としての

取り組み(2) 

畑 登美⼦ 看護教育 62 巻 12 号 Page1126-

1128(2021.12) 
実践報告 

コロナ禍における⺟性看護学実習での協働 医療機関としての

取り組み 

藤本 佳奈, 野牧 弘⼦ 看護教育 62 巻 12 号 Page1123-

1125(2021.12) 
実践報告 
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コロナ禍における⺟性看護学実習での協働 教育機関としての

取り組み 

槻⽊ 直⼦, 問本 弘美, ⽜越 幸⼦, 細川 由

美⼦, 今野 睦美, 下敷領 須美⼦ 

看護教育 62 巻 12 号 Page1114-

1122(2021.12) 
実践報告 

コロナ禍における急性看護学実習での協働 医療機関としての

取り組み 

⻄⽥ 郁⼦ 看護教育 62 巻 12 号 Page1111-

1113(2021.12) 
実践報告 

コロナ禍における急性看護学実習での協働 教育機関としての

取り組み 

⾼⾒沢 恵美⼦ 看護教育 62 巻 12 号 Page1106-

1110(2021.12) 
実践報告 

コロナ禍で直⾯した臨地実習の課題 神⼾⼤学医学部附属病院

のオンライン実習対応と模擬カルテシステム構築 

ウィリアムソン 彰⼦ 看護教育 62 巻 12 号 Page1092-

1099(2021.12) 
実践報告 

ARCSモデルを活⽤した学内実習の仕掛けと⼯夫 在宅看護学

実習(訪問看護ステーション)の取り組み 

浅海 くるみ, ⼤⽊ 正隆 看護教育 62 巻 11 号 Page1054-

1058(2021.11) 
実践報告 

COVID-19パンデミック下での 2 学科合同による専⾨職連携教

育(IPE)の取り組み 

飯⽥ 尚美, ⽵崎 和⼦, 柘野 浩⼦ リハビリナース 14 巻 6 号 

Page612-617(2021.11) 
実践報告 

COVID-19 感染拡⼤状況下における成⼈看護学慢性期実習の新

たな試み 

⼤釜 信政 総合学術研究 4 巻 Page27-

32(2021.10) 
実践報告 

⺟性看護技術の習得を促す双⽅向型遠隔授業 ⿊澤 範⼦, ⾐川 さえ⼦, 吉⽥ 亜希⼦ 看護教育 62 巻 10 号 Page0976-

0980(2021.10) 
実践報告 

コロナ禍における⺟性看護学実習の⼯夫と評価 ⼾村 佳美, 緒⽅ 京, 我部⼭ キヨ⼦ 看護教育 62 巻 10 号 Page0970-

0975(2021.10) 
実践報告 

⼤学・病院・模擬患者の連携による COVID-19 に対応した成

⼈看護学実習 I の取り組み 

松浦 江美, 三浦 沙織, ⼤⼭ 祐介, 橋⽖ 可

織, ⼭⽥ 絵理佳, 岩崎 ⾹代⼦, いけうち 

しん, 湯川 純⼦, ⼾北 正和, ⻄⼝ 真由美, 

岡⽥ みずほ, ⼩渕 美樹⼦ 

看護教育 62 巻 9 号 Page0882-

0886(2021.09) 
実践報告 
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COVID-19禍における在宅看護論実習の取り組み 原⽥ ひとみ, ⽩⽯ みどり 藍野⼤学紀要 33 巻 Page53-

62(2021.08) 
実践報告 

2020 年度看護学科のコロナ禍における 2 年次基礎看護学実習

実践報告 

松本 晃⼦, ⻄上 あゆみ, ⻑井 雅代, 宮岡 

裕⾹, 賈⽟てい, 中野 玲⼦ 

藍野⼤学紀要 33 巻 Page43-

51(2021.08) 
実践報告 

「COVID-19状況下での各分野でのチャレンジ」 臨地実習で

の⼯夫 

齋藤 美紀⼦, 中村 祥⼦ バイオメカニズム学会誌 45 巻 3

号 Page197-201(2021.08) 
実践報告 

ICTの活⽤でリアルな⾒学実習を実現 コロナ時代の効果的な

臨地実習を考える 

下⾨ すみえ, ⼭浦 新太郎, ⼤坪 今⽇⼦, 

本郷 千草 

助産雑誌 75 巻 8 号 Page610-

616(2021.08) 
実践報告 

看護教員が模擬患者を演じる模擬臨地実習 臨場感のある実習

をめざした取り組み 

新井 直⼦, 加藤 志保⼦, ⻫藤 倫代 看護教育 62 巻 8 号 Page0748-

0753(2021.08) 
実践報告 

コロナ禍における専⾨学校での⺟性看護学実習の取り組み 

OSCEの⼿法を⽤いた学内実習の展開 

橋本 由起⼦ 助産雑誌 75 巻 7 号 Page524-

529(2021.07) 
実践報告 

COVID-19 流⾏下における豊橋創造⼤学の学⽣への対応とその

評価 遠隔授業の導⼊⽅法と実践例、FD 活動、国家試験⽀援

の紹介 

⼤島 ⼸⼦, ⼤塚 和良, 笹⽊ りゆこ, 堀元 

美紗⼦, ⼭⼝ 直⼰, 桂川 純⼦, 中島 怜⼦, 

佐々⽊ 詩⼦, 鈴⽊ 久義, ⻄澤 和義, 藤井 

徹也, 五⼗嵐 慎治, 為永 義憲 

看護教育 62 巻 7 号 Page0646-

0653(2021.07) 
実践報告 

【看護技術の効果的な習得をめざして】看護技術教育に関する

共⽴⾼等看護学院の取り組み 2020 年度(コロナ禍)における

学内実習と学内演習を中⼼に 

押領司 ⺠ 看護教育 62 巻 7 号 Page0594-

0601(2021.07) 実践報告 
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【コロナ禍におけるオンラインツール活⽤】教育研修でのオン

ラインツール活⽤ さいたま看護専⾨学校のリモート授業とそ

の取り組み 

加島 多恵, 鈴⽊ 登志美, 鈴⽊ 敏光, 辻井 

恵美⼦, 櫻林 郁之介 

地域医学 Page630-634(2021.07) 

実践報告 

リプロダクティブヘルス看護学におけるハイブリッド型実習の

実際と課題 

川村 美⾹⼦, 岩崎 和代, 湯⾈ 邦⼦ 東都⼤学紀要 11 巻 1 号 

Page153-158(2021.06) 
実践報告 

2020 年度⾼齢者看護学実習 I を振り返って 内野 良⼦, 堀之内 若名 東都⼤学紀要 11 巻 1 号 

Page137-145(2021.06) 
実践報告 

⾼齢者看護学援助論における分散型ハイブリッド授業の経験 

学内演習とオンライン発表会を⾏って 

堀之内 若名, 内野 良⼦ 東都⼤学紀要 11 巻 1 号 

Page109-113(2021.06) 
実践報告 

COVID-19禍における成⼈看護学実習 II の報告 学内・オンラ

イン実習から考える今後の実習の在り⽅ 

嶋津 佑亮, 船場 清三, ⼩原 理恵⼦, 松⽥ 

真紀⼦ 

東都⼤学紀要 11 巻 1 号 

Page103-108(2021.06) 
実践報告 

コロナ禍における公衆衛⽣看護学実習の試み 平塚 久美⼦, 市原 千⾥, 永井 健太, 照沼 

正⼦ 

東都⼤学紀要 11 巻 1 号 

Page93-101(2021.06) 
実践報告 

コロナ禍における成⼈看護学実習(第 2 報) 成⼈期にある対象

への看護を遠隔実習で理解するための取り組み 

中村 織恵, 佐々⽊ 純⼦, 永海 雄太, 外舘 

真理⼦, 荒⽊ 玲⼦, 須⽥ 利佳⼦ 

東都⼤学紀要 11 巻 1 号 

Page73-83(2021.06) 
実践報告 

コロナ禍における成⼈看護学実習(第 1 報) 専⾨性ある看護実

践の場を遠隔実習で再現する 

中村 織恵, 佐々⽊ 純⼦, 永海 雄太, 外舘 

真理⼦, 荒⽊ 玲⼦, 須⽥ 利佳⼦ 

東都⼤学紀要 11 巻 1 号 

Page61-71(2021.06) 
実践報告 

【コロナ禍の経験をふまえた これからのシミュレーション教

育】福岡県実習補完事業に参加して 古賀国際看護学院の実践

と展望 

池⽥ 敦⼦, 宮崎 亜⽮⼦, ⻄ 恵美⼦ 看護教育 62 巻 6 号 Page0526-

0530(2021.06) 実践報告 

【コロナ禍の経験をふまえた これからのシミュレーション教

育】福岡県実習補完事業に参加して 福岡県私設病院協会看護

学校のシミュレーション教育を活⽤した代替実習の試み 

⽴⼭ 久美 看護教育 62 巻 6 号 Page0518-

0525(2021.06) 実践報告 
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【コロナ禍の経験をふまえた これからのシミュレーション教

育】福岡県実習補完事業の概要と実際 ひらかれた看護教育に

向けて 

藤野 ユリ⼦, 吉川 由⾹⾥ 看護教育 62 巻 6 号 Page0510-

0517(2021.06) 実践報告 

感染予防に留意した新しい実習⽅法のあり⽅ Open CEASを

活⽤した⽼年看護学オンライン実習の展開例 

⼭崎 尚美(畿央⼤学 健康科学部看護医療学

科), 杉本 多加⼦, 上仲 久, 島岡 昌代, 松

原 寿美恵, 吉井 重⼦, ⼤久保 由美⼦, 福

本 久代, 坂本 昭⼦, 佐々⽊ 喜代美, 伊東 

厚⼦ 

畿央⼤学紀要 18 巻 1 号 

Page79-87(2021.06) 
実践報告 

ニューノーマル時代を⾒据えた精神看護学実習 2020 年度精

神看護学における遠隔教育による臨地実習の現状と課題 

平⼭ 裕⼦, 辻脇 邦彦, ⼭⼝ 恵, ⾼井 久

美, 鈴⽊ 美幸 

東都⼤学紀要 11 巻 1 号 

Page125-135(2021.06) 
実践報告 

リフレクション(省察)を組み込んだ学内助産学実習プログラム 井波 千穂⼦ 東都⼤学紀要 11 巻 1 号 

Page115-123(2021.06) 
実践報告 

リモートで実施したグループワークの試み 健康教育の演習か

ら 

市原 千⾥, 平塚 久美⼦, 永井 健太, 照沼 

正⼦ 

東都⼤学紀要 11 巻 1 号 

Page85-91(2021.06) 
実践報告 

COVID-19禍の成⼈看護学実習 I(急性期)におけるブレンディ

ッドラーニングの実践報告 

⾹川 将⼤, 渡邉 美和, 岡本 佐智⼦ 東都⼤学紀要 11 巻 1 号 

Page51-60(2021.06) 
実践報告 

COVID-19禍でのオリジナル教材を活⽤した成⼈看護学援助論

I(急性期)の遠隔授業の取り組み 

渡邉 美和, ⾹川 将⼤, 岡本 佐智⼦ 東都⼤学紀要 11 巻 1 号 

Page41-49(2021.06) 
実践報告 

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡⼤に伴い実施された

保健師基礎教育における代替的実習の実践報告 

本⽥ 光, 近藤 圭⼦, ⽥仲 ⾥江, 喜多 歳⼦ 保健師教育 5 巻 1 号 Page75-

85(2021.05) 
実践報告 

コロナ禍における⺟性看護実習の展開 ハイフレックス型授業

による実習代替授業の取り組み 

松原 まなみ, 松原 朋⼦, 遠藤 俊⼦ 助産雑誌 75 巻 4 号 Page288-

295(2021.04) 
実践報告 
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日本語文献リスト(看護継続教育) （2021 年 4 月から 2022 年 3 月出版） 

論⽂タイトル 著者 収録誌 論⽂種類 

新型コロナウイルス感染症拡⼤期に助産学⽣のためのオンラ

イン訪問実習に協⼒した⼦育て中の助産師の認識 質的記述

的研究 

村上 真理(広島⼤学 ⼤学院医

系科学研究科), 川崎 裕美, 藤

本 紗央⾥, 上野 陽⼦ 

⽇本職業・災害医学会会誌(1345-

2592)69 巻 4 号 Page180-

184(2021.07) 

研究 

【コロナ禍におけるオンラインツール活⽤】教育研修でのオ

ンラインツール活⽤ Microsoft Teamsを活⽤した新⼈看護

師研修 

岩崎 景⼦(東京ベイ・浦安市

川医療センター 看護部) 

地域医学(0914-4277)35 巻 7 号 

Page635-639(2021.07) 
実践報告 

 


