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1

看護系大学に関する実態調査（2017年度
状況調査）

一般社団法人日本看護系大学協議会データベース委員
会、一般社団法人日本私立看護系大学協会

2019

10.32283/rep.67f02d47

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/06/H30DB.pdf

2

科研費審査システム改革2018の影響に関
する調査報告

一般社団法人日本看護系大学協議会、一般社団法人日
本看護系学会協議会

2019

10.32283/rep.b353ae6c

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/03/kakenhicyousaJANA_JANPU.pdf

3

看護学士課程教育におけるコアコンピテ
ンシーと卒業時到達目標

一般社団法人日本看護系大学協議会

2018

10.32283/rep.5618b431

http://www.janpu.or.jp/file/corecompetency.pdf

平成29年度 文部科学省 大学における
医療人養成の在り方に関する調査研究委
4
託事業 看護系大学学士課程の臨地実習
とその基準作成に関する調査研究

一般社団法人日本看護系大学協議会

2018

10.32283/rep.0ca042ea

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2017/12/H29MEXTProject.pdf

一般社団法人日本看護系大学協議会養護教諭養成教育
検討委員会

2017

10.32283/rep.720bc686

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/04/H29YougoKyoyuCoreCompetence.pdf

一般社団法人日本看護系大学協議会災害支援対策委員
会

2018

10.32283/rep.020b5838

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/05/DisasterManual2017.pdf

一般社団法人日本看護系大学協議会国際交流推進委員
会

2017

10.32283/rep.a48b2789

http://www.janpu.or.jp/file/0325kokusai.pdf

平成28年度 文部科学省 大学における
医療人養成の在り方に関する調査研究委
8 託事業 看護系大学学士課程における臨
地実習の先駆的取り組みと課題―臨地実
習の基準策定に向けて

一般社団法人日本看護系大学協議会

2017

10.32283/rep.327f9f2d

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2017/03/H28MEXTProject.pdf

平成27年度 文部科学省 大学における
医療人養成の在り方に関する調査研究委
9 託事業 看護系大学学士課程における臨
地実習の現状並びに課題に関する調査研
究

一般社団法人日本看護系大学協議会

2016

10.32283/rep.525ee4cf

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2015/12/H27MEXTProject.pdf

10 防災マニュアル指針2015

一般社団法人日本看護系大学協議会災害支援対策委員
会

2016

10.32283/rep.2eefee26

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/05/DisasterManual2015.pdf

平成26年度 文部科学省 大学における
医療人養成推進等委託事業 看護系大学
11
院における教育の基準策定と評価に関す
る調査研究

一般社団法人日本看護系大学協議会

2015

10.32283/rep.29523e63

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2014/12/H26EXT-project1.pdf.pdf

平成26年度 文部科学省 大学における
医療人養成推進等委託事業 教育体制充
12
実のための看護系大学院における教育者
養成に関する調査研究

一般社団法人日本看護系大学協議会

2015

10.32283/rep.2bf441fa

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2014/12/H26EXT-project2.pdf.pdf

13 防災マニュアル指針2013

一般社団法人日本看護系大学協議会災害支援対策委員
会

2014

10.32283/rep.2a182449

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2013/12/DisasterManual2013.pdf

平成25年度 文部科学省 大学における
医療人養成推進等委託事業 看護系大学
14
院における教育の基準策定と評価に関す
る調査研究

一般社団法人日本看護系大学協議会

2014

10.32283/rep.9e4fff67

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2013/12/H25MEXT-project1.pdf

平成25年度 文部科学省 大学における
医療人養成推進等委託事業 教育体制充
15
実のための看護系大学院における教育者
養成に関する調査研究

一般社団法人日本看護系大学協議会

2014

10.32283/rep.9ce980fe

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2013/12/H25MEXT-project2.pdf

平成24年度 文部科学省 大学における
医療人養成推進等委託事業 看護系大学
16
院における教育の基準策定と評価に関す
る調査研究

一般社団法人日本看護系大学協議会

2013

10.32283/rep.9b1fb879

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/12/H24MEXT-project1.pdf

5

看護学士過程で養成する養護教諭のコア
コンピテンシーと卒業時到達目標

6 防災マニュアル指針2017
7

看護系大学における国際コミュニケー
ション力の向上を目指して
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平成24年度 文部科学省 大学における
医療人養成推進等委託事業 教育体制充
17
実のための看護系大学院における教育者
養成に関する調査研究

一般社団法人日本看護系大学協議会

2013

10.32283/rep.99b9c7e0

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/12/H24MEXT-project2.pdf

平成23年度 文部科学省 大学における
18 医療人養成推進等委託事業 看護系大学
の教育の質保証に関する調査研究

一般社団法人日本看護系大学協議会

2012

10.32283/rep.239c5826

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2011/12/H23MOECSST.pdf

平成23年度 文部科学省 大学における
医療人養成推進等委託事業 看護系大学
19
院における教育の基準策定と評価に関す
る調査研究

一般社団法人日本看護系大学協議会

2012

10.32283/rep.2c02797d

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2011/12/H23MEXT-GraduateSchool.pdf

平成23年度 文部科学省 大学における
20 医療人養成推進等委託事業 大学卒業時
到達度の評価手法開発のための調査研究

一般社団法人日本看護系大学協議会

2012

10.32283/rep.1f7b8cd2

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2011/12/H23MEXT-AchievementDegree.pdf

平成23年度 文部科学省 大学における
医療人養成推進等委託事業 学士課程に
21
おける看護学専門分野別評価実施の仕組
みづくりに関する調査研究

一般社団法人日本看護系大学協議会

2012

10.32283/rep.af474aa2

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2011/12/H23MEST-CollegeProgram.pdf

平成23年度 文部科学省 大学における
医療人養成推進等委託事業 学士課程に
22 おける看護学専門分野別評価実施の仕組
みづくりに関する調査研究（試行評価資
料）

一般社団法人日本看護系大学協議会

2012

10.32283/rep.5c33bc23

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2011/12/H23MEST-CollegeProgram2.pdf

一般社団法人日本看護系大学協議会看護学教育質向上
委員会

2012

10.32283/rep.b05df0c3

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/07/H23-FD-forHP.pdf

平成22年度 文部科学省 先導的大学改
革推進委託事業 看護系大学におけるモ
24
デル・コア・カリキュラム導入に関する
調査研究

一般社団法人日本看護系大学協議会

2011

10.32283/rep.823aa0c9

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/04/H22ModelCoreCurriculum.pdf

看護系大学の将来を担う教員に対するＦ
Ｄのあり方についてと若手看護学教員に
25
求められる資質・能力獲得状況と支援に
関する実態およびＦＤ活動の方向性

一般社団法人日本看護系大学協議会ファカルティ・
ディベロップメント委員会

2011

10.32283/rep.0cbe16df

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2011/04/2011_0426_fd.pdf

23

若手看護学教員のためのFDガイドライン
―看護学教育の質向上をめざして

26

看護系大学の教育等に関する実態調査
（2016年度状況調査）

一般社団法人日本看護系大学協議会データベース委員
会

2018

10.32283/rep.61ea4c7f

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/06/H29DB.pdf

27

看護系大学の教育等に関する実態調査
（2015年度状況調査）

一般社団法人日本看護系大学協議会データベース委員
会

2017

10.32283/rep.e19c9d79

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2017/06/H28DB.pdf

28

看護系大学の教育等に関する実態調査
（2014年度状況調査）

一般社団法人日本看護系大学協議会データベース委員
会

2016

10.32283/rep.bdc7d668

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/07/H27DB.pdf

29

看護系大学の教育等に関する実態調査
（2013年度状況調査）

一般社団法人日本看護系大学協議会データベース委員
会

2014

10.32283/rep.422ce309

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2014/06/H26DB.pdf

30

看護系大学の教育等に関するデータベー
ス（2012年度状況調査）

一般社団法人日本看護系大学協議会データベース整
備・検討委員会

2013

10.32283/rep.3dcad589

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2013/08/H25DB.pdf

2 / 3 ページ

一般社団法人日本看護系大学協議会
No.

題名

発行者

発行年

ＤＯＩ

ＵＲＬ

31

看護系大学の教育等に関する5年間の年次 一般社団法人日本看護系大学協議会データベース整
比較（2008～2012年）
備・検討委員会

2013

10.32283/rep.a0b3e2da

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2013/07/H25DB5yearComparison.pdf

32

看護系大学の教育等に関するデータベー
ス（2011年度状況調査）

一般社団法人日本看護系大学協議会データベース整
備・検討委員会

2012

10.32283/rep.df83678d

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/08/H24DB.pdf

看護系大学の教育等に関するデータベー
33 ス（2010年度状況調査と保健師助産師教
育課程に関する調査）

一般社団法人日本看護系大学協議会データベース整
備・検討委員会

2011

10.32283/rep.35690a80

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2011/08/H23DB.pdf

34

看護系大学の教育等に関するデータベー
ス（2009年度状況調査）

一般社団法人日本看護系大学協議会データベース整
備・検討委員会

2010

10.32283/rep.29ea5fab

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2010/08/H22DB.pdf

35

看護系大学の教育等に関するデータベー
ス（2008年度状況調査）

日本看護系大学協議会データベース整備・検討委員会

2009

10.32283/rep.c917a15b

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2009/03/H21DB.pdf
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