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著書   

船越 明子 WRAP®を始める！精神科看護師との WRAP®入門

コラム：WRAP®と私 ～あなたが、あなた自身の

元気のために～ 

精神看護出版 

増川ねてる，藤田茂治 編著 

P.67-70, 7月 

   

研究論文   

Funakoshi A. Tanaka A. 

Hattori K.   Arima M. 

Process of Building Patient-Nurse 

Relationships in Child and Adolescent 

Psychiatric Inpatient Care: A Grounded Theory 

Approach in Japan. 

J Nurs Patient Care 1:2, September. 

   

庵地 雄太，水谷 和郎， 

荒木 祥子，上羽 康之， 

大石 醒悟，竹原  歩， 

辻井 由紀，北井  愛， 

熊尾 良子，山根 崇史， 

松石 邦隆，村井 亮介， 

北井  豪，仲村 直子， 

堂本 康治，山根 光量， 

民田 浩一，高橋 恭子， 

安井 博規，見野 耕一， 

井上 信孝，平田 健一， 

小林 清香，安斉 俊久， 

伊藤 弘人 

心臓リハビリテーションを基礎とした心臓病患

者へのメンタルケアモデル開発 

心臓リハビリテーション,  

21(1・2・3): 15-20, 2月 

   

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ジェン

ベプログラムの効果－主体性とセルフケア機能

に焦点をあてた分析－ 

兵庫県立大学看護学部・地域ケア開発 

研究所紀要, 23: 121-130, 3月 

   

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 

看護教育, 57(4), 282-287,4月 

   

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 

日本看護学会論文集: 精神看護, 

46: 279-282, 5月 

   

北 恵都子，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

の実施時間－外来患者の心理社会的機能の違い

による検討－ 

日本精神保健看護学会誌, 25(1), 65-75,  

6月 
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研究発表   

Funakoshi A. Tsunoda A.  

Hada Y. 

 

Training of children and adolescents’ mental 
health nursing for nursing students in Japan 

19th East Asian Forum of Nursing 

Scholars,  March (Chiba） 

Hada Y. Funakoshi A.  Influential Factor on Couples’ Mental Health 
Status When Husbands Suffer from Alcohol 

Dependence 

19th East Asian Forum of Nursing 

Scholars,  March (Chiba） 

   

Ono H. Takehara A. 

Endo Y. Umeshita K. 

Behavior change in patients after 

esophagectomy - from the perspective of 

postsurgical recovery process of mental 

function - 

19th East Asian Forum of Nursing 

Scholars,  March (Chiba） 

   

Kawada M. Marumoto N. 

Yamaoka Y. 

Consideration for required strength and 

necessary education inpractical psychiatric 

home nursing 

19th East Asian Forum of Nursing 

Scholars,  March (Chiba） 

   

Takenouchi R. Shibata M. Relation Between Sleep Quality and Daily 

Physical Activity in Schizophrenia Patients 

19th East Asian Forum of Nursing 

Scholars,  March (Chiba） 

   

竹原  歩，玉田田夜子， 

嶋田 兼一，熊尾 良子， 

長谷川玲子，牧野 史織， 

土居亜里紗，船間 昌代 

山名比呂美，三浦 智恵 

循環器専門病院におけるせん妄回診の医療安全

への貢献についての検討 

第 31回日本老年精神医学会, 6月（金沢） 

   

羽田 有紀，船越  明子 アルコール依存症者の自殺関連事象の経験と精

神的健康の特徴―性差による比較から― 

第26回日本精神保健看護学会, 7月（大津） 

   

船越  明子，宮本 有紀， 

羽田 有紀，土田 幸子， 

鈴木 千穂，湯浅 度惠 

事例で学ぶ児童・思春期精神科看護 第26回日本精神保健看護学会, 7月（大津） 

   

竹原  歩，武内  玲， 

川田 美和 

看護学生に対するコミュニケーション技術教育

についての文献検討 

第26回日本精神保健看護学会, 7月（大津） 

   

千葉 理恵，山崎喜比古， 

船越 明子，宮本 有紀 

精神疾患をもつ人々の首尾一貫感覚とベネフ 

ィット・ファインディングの関連：横断調査 

第 75回日本公衆衛生学会総会,  

10月(大阪) 

   

 

 

  



 

著者・発表者 タ  イ  ト  ル 掲載誌・発表学会 

船越 明子，栄 セツコ， 

増川ねてる 

ワールド・カフェ：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 24回長野大会, 12月（長野） 

   

松田  陽子，船越  明子， 

木戸  芳史 

精神障がい者のソーシャルサポートと家族自身

の人生に対する肯定的な認識との関連 

日本精神障害者リハビリテーション学会

第 24回長野大会, 12月（長野） 

   

山川あすか，船越 明子 精神保健福祉分野におけるピアサポーターがピ

アサポート活動を通して経験する困難 

日本精神障害者リハビリテーション学会

第 24回長野大会, 12月（長野） 

   

船越 明子，浦野  茂， 

土田 幸子 

児童・思春期精神科病棟での親子支援場面におけ

る看護師と親との相互行為  

第 36回日本看護科学学会学術集会,  

12月(東京) 

   

千葉 理恵，船越 明子， 

宮本 有紀，山崎喜比古 

地域で生活する精神疾患をもつ人々のベネフィ

ット・ファインディングの関連要因の検討：横断

調査から 

第 36回日本看護科学学会学術集会,  

12月(東京) 

   

武内  玲，竹原  歩， 

小野 博史 

せん妄に関する国内における研究文献を対象と

した臨床領域の違いと研究内容についての記述

的分析 

第 36回日本看護科学学会学術集会,  

12月(東京) 

   

小野 博史，竹原  歩， 

遠藤 淑美 

術後精神機能回復を構成する概念の検討 第 36回日本看護科学学会学術集会,  

12月(東京) 

   

その他   

船越 明子，浦野  茂， 

土田 幸子 

看護師による親子支援プログラムの開発 

児童・思春期精神科病棟における看護実践能力向

上のための学習プログラムの構築  

平成 27年度科学研究費補助金 

（基盤研究 C）報告書, 3月 

   

境  泉洋，池上 正樹， 

船越 明子，他（16名） 

地域におけるひきこもり支援ガイドブック～長

期高年齢化による生活困窮を防ぐための家族会

からの提案～  

特定非営利活動法人KHJひきこもり家族会

連合会 厚生労働省平成 27年度生活困窮

者就労準備支援事業等補助金社会福祉推

進事業報告書, 3月 

   

 

 

 

 

 

 

 

  


