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著書   

船越 明子 ひきこもり―親の歩みと子どもの変化 新曜社，1月 

   

翻訳   

川田 美和 

他（70名） 

新版 児童青年精神医学 

第 36章 精神作用物質使用と精神作用物質障害 

明石書店， 

長尾圭・氏家武・小野善郎・吉田敬子監訳，

P.731-760，1月 

   

研究論文   

Funakoshi A. 

Miyamoto Y. 

Significant factors in family difficulties 

for fathers and mothers who use support 

services for children with hikikomori. 

Psychiatry and clinical neurosciences. 

69(4)：210-219，April. 

   

北 恵津子，船越 明子 

 

地域生活の継続を支援する精神科外来看護ケア

リストの作成 

日本看護学会論文集：精神看護，45：

246-249，4月 

   

研究発表   

竹原  歩，大石 醒悟 

宮田 大嗣，田中奈緒子 

久理田和代，村田 千恵 

玉田田夜子，堀江 香織 

末期心不全患者を支えるプライマリケアチーム

とリエゾンナースのかかわり方 

第 79 回日本循環器学会学術集会, チーム

医療セッション教育セッション，3 月（大

阪） 

   

竹原  歩，玉田田夜子 

北井  愛，長谷川玲子 

牧野 史織，三村菜連実 

田中奈緒子，大石 醒悟 

加治ひろみ，嶋田 兼一 

精神科リエゾンチームは心不全の緩和ケアにど

うかかわるか 

第 79 回日本循環器学会学術集会, チーム

医療セッションシンポジウム，3月（大阪） 

   

船越 明子，羽田 有紀 

角田 秋 

看護師養成課程における子どもの心に関する教

育の実態調査 

第 25回日本精神保健看護学会学術集会，6

月（筑波） 

   

羽田 有紀，船越 明子 アルコール関連問題を持つ人の妻の自殺関連事

象の実態と精神的健康への関連要因 

第 25回日本精神保健看護学会学術集会，6

月（筑波） 

   

小野  悟，船越 明子 ストレスケア病棟に入院中のうつ病患者のリカ

バリー支援 タイダルモデルを用いた看護実践 

第 25回日本精神保健看護学会学術集会，6

月（筑波） 

   

荒木  学，船越 明子 医療観察法病棟における統合失調症の暴力につ

ながる妄想に対する看護ケア 

第 25回日本精神保健看護学会学術集会，6

月（筑波） 
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田中奈緒子，村田 千恵 

久理田和代，佐藤 聡美 

馬澄 亜紀，玉田田夜子 

堀江 香織，竹原  歩 

大石 醒悟，高井 裕美 

野倉やよい 

慢性心不全患者の最期に関する実態調査 第20回日本緩和医療学会学術大会，6月（横

浜） 

   

大石 醒悟，田中奈緒子 

竹原  歩，久理田和代 

村田 千恵，玉田田夜子 

馬澄 亜紀，高津かおり 

堀江 香織，宮田 太嗣 

川合 宏哉 

末期心不全の症状緩和における塩酸モルヒネ持

続静注の使用経験 

第20回日本緩和医療学会学術大会，6月（横

浜） 

   

羽田 有紀，船越 明子 アルコール依存症当事者とその妻の精神的健康

と夫婦関係満足度との関係 

第 46回日本看護学会 精神看護，9月（大

阪） 

   

川田 美和，武内  玲 

池田百合江，中川 尚 

柴田 佑介，早川 博子 

武用 百子 

地域で生活する精神障碍者を対象とした主体性

とセルフケア機能の向上を目指したジェンベプ

ログラムの効果 

日本デイケア学会，第 20 回年次大会，10

月（大阪） 

   

中田 文恵，川田 美和 地域で生活する精神障碍者を支えるグループ活

動を活用した有効な支援方法の検討～『女子会』

参加者へのインタビューに基づく分析を通して

～ 

日本デイケア学会，第 20 回年次大会，10

月（大阪） 

   

川田 美和 地域で生活する精神障碍者のセルフケア機能と

主体性の向上を目指したケア・パッケージの開発

～多職種連携によるグループ活動を中心とした

支援～ 

平成 27 年度 公益財団法人 ひと・健康・

未来研究財団助成研究発表会，11月（京都） 

   

竹原  歩，玉田田夜子 

熊尾 良子，長谷川玲子 

牧野 史織，土居亜里紗 

船間 昌代，嶋田 兼一 

病棟看護師が困る入院患者のせん妄や認知症で

みられる不眠の対応 

第 72回日本循環器心身医学会総会，11月

（大分） 

   

船越 明子，宮本 有紀 児童・思春期精神科病棟に勤務する看護師の実践

能力と医療事故の関連 

第 35回日本看護科学学会学術集会，12月

（広島） 
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千葉 理恵，山崎喜比呂 

宮本 有紀，船越 明子 

精神疾患を経験した人々のベネフィット・ファイ

ンディング評価尺度の作成の試み 

第 35回日本看護科学学会学術集会，12月

（広島） 

   

北 恵都子，船越 明子 

岩佐 貴史 

うつ病外来患者の外来看護ケアへのニーズと薬

に対する構えに関する研究 

第 35回日本看護科学学会学術集会，12月

（広島） 

   

船越 明子，栄 セツコ 

増川ねてる 

当事者の『語り』から生まれる未来～メンタルヘ

ルスの未来を語り、未来を創造しよう～ 

日本精神障害者リハビリテーション学会，

第 23回高知大会， 12月（高知） 

   

徳岡 聖子，津野 稔一 

久保 善秋，船越 明子 

下平美智代 

パネルディスカッション「新しい語り、新しい対

話から生まれるもの」～当事者研究・WRAP・IPS・

オープンダイアログ～ 

日本精神障害者リハビリテーション学会，

第 23回高知大会， 12月（高知） 

   

その他   

船越 明子 児童・思春期精神科病棟における看護師の実践能

力に関する実態調査 報告書 

平成 26 年度 岡三加藤文化振興財団研究

助成 報告書，3月 

   

川田 美和 青年・成人期の広汎性発達障害者の家族への QOL

を指標とした支援プログラムの開発 科学研究

助成事業 研究成果報告書 

平成 24～26年度 科学研究費補助金（基盤

研究 C）研究成果報告書，5月 

   

大石 醒悟，本多 祐 

竹原  歩，小國 恵子 

辻井 由紀，田中奈緒子 

川端 太嗣，横井 公宣 

山田愼一郎，谷口 泰代 

矢坂 義則，川合 宏哉 

心臓リハビリテーションにおける緩和ケアとは 

意思決定支援の場としての心臓リハビリテーシ

ョン 

心臓リハビリテーション , 20(2): 

313-318, 6月 

   

竹原  歩，玉田田夜子 

北井  愛，嶋田 兼一 

【循環器疾患を持つ高齢者のメンタルヘルスケ

ア-不眠、せん妄、認知症-】 循環器疾患を持つ

高齢者によくみられる不眠、せん妄、認知症 

循環器ナーシング, 5(8):  4-10, 8月 

   

武内  玲 【循環器疾患を持つ高齢者のメンタルヘルスケ

ア-不眠、せん妄、認知症-】必ず取り入れたい睡

眠衛生教育と不眠に対するケア－入院中・外来で

できること－ 

循環器ナーシング, 5(8): 20-27, 8月 

   

竹原  歩 ケアとして知っておきたい経済的問題と役立つ

制度(第 9回) 精神科の分野で利用できる制度 

看護技術, 61(10): 1019-1022, 9月 
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川田 美和 地域で生活する精神障碍者のセルフケア機能と

主体性の向上を目指したケア・パッケージの開発

～多職種連携によるグループ活動を中心とした

支援～ 報告書 

平成 25～26 年度 公益財団法人 ひと・健

康・未来研究財団研究助成 報告書，10月 

   

安原 沙織，竹原  歩 【心不全を徹底理解!応用編-心不全看護ケアの

実際-】 新たな領域で求められる看護ケア せん

妄を有する心不全患者へのケアの実際 

循環器ナーシング, 5(10): 89-99, 10月 

 


