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Abstract

Objective: To explore the obstructive and facilitative factors of nursing research activities during
the spread of COVID-19.
Methods: An online questionnaire survey was conducted, which included 1,532 members who

consented to participate in the study among the members of the Japan Academy of Nursing
Science. Qualitative content analysis was performed for analyzing the responses of 554 participants
to open-ended questions regarding research activities during the spread of COVID-19 from April
2020 to June 2020 using the research process as an analysis framework.
Results: Obstructive factors for each research process were classified into 12 categories, such as

uncertainty about the feasibility of research plans and concerns about burden on both the
researchers and research participants. Facilitative factors for each research process were classified
into seven categories, including the change of perception to one that is free from existing values,
selection and concentration on the publication of research results.
Conclusion: The results suggest that for facilitating sustainable nursing research activities,

establishing creative research methodologies through interdisciplinary collaboration, reifying
ethical considerations, taking efforts to improve the systematic research environment,
strengthening research management competencies, changing thoughts and taking action are
important.

要 旨

目的：COVID-19拡大状況下の看護研究活動の阻害要因と促進要因を探索する．
方法：日本看護科学学会会員のうち，同意を得た 1,532名にオンライン質問紙調査をした．2020年 4
～6月の COVID-19拡大状況下の研究活動に関する自由記載項目に記入した 554名の記述について，研
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究プロセスを分析枠組みとする内容分析を行った．
結果：各研究プロセスの阻害要因は，【研究計画の実行可能性に対する不確かさ】【研究者と研究参加

者双方に生じる負担への懸念】等の 12カテゴリー，各研究プロセスの促進要因は，【既存の価値観に囚
われない発想の転換】【研究成果公表に向けた選択と集中】等の 7カテゴリーが導かれた．
結論：学際的連携による創造的な研究方法の確立，倫理的配慮の具体化，組織的な研究環境改善に向

けた取り組み，研究マネジメント力強化，思考の転換と行動力が持続可能な研究活動推進の鍵となるこ
とが示唆された．

Ⅰ．緒 言

世界保健機関（World Health Organization; WHO）に
よりパンデミックと宣言された新型コロナウイルス感
染症（Corona Virus Disease; COVID-19）は，医療提供
体制の逼迫の危機を招いているだけでなく，健康への
脅威を最小限にするための人と人との接触・移動の制
限措置によって，生活様式やライフサイエンスの研究
活動に大きな変化をもたらした（Korbel & Stegle, 2020；
Miki et al., 2020）．特に，看護学研究者は，臨床もしく
は教育に従事しながら研究活動を行っている者が多く，
COVID-19拡大以前から，常に競合する業務を調整し
研究活動の維持に取り組んでいる者が多い（Chase et
al., 2013）．加えて，COVID-19拡大によって，医療従
事者の労働環境の変化（日本看護協会，2021），教育体
制の劇的な転換への対応に関わるエフォートの増加と
研究時間の減少（Yoshinaga et al., 2021），感染伝播リス
クが懸念される状況での人を対象としたデータ収集の
困難さの問題が生じており，看護研究活動は更に厳し
い状況に置かれている．COVID-19拡大による研究活
動への影響は，研究者の不安定なキャリア形成や雇用
問題，研究評価の公平性が保たれないという問題をよ
り顕在化させる可能性が指摘されている（新福，
2020；Miki et al., 2020）．
しかし，総合的に人を捉え，健康・福祉に貢献する

看護学が，COVID-19拡大を含む現代の健康課題を解
決へと導くケア開発を推進することに寄せられる期待
は大きく（日本学術会議，2014），将来にわたる持続的
な研究活動が望まれる．
先行研究では，研究活動の障壁が報告されている一

方，情報通信技術（Information and Communication
Technology: ICT）活用による遠隔地を結ぶ学術的コミュ
ニケーションの進展等，研究活動の肯定的変化も報告
されている（菅原，2020）．よって，COVID-19拡大状
況下の看護研究活動の阻害要因と促進要因を明らかに
することにより，看護研究活動の停滞や障壁の是正を

図り，持続可能な看護研究活動を推進する方略の手が
かりを得られると考える．

Ⅱ．研 究 目 的

COVID-19拡大状況下の持続可能な看護研究活動を
推進する方略の示唆を得るため，COVID-19拡大状況下
の看護研究活動の阻害要因と促進要因を明らかにする．

Ⅲ．方 法

1．研究デザイン
COVID-19拡大状況下の看護研究活動の阻害要因と
促進要因の本質を対象の表現から包括的に捉えるため，
質的探索的研究デザインを用いた．

2．データ収集と研究対象者
本研究は，日本看護科学学会（2021）が COVID-19
による看護研究活動への影響および必要な支援を明ら
かにすることを目的に実施した調査の取得済みデータ
について，分担研究として分析・論文執筆を行う学会
主導型研究プロジェクトの一部である．2020年 7月 1
日～8月 10日時点で，看護学の発展を図ることを目的
とする学術研究団体である日本看護科学学会に所属す
る 9,524名のうち，研究参加に同意した者を研究対象
者とした．学会ホームページおよび学会にメールアド
レスを登録している日本看護科学学会会員を対象とし
た専用メーリングリストを通じて研究参加者の募集を
告知し，2020年 7～8月に会員専用管理システムで研
究参加に同意した者を対象に，無記名によるオンライ
ン質問紙調査を実施した．基本属性の他，国内で 1回
目の緊急事態宣言が発令された 2020年 4～6月におけ
る研究活動が阻害された要因および研究活動への不
安，研究活動が阻害されなかった理由，肯定的変化，
研究活動に有効と考える方法，科学研究費補助事業の
申請への影響について自由記載による回答を求めた．
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3．分析方法
自由記載項目に 1項目以上回答した研究対象者の記

述を分析対象とし，データに含まれる本質を文脈から
推論することを重視する Krippendorff（1980/1989）の
内容分析を用いた．分析に際し，看護研究には，研究
プロセスという研究を遂行するために必要な一連の段
階（Lacey, 2015）があり，その段階によって異なる看
護研究活動の阻害要因と促進要因が存在すると考え
た．そこで，研究プロセスを Polit & Beck（2021）を参
考に，以下①～⑤の 5段階に分け定義し，分析枠組み
とした．つまり，①構想段階：関心のある研究課題に
関連した知見を系統立て地固めする段階，②計画段階：
研究デザインを選定し，研究対象の特定や手順を含む
研究方法の全体枠組みを開発することによって研究計
画を完成させる段階，③実証段階：研究計画に従いデー
タを収集し，データの質や量を確認しながら分析に向
けた準備を行う段階，④分析段階：データ分析や得ら
れた結果の解釈を行う段階，⑤普及段階：研究結果を
公表し，実践の場で活用する段階である．そして，以
下の手順で研究プロセスの段階別の阻害要因と促進要
因を導いた．データを熟読し，看護研究活動が阻害あ
るいは促進されている理由や背景が記述されている箇
所を抜き出し，主語等を括弧で補足し記録単位を作成
した．記録単位を看護研究活動の阻害要因もしくは促
進要因に分類し，さらに研究プロセスの段階別に分類
した．分類された記録単位の文脈から意味内容を推論
し，同義のものを集め，研究対象者の言葉を用いつつ
簡潔に表したものを文脈的表象とした．類似する文脈
的表象を集め，抽象度を高め表現したものを説明概念
とした．類似する説明概念を集め，研究対象者の看護
研究活動の阻害要因と促進要因の本質的意味を表した
ものをカテゴリーとした．分析では，研究者 4名が独
立して記録単位を作成後，質的研究経験を有する研究
者 1名がカテゴリー命名まで行い，全員の意見が一致
するまで協議を重ねた．その後，看護学研究者 3名の
スーパービジョンを受け，信頼性と妥当性を確保した．

4．倫理的配慮
宮崎大学医学部医の倫理委員会の承認を得て実施し

た（審査番号：O-0733）．学会事務局が管理する会員
専用管理システムから日本看護科学学会会員がアクセ
スできるオンライン質問紙調査フォームでは，研究の
趣旨，目的，方法と共に，自由意思による研究参加の
保障，不参加により研究対象候補者の学会活動に不利

益は生じないこと，研究参加の撤回の保障，匿名性の
保持，回答に要する時間の拘束のリスクについて説明
文を閲覧できるようにした．研究参加の同意は，同意
の意思表示を確認する項目欄への押下をもって得られ
たものとした．氏名やメールアドレスは収集していな
いが，会員専用管理システムにログインする際に入力
を必須とする会員番号については学会事務局が厳重に
管理し，会員番号が削除され，個人を識別できないデー
タが研究者に渡された．データはパスワードロックし，
セキュリティ機能付きの記録媒体で厳重に管理した．

Ⅳ．結 果

1．研究対象者の概要
日本看護科学学会会員 9,524名のうち，1,532名（回

収率 16.1%）より研究参加の同意を得た．1,532名のう
ち，自由記載項目に 1項目以上回答した 554名（36.2%）
を分析対象とした．554名の年齢は 46～55歳が 191名
（34.5%）と最も多く，36～45歳が 147名（26.5%），56
～65歳が 134名（24.2%）であった．性別は男性 50名
（9.0%），女性 475名（85.7%）であり．勤務先組織は看
護系大学が 463名（83.6%），医療・保健・福祉機関が
38名（6.9%）であった．育児・養育に携わる者は 183
名（33.0%），介護に携わる者は 84名（15.2%）であった．

2．COVID-19 拡大状況下の看護研究活動の阻害要
因と促進要因
阻害要因は，366記録単位から 12カテゴリーが導か
れ（表 1），促進要因は 72記録単位から 7カテゴリー
が導かれた（表 2）．以下に，阻害要因と促進要因を示
すカテゴリーについて，カテゴリーを構成する説明概
念，特徴的な研究対象者の記述を抜粋し，その内容を
述べる．カテゴリーを【　】，説明概念を［　］，記録
単位を「斜字体（研究対象者番号）」で示す．

1）COVID-19 拡大状況下の看護研究活動の阻害要因
（1）構想段階
構想段階では，【研究の基盤構築に欠かせない知見獲

得の機会縮小】と【COVID-19への対応が優先される
社会情勢への困惑】が明らかになった．
①【研究の基盤構築に欠かせない知見獲得の機会縮小】
このカテゴリーでは，「学会参加及び対面での学修の
機会の減少については，新たな知見の習得には不安で
ある（76）」との記述から，感染拡大によってとられた
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移動制限措置や対面での学会参加等が叶わないことに
伴う［学修機会の縮小による知見獲得の限界］が示さ
れた．さらに，「今年データを得ることができないの
で，次の研究に活かせない（310）」との記述から，［研
究の基盤構築に必要な調査の停滞］が新たな研究の構
想を阻害していると研究対象者に認識されていること
が示された．
②【COVID-19への対応が優先される社会情勢への困
惑】
「コロナ禍に関連するニーズが高いと思われるので，
今の研究課題を継続することが社会のニーズに合致す

るのかどうか（1194）」との記述にあるように，研究対
象者には自己の［研究課題と社会的ニーズの合致の判
断におけるためらい］が生じていた．教育職に就く研
究対象者においては，「新たな研究活動への着想や動機
づけが保ちにくく，目の前の大学運営や教育の課題へ
の対応が最優先となって（いる）（197）」との記述か
ら，［社会情勢の変化に伴う研究の着想を導く余裕の欠
如］に示されるような COVID-19拡大を発端とする教
育体制の転換への困惑が研究の構想を阻害する要因と
なっていた．

表1 COVID-19拡大状況下の看護研究活動の阻害要因

研究プロセス カテゴリー 説明概念

構想段階
研究の基盤構築に欠かせない知見獲得の機会縮小

学修機会の縮小による知見獲得の限界
研究の基盤構築に必要な調査の停滞

COVID-19への対応が優先される社会情勢への困惑
研究課題と社会的ニーズの合致の判断におけるためらい
社会情勢の変化に伴う研究の着想を導く余裕の欠如

計画段階

研究スケジュールの遅延を招く研究環境の悪化
倫理審査の停滞
業務増大による研究時間の確保困難

研究への従来の取り組み方が通用しないことによる心理的負担
研究計画に従来通り取り組むことへの心理的障壁
研究参加者に配慮した調査方法の再検討に伴う負荷

研究計画の実行可能性に対する不確かさ
研究計画の実行可能性や見通しに対する懸念
実状に即した調査方法の未確立

実証段階

制約による調査実施の限界
研究参加者や研究フィールドへのアクセス制限
研究協力や状況変化による研究参加者数の確保困難

研究者と研究参加者双方に生じる負担への懸念
研究協力に伴う研究参加者の負担に対する懸念
調査実施によって批判を受けるリスク

調査にかける時間の欠如 調査にかける時間の欠如

分析段階
分析に活用できる資源の不足

分析に利用できる研究費の削減
教育活動や子育てと並行し分析に集中する時間の確保困難

分析の妥当性の限界
予定していた分析には不十分な取得データ
分析の妥当性に関する ICTを活用した検討の限界

普及段階
研究成果公表の機会と資源の確保困難

研究成果公表の準備に欠かせない時間や資源の確保困難
研究成果公表の機会縮小

研究成果公表への志向のゆらぎ
研究成果公表に対する躊躇
研究成果公表に手をつけられないほどの意欲減退

表2 COVID-19拡大状況下の看護研究活動の促進要因

研究プロセス カテゴリー 説明概念

構想段階
見識の深化を可能にする機会と資源の活用

集中的な文献検討を可能にする機会と資源の活用
ICTの活用による見識の深化

新たな研究課題を開拓する契機という認知 新たな研究課題を開拓する契機という認知

計画段階
今できることを意識した時間配分 今できることを意識した時間配分

既存の価値観に囚われない発想の転換
既存の研究計画を見直す機会という認知
創造性に繋がるパラダイムシフトという認知

実証段階 負担軽減と成果を両立した調査方法
研究フィールドへの配慮とデータの質を高める努力
対面接触が最小限となる調査方法の活用
研究参加者へのアクセスの効率化

分析段階 分析に意識を向けられるゆとり 分析に意識を向けられるゆとり

普及段階 研究成果公表に向けた選択と集中
論文執筆に時間をかける選択
研究成果公表に向けた意識的な注力
研究成果公表に配慮した学会の取り組みの活用
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（2）計画段階
計画段階では，【研究スケジュールの遅延を招く研究
環境の悪化】，【研究への従来の取り組み方が通用しな
いことによる心理的負担】，【研究計画の実行可能性に
対する不確かさ】が阻害要因として明らかになった．
①【研究スケジュールの遅延を招く研究環境の悪化】

COVID-19への対応により［倫理審査の停滞］が生
じた研究施設は少なくなかった．さらに，「とにかく他
の業務（リモート授業の為の授業の組み立ての変更，
資料の作成，対面授業となってからの演習時の感染予
防方法の検討等）に追われていて，研究計画を立案す
るための作業がなかなかできない（1008）」との記述に
あるように，COVID-19拡大に伴う教育体制転換への
対応に係る［業務増大による研究時間の確保困難］が
生じており，予定した研究スケジュールの遅延を招く
研究環境の悪化が研究活動を阻害していることが示さ
れた．
②【研究への従来の取り組み方が通用しないことによ
る心理的負担】
「医療職を対象とした調査や病院での調査を希望し
ているが，新型コロナウイルス感染拡大のために調査
計画を具体的に考えるのがはばかられる（205）」との
記述にあるように，研究対象者は，COVID-19拡大状
況下で医療職者を対象にした［研究計画に従来通り取
り組むことへの心理的障壁］があることを示した．ま
た，研究対象者は，「感染予防対策をとりながら研究を
計画する必要があり，構想を練り直さなければならな
い（908）」と考え，［研究参加者に配慮した調査方法の
再検討に伴う負荷］を抱えていることを示した．
③【研究計画の実行可能性に対する不確かさ】
研究対象者は，「臨床での調査が可能であるかの見通
しがたたず，臨床調査を伴う研究を遂行できる確証が
持てない（552）」と記述し，［研究計画の実行可能性や
見通しに対する懸念］を抱いていた．また，「（研究は，）
基本的に倫理を踏まえた上で，確立された方法に準拠
して実施したいと考える．しかし，その枠がどんどん
不明確になっていく（1369）」との記述にあるように，
［実状に即した調査方法の未確立］が研究計画の実行可
能性に対する不確かさを生じさせていることが示さ
れた．
（3）実証段階
【制約による調査実施の限界】，【研究者と研究参加者
双方に生じる負担への懸念】，【調査にかける時間の欠
如】が阻害要因として明らかになった．

①【制約による調査実施の限界】
「病院に入れなかったり対象者に面会できず，研究が
遂行できない（924）」との記述にあるように，［研究参
加者や研究フィールドへのアクセス制限］が生じてい
た．また，「コロナ禍で，研究対象者の入院や治療が制
限されており，対象が集まらない（883）」との記述に
あるように，COVID-19拡大に伴う医療提供体制の逼
迫に伴い，患者の入院・通院制限や治療内容の変更が
生じた医療施設では，［研究協力や状況変化による研究
参加者数の確保困難］によって，研究対象者が調査実
施の限界と直面せざるを得ない事態も生じていた．
②【研究者と研究参加者双方に生じる負担への懸念】
研究対象者は，［調査実施によって批判を受けるリス

ク］の他，「業務過多の中，研究への協力（インタビュー
やアンケートへの回答，郵送など）によって費やす（研
究参加者の）身体的・心理的負担を強いることを考え
ると，研究を実施することに躊躇する（130）」との記
述にあるように，［研究協力に伴う研究参加者の負担に
対する懸念］から，調査実施に迷いが生じていること
を示した．
③【調査にかける時間の欠如】
研究対象者は，「研究調査を行う時間が少なく

（1434）」，［調査にかける時間の欠如］について示した．
（4）分析段階
分析段階では，【分析に活用できる資源の不足】，【分

析の妥当性の限界】が阻害要因として明らかになった．
①【分析に活用できる資源の不足】
研究対象者は，［分析に利用できる研究費の削減］が

データ分析に影響したことを示した．子育てをしなが
ら研究活動をする研究対象者においては，緊急事態宣
言下での「学校の休校とそれに伴う放課後事業の縮小，
保育園の登園自粛要請に伴い，3月から約 4か月間，
子どもたちと生活をともにしながら仕事，研究をして
いました．子どもたちがいるときに，深くのめり込む
ような（たとえば分析など）をやってしまうと，子ど
もたちの呼びかけにすぐ答えられない，などの問題が
生じ（た）（1443）」との記述にあるように，［教育活動
や子育てと並行し分析に集中する時間の確保困難］が
分析を妨げていたことが示された．
②【分析の妥当性の限界】

COVID-19拡大によって研究計画で予定したように
「途中のデータが収集できず，今まで集めていた（縦断
研究の）データの分析に支障をきたす．欠損値が多す
ぎて分析できるかわからない（883）」との記述にある
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ように，研究対象者の中には［予定していた分析には
不十分な取得データ］により，分析結果の妥当性に限
界を感じている者がいた．また，「研究を進める上で
（分析結果の）妥当性を高めるために他者に分析の意見
を伺いたいが，Webでは十分な意見交換ができずにい
る（756）」との記述にあるように，［分析の妥当性に関
する ICTを活用した検討の限界］について示す者も
いた．
（5）普及段階
【研究成果公表の機会と資源の確保困難】，【研究成
果公表への志向のゆらぎ】が阻害要因として明らかに
なった．
①【研究成果公表の機会と資源の確保困難】
研究対象者は，［研究成果公表の準備に欠かせない時
間や資源の確保困難］について言及した他，「発表予定
であった学会が次年度に延期となってしまい，発表機
会を失ってしまった（83）」との記述にあるように，［研
究成果公表の機会縮小］によって，成果公表の戦略の
変更を余儀なくされたことを示した．
②【研究成果公表への志向のゆらぎ】
「病院への調査では，数%も行かない回答もあった．
この調査で，（研究成果の）発表が出来るのか，出来な
いなと思う（648）」との記述にあるように，実証段階
における［研究協力や状況変化による研究参加者数の
確保困難］によって［研究成果公表に対する躊躇］が
生じ，成果公表への志向がゆらぐ者がいた．また，「コ
ロナで疲れて研究意欲がかなり低下した．滞っている
論文執筆に手がつかない（1182）」との記述にあるよう
に，［研究成果公表に手をつけられないほどの意欲減
退］も研究対象者の成果公表への志向を弱化させて
いた．

2）COVID-19 拡大状況下の看護研究活動の促進要因
（1）構想段階
構想段階では，【見識の深化を可能にする機会と資源

の活用】，【新たな研究課題を開拓する契機という認知】
が促進要因として明らかになった．
①【見識の深化を可能にする機会と資源の活用】
研究対象者の所属施設によっては，「オンライン

ジャーナルなどの利便性が向上した（1167）」ことで，
［集中的な文献検討を可能にする機会と資源の活用］が
されていた．「多様な勉強会や研究会にオンラインで気
軽に参加できるようになり，視野が広がった（929）」
との記述にあるように，文献検索の利便性だけでなく，

［ICTの活用による見識の深化］が研究の構想を促進し
ていた．
②【新たな研究課題を開拓する契機という認知】
「コロナ渦において実施できる研究を新たに開発する
きっかけになった（391）」，「新しい時代の研究テーマ
を発見しようとしている（1185）」との記述にあるよう
に，研究対象者は，COVID-19拡大について，［新たな
研究課題を開拓する契機という認知］をしており，そ
れが研究の構想を促進していた．
（2）計画段階
計画段階では，【今できることを意識した時間配分】，

【既存の価値観に囚われない発想の転換】が促進要因と
して明らかになった．
①【今できることを意識した時間配分】
「ほかの仕事が減った分，こちら（倫理審査や計画
書）に時間を割くことができた（1089）」との記述にあ
るように，［今できることを意識した時間配分］が計画
段階の研究活動を促進していた．
②【既存の価値観に囚われない発想の転換】
「（研究参加者に）迷惑をかけられないので，研究計
画を見直し，本当に必要な内容か改めて考える機会に
なった（223）」との記述にあるように，研究対象者は，
COVID-19拡大状況に対し，［既存の研究計画を見直す
機会という認知］をしていた．また，「目的・課題・計
画・デザインすべてにパラダイムシフト（発想の転換）
を強いられたが，この変化が創造性に繋がるのを感じ
る（167）」との記述にあるように，研究対象者は，ICT
の導入・利用拡大を視野に入れつつ，社会情勢の変化
について［創造性に繋がるパラダイムシフトという認
知］もしていた．既存の価値観に囚われない発想の転
換が COVID-19拡大状況に対応した研究計画の改善や
新たな研究計画の創出に繋がることが示された．
（3）実証段階
【負担軽減と成果を両立した調査方法】が促進要因と
して明らかになった．
①【負担軽減と成果を両立した調査方法】
「三密を防ぐ工夫をして，今後（面接調査を）再開で
きればと考えている（1230）」や「データ収集の機会が
減少しているからこそ，より一層，得られるデータの
質を高めようと努力できる（372）」との記述にあるよ
うに，研究対象者は［研究フィールドへの配慮とデー
タの質を高める努力］をしていた．その他，「遠隔での
会議・インタビューが実施できた（1139）」との記述に
あるように，ICTの活用による［対面接触が最小限と
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なる調査方法の活用］によって研究フィールドの負担
軽減を図る取り組みをしつつ，［研究参加者へのアクセ
スの効率化］等の成果を意識して調査を行っていたこ
とが示された．
（4）分析段階
【分析に意識を向けられるゆとり】が促進要因として
明らかになった．
①【分析に意識を向けられるゆとり】
「在宅勤務で拘束時間が減ったことや気持ちの余裕
が出て，データの分析をしてみたりする時間が以前よ
り取れるようになった（240）」との記述にあるように，
研究対象者の中には，［分析に意識を向けられるゆと
り］が生まれる環境が分析時間の確保に繋がったこと
を示した者がいた．
（5）普及段階
【研究成果公表に向けた選択と集中】が促進要因とし
て明らかになった．
①【研究成果公表に向けた選択と集中】
「まとまった時間が取れるようになったため，研究結
果の論文化を進めている（1380）」との記述にあるよう
に，研究対象者は，［論文執筆に時間をかける選択］を
していた．また，「自身が今できることは研究成果を公
表することであるということの意識の強化（228）」と
の記述にあるように，研究対象者は，［研究成果公表に
向けた意識的な注力］をしており，研究成果公表に向
けた意識的な選択と集中が研究活動を促進しているこ
とが示された．

Ⅴ．考 察

1．COVID-19 拡大状況下の看護研究活動の阻害要
因と促進要因を踏まえた持続的な看護研究活動の
推進への示唆
本研究では，看護研究活動の阻害要因が 366記録単
位から導かれたのに対し，促進要因は 72記録単位に留
まる結果となった．これは，研究対象者が，促進要因
よりも阻害要因を感じる環境に置かれていたことを意
味する．特に，計画段階の阻害要因として明らかになっ
た【研究スケジュールの遅延を招く研究環境の悪化】
は，倫理審査の停滞や研究時間を確保できないほどの
業務増大が生じていたことを示しており，学術団体・
機関における組織的な研究環境の改善に向けた取り組
みが必要である．
さらに，構想・計画段階では，【COVID-19への対応

が優先される社会情勢への困惑】や【研究への従来の
取り組み方が通用しないことによる心理的負担】が阻
害要因として明らかになった．これらから見えてきた
のは，COVID-19拡大に伴う変化への対処が困難とな
り，培ってきた研究経験や知見に基づく取り組みがで
きない負荷も相まって，研究キャリアの積み重ねが困
難になっている看護学研究者たちの姿であった．しか
し，グレッグら（2003）は，チャンスを生かす思考・
行動力と現状を肯定的に捉えることで，キャリア発達
における苦悩の経験を乗り越えられると述べる．これ
は，構想・計画段階の促進要因として，【新たな研究課
題を開拓する契機という認知】や【既存の価値観に囚
われない発想の転換】が示されたことと通ずる．
COVID-19拡大を看護学研究の転換期と捉え挑戦する
思考と行動力が，研究活動を前進させ，安定したキャ
リア発達の鍵となると考える．
また，阻害要因として，［実状に即した調査方法の未
確立］から成る【研究計画の実行可能性に対する不確
かさ】が明らかになったように，看護研究活動の停滞
の恐れがある状況を打開するためには，社会情勢の変
化に即した研究方法の確立が必要である．特に，
COVID-19拡大は，デジタル技術を活用したデータ連
携や ICTを活用した遠隔医療の社会実装など，保健医
療システムの構築やケア開発に関わる研究活動を加速
させることが期待される（Wijesooriya et al., 2020）．
COVID-19拡大を契機に国際的・学際的な結束を強化
する機会は拡がっており（McMahon et al., 2021），国境
や学術機関，学問領域を超えたウェビナー（Rosales et
al., 2020）やオンラインでの双方向的な学習による【見
識の深化を可能にする機会と資源の活用】，学際的な共
同研究の発展（Sy et al., 2020）は，COVID-19の危機に
対応した創造的な研究方法の確立に向けた知見を学
び，共有し，周知し，行動力を生み出す機会になると
考える．
そして，従来と異なる社会情勢に即した研究方法を

開拓する上で急務となるのは，実証段階の促進要因と
して明らかになった【負担軽減と成果を両立した調査
方法】の確立である．実証段階の阻害要因として，【制
約による調査実施の限界】が示されたように，感染伝
播リスクの懸念が高いフィールドでは，研究参加者の
安全性や負担の観点から調査に制約が生じやすい．し
かし，収集するデータの質や量を意識しつつ，研究
フィールドや研究参加者の安全性，負担を考慮した倫
理的配慮を具体化することで，研究者は状況に応じた
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適切な対応をとることができ，【研究者と研究参加者双
方に生じる負担への懸念】を低減させ，実行可能性が
高い方法論に基づく研究活動ができる．例えば，オン
ラインによるデータ収集を選択することも安全で実行
可能性が高い研究方法となる場合があり（Sy et al.,
2020），分析段階の［予定していた分析には不十分な取
得データ］に起因する【分析の妥当性の限界】の解決
にも繋がると考える．
さらに本研究では，［業務増大による研究時間の確保

困難］，【調査にかける時間の欠如】，［研究成果公表の
準備に欠かせない時間や資源の確保困難］等のように，
構想段階を除く全ての段階で研究活動にかける時間確
保が困難となっていることが明らかになった．子育て
に携わる者の中には，複数の役割を抱えていることで
［教育活動や子育てと並行し分析に集中する時間の確
保困難］について示す者もいた．これらの阻害要因に
対し，計画・普及段階の促進要因として，【今できるこ
とを意識した時間配分】や【研究成果公表に向けた選
択と集中】が明らかになり，研究マネジメント力の強
化が研究活動の促進に重要であることが示唆された．
特に，効果的なタイムマネジメントは，研究プロジェ
クトへの集中と成果の産出（Chase et al.，2013），満足
度やストレス改善（Claessens et al., 2007）をもたらすこ
とが示されている．Chaseら（2013）はタイムマネジ
メントの戦略として，現実的な目標設定，計画の定期
的な評価と最適化，優先順位の決定等を提言しており，
これらは，COVID-19拡大によって研究活動に専念す
る時間や資源が限られている状況においても，研究成
果を導く看護学研究者の意思決定や志向を支える戦略
になりうると考える．

2．研究の限界と今後の課題
オンライン調査による多数のデータから研究活動の

阻害・促進要因に関する包括的な結果を導くことがで
きたが，時間の経過や感染拡大状況の変化と共に，新
たな阻害・促進要因が生じている可能性や解決すべき
要因の優先度を考慮し，縦断的調査によって研究活動
推進の方略の検討を重ねることが必要である．さらに，
子育てや介護等の研究者の特性が看護研究活動に影響
している可能性があるため，阻害要因と促進要因に関
連する特性を量的に分析し，研究者の特性に応じた研
究活動推進の方策を検討していくことが必要である．

Ⅵ．結 論

学際的連携による創造的な研究方法の確立，感染伝
播リスクの懸念が高い研究フィールドおよび研究参加
者に対する倫理的配慮の具体化，組織的な研究環境の
改善に向けた取り組みと研究マネジメント力の強化，
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