
2023/5/23
一般社団法人日本看護系大学協議会　広報・出版委員会

No. 題名 発行者 発行年 ＤＯＩ付URL

1 臨地実習に関するアンケート調査【A調査】報告書 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 2023 https://doi.org/10.32283/rep.86d7cf34

2 看護教育DX化に向けた実態調査【B調査】報告書 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 2023 https://doi.org/10.32283/rep.8e74ed3a

3
令和4年度「大学における医療人養成の在り方に関する調査研究委託事業」（学士課程
における看護学教育の質保証に関する調査研究委託事業―保健師の質向上のための調査
研究―）

一般社団法人日本看護系大学協議会 2023 https://doi.org/10.32283/rep.143cf15f

4 防災マニュアル指針2022 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 2023 https://doi.org/10.32283/rep.0381df48

5 新型コロナウイルス感染症状況下における看護系大学の看護支援活動の実態 一般社団法人日本看護系大学協議会高等教育行政対策委員会 2022 https://doi.org/10.32283/rep.99e0d0ec

6 看護系大学に関する実態調査（2020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

2022 https://doi.org/10.32283/rep.a7b6f69e

7 『看護系大学に関する実態調査』の活用に関する調査報告書
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

2021 https://doi.org/10.32283/rep.dc1e598b

8 看護系大学（国公私立）教員数に関する調査結果
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

2021 https://doi.org/10.32283/rep.8af48cad

9
2021年度　看護系大学生の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）ワクチン接種状況等
に関する緊急調査結果報告書

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 2021 https://doi.org/10.32283/rep.4a80f06f

10
COVID-19流行に伴う高度実践看護師教育課程における実習への影響について アンケー
ト調査結果（概要）

一般社団法人日本看護系大学協議会高度実践看護師教育課程認定委員会 2021 https://doi.org/10.32283/rep.fffc8524

11 ナースプラクティショナー(NP)教育課程に関するアンケート調査 一般社団法人日本看護系大学協議会APNグランドデザイン委員会 2021 https://doi.org/10.32283/rep.33d2a9ce

12 2020 年度 COVID-19 に伴う看護学実習への影響調査 　A 調査・B 調査報告書 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 2021 https://doi.org/10.32283/rep.167aad3e

13 看護系大学に関する実態調査（2019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

2021 https://doi.org/10.32283/rep.b094f2e5

14 2020年度　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 2021 https://doi.org/10.32283/rep.2d159800

15 COVID-19流行による研究活動への影響についての調査報告 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 2020 https://doi.org/10.32283/rep.b9875722

16 2020年度看護系大学4年生の臨地実習科目（必修）の実施状況　調査結果報告書 一般社団法人日本看護系大学協議会高等教育行政対策委員会 2020 https://doi.org/10.32283/rep.598a3d11

17 高度実践看護師教育課程に関する実態調査 一般社団法人日本看護系大学協議会高度実践看護師教育課程認定委員会 2020 https://doi.org/10.32283/rep.d5afe076

18 看護系大学に関する実態調査（2018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

2020 https://doi.org/10.32283/rep.5ac52d4e
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19 2019年度　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 2020 https://doi.org/10.32283/rep.83dd06c8

20 『看護系大学に関する実態調査の年次比較』2003年度、2008年度、2013年度～2017年度
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 https://doi.org/10.32283/rep.a2c475bb

21
「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」―JANPU 会員校に
おける活用状況と課題―

一般社団法人日本看護系大学協議会看護学教育評価検討委員会 2019 https://doi.org/10.32283/rep.8f2f24d4

22 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 https://doi.org/10.32283/rep.67f02d47

23 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 https://doi.org/10.32283/rep.b353ae6c

24 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 https://doi.org/10.32283/rep.5618b431

25
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 https://doi.org/10.32283/rep.0ca042ea

26 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 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 https://doi.org/10.32283/rep.720bc686

27 「災害の備えに関するアンケート調査」結果の自由筆記内容 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 2017 https://doi.org/10.32283/rep.3e79200b

28 防災マニュアル指針2017 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 https://doi.org/10.32283/rep.020b5838

29 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 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 https://doi.org/10.32283/rep.a48b2789

30
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 https://doi.org/10.32283/rep.327f9f2d

31
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 https://doi.org/10.32283/rep.525ee4cf

32 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 https://doi.org/10.32283/rep.2eefee26

33
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 https://doi.org/10.32283/rep.29523e63

34
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 https://doi.org/10.32283/rep.2bf441fa

35 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 https://doi.org/10.32283/rep.2a182449

36
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 https://doi.org/10.32283/rep.9e4fff67
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37
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 https://doi.org/10.32283/rep.9ce980fe

38
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 https://doi.org/10.32283/rep.9b1fb879

39
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 https://doi.org/10.32283/rep.99b9c7e0

40
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 https://doi.org/10.32283/rep.239c5826

41
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 https://doi.org/10.32283/rep.2c02797d

42
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　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 https://doi.org/10.32283/rep.1f7b8cd2

43
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 https://doi.org/10.32283/rep.af474aa2

44
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 https://doi.org/10.32283/rep.5c33bc23

45 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 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 https://doi.org/10.32283/rep.b05df0c3

46
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 https://doi.org/10.32283/rep.823aa0c9

47
看護系大学の将来を担う教員に対するＦＤのあり方についてと若手看護学教員に求めら
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 https://doi.org/10.32283/rep.0cbe16df

48 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 https://doi.org/10.32283/rep.61ea4c7f

49 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 https://doi.org/10.32283/rep.e19c9d79

50 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 https://doi.org/10.32283/rep.bdc7d668

51 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 https://doi.org/10.32283/rep.422ce309

52 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 https://doi.org/10.32283/rep.3dcad589

53 看護系大学の教育等に関する5年間の年次比較（2008～2012年） 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 https://doi.org/10.32283/rep.a0b3e2da

54 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 https://doi.org/10.32283/rep.df83678d
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55
看護系大学の教育等に関するデータベース（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 https://doi.org/10.32283/rep.35690a80

56 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 https://doi.org/10.32283/rep.29ea5fab

57 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 https://doi.org/10.32283/rep.c917a15b
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