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精神看護学   

著書   

船越 明子 第 4 章 ひきこもりへの支援において重要と

なる技法 第 5節 家族支援 

第7章 ガイドブックの活用方法 第4節 ガ

イドブックの意義 第 5 節 ガイドブックの

作成方法と改定方法 

金剛出版， 

境 泉洋 編著， 

地域におけるひきこもり支援

ハンドブック―長期高齢化に

よる生活困窮を防ぐ 

P.100-113, 176－177, 10月 

研究論文   

北 恵都子, 船越 明子 

岩佐 貴史 

外来看護ケアの希望の有無によるうつ病外来

患者の服薬に対する認識の実態 

三重県立看護大学紀要,  

20：1-7，3月 

武用 百子，岩根 直美，

山岡 由実，川田 美和，

明神 哲也，岩原 昭彦，

鹿村眞理子 

アクティブラーニングを導入した看護倫理演

習前後の道徳的感受性の変化(第 1報) 

和歌山県立医科大学保健看護

学部紀要， 

13：51-58，3月 

Funakoshi A., Tsunoda 

A., 

Hada Y. 

 

Training of Children and Adolescents’ Mental 

Health Nursing for Nursing Students in Japan 

Journal of Nursing Education 

and Practice， 

7(9)：34-41，Apr 

船越 明子 ひきこもり状態にある人をもつ家族の家族機

能と親の困難 

日本精神衛生学会誌， 

32(1)：56-73，7月 

川田 美和，岡田 俊， 

片山 貴文，野嶋佐由美 
成人期にある高機能自閉症スペクトラム障害

者の家族支援のニーズ～インタビュー調査に

基づく分析～ 

高知女子大学看護学会誌,43， 

in press，12月 

研究発表   
Chiba R., Miyamoto Y., 

Funakoshi A., 

Yamazaki Y.  

Contributing factors on benefit finding 

among people with chronic mental illness: 

findings from a longitudinal study in Japan 

International Society of 

Psychiatric-Mental Health 

Nurses 19th Annual 

Conference, March

（Baltimore , USA）    

岡田 彩子，奥村 和代，

竹原  歩，稲垣 美紀 
循環器病棟に勤務する看護師が捉える患者の

喫煙行動と禁煙支援の実態(第一報) 

第 81 回日本循環器学会学術集

会，3月（金沢） 

竹原  歩，武内  玲，

道脇唯公美，井上由香里，

川田 美和 

看護学生に対する自己理解と他者理解の深ま

りを意図したコミュニケーション技術演習の

プログラム作成 

日本精神保健看護学会第 27 回

学術集会， 

6月（札幌） 



武内  玲，柴田 真志， 

岸田 郁子，宮内 雅利，

服部 早紀，茅沼 弓子，

石井 千恵，石井 紀夫 

慢性期統合失調症患者の活動性と睡眠指標と

の関連 

第 42 回日本睡眠学会定期学術

集会，6月（横浜） 

水谷 和郎，民田 浩一，

高橋 恭子，山根 光量，

大石 醒悟，辻井 由紀，

熊尾 良子，山根 崇史，

松石 邦隆，仲村 直子，

竹原  歩，庵地 雄太，

安斉 俊久，安井 博規，

伊藤 弘人 

循環器領域におけるメンタルケアをどう展開

するか―兵庫サイコカーディオロジー研究会

地域連携会議の模索― 

第 23 回日本心臓リハビリテー

ション学会学術集会， 

7月（岐阜） 

小國 恵子，佐藤 聡美，

垣内 佳代，古田 妙子，

重光 雅美，竹原  歩，

武内  玲 

当院における外来心臓リハビリテーションプ

ログラムがもたらす効果の検証 

第 23 回日本心臓リハビリテー

ション学会学術集会， 

7月（岐阜） 

竹原  歩，庵地 雄太，

高橋 恭子，大石 醒悟，

水谷 和郎 

循環器疾患患者のうつ症状発見能力を育成す

るための教育プログラム作成 

第 23 回日本心臓リハビリテー

ション学会学術集会， 

7月（岐阜） 

竹原  歩 看護部会シンポジウム 現場感覚を伝える看

護教育で臨床とつなぐ 

第 55 回全国自治体病院協議会

精神科特別部会総会・研修会， 

8月（神戸） 

石井 千恵，岸田 郁子，

柴田 真志，武内  玲，

茅沼 弓子，服部 早紀，

宮内 雅利，石井 紀夫 

統合失調症患者のサルコペニアの発生と生活

習慣との関連についての調査 

第 15 回日本スポーツ精神医学

会総会･学術集会， 

9月（鶴岡） 

石井 千恵，岸田 郁子，

柴田 真志，武内  玲， 

茅沼 弓子，服部 早紀，

宮内 雅利，石井 紀夫 

統合失調症患者の生活習慣病発症要因として

の身体活動量に関する実態調査 

第 72 回日本体力医学会大会， 

9月（愛媛） 

武用 百子，岩根 直美，

明神 哲也，山岡 由実，

川田 美和 

アクティブラーニングを導入した看護倫理演

習が道徳的感受性、職業的アイデンティティお

よびプロフェッショナリズムに及ぼす影響― 

「倫理的判断をした行動を選択できる」という

授業設計に基づいた看護倫理演習を教材とし

てー 

第5回日本シミュレーション医

療教育学会学術大会， 

9月（東京） 

水谷 和郎，庵地 雄太，

仲村 直子，熊尾 良子，

大石 醒悟，竹原  歩 

兵庫サイコカーディオロジー研究×日本循環

器心身医学会ジョイント企画 循環器心身医

学のテキストを作ろう！ 

第 74 回日本循環器心身医学会

学術総会， 

11月（吹田） 

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の語り、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25回久留米大会，

12月（久留米） 

彼谷 哲志，笠原  健，

船越 明子 
経験を活かすとは？ 第6回全国ピアスタッフの集い 

分科会， 

12月（埼玉） 

その他   



船越 明子，角田  秋， 

羽田 有紀 
児童・思春期精神科病棟における看護実践向上

のためのコンピテンシーモデル～看護に求め

られる能力～ 

児童・思春期精神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 28年度科学研究費補助金 

(基盤研究 C)報告書,  

3月 

船越 明子，千葉 理恵，

武内  玲，川田 美和，

竹原  歩 

こころの健康 まちの保健室 兵庫県立大学地域ケア開発研

究所研究活動報告集， 

2：38-39，3月 

竹原  歩 めっちゃわかる!高齢者心不全(第 4回) 高齢

者の特性に応じた総合的機能評価をしよう! 
ハートナーシング， 

30(4)：424-428，4月 

竹原  歩 特集: せん妄を看る 精神看護実践の基本的

な考え方とせん妄患者の看護 

Phenomena in Nursing， 

S･8-S･10，4月 

小野 博史，竹原  歩， 

中筋 美子，坂下 玲子 

【座談会】質の高い看護ケアのために Phenomena in Nursing， 

S･14-S･19，4月 

船越 明子 ひきこもり、その時親は 修親 

P.14-17，5月 

竹原  歩 【一番の戦力なのに一番辞めやすい時期…卒

後 3～5年目スタッフの支援・指導・協働】 心

と身体のエネルギーが枯渇した 3～5年目のス

タッフの離職の考えと支援の方法 

主任看護師: 管理・教育・業務， 

26(5)：36-39，5月 

竹原  歩 【専門看護分野別 せん妄患者の看護】 

(Part3)せん妄対策を看護の視点でとらえ直す 
看護技術， 

63(6)：588-589，5月 

竹原  歩，坂下 玲子 理論構築を学ぶ 看護現象から知を生むため

に 理論を評価する クリティークと検証 
看護研究， 

50(5)：500-507，8月 

川田 美和 WRAP を使う! : 精神科看護師の WRAP 実践記

(第 14回)『私らしさ』を支えてくれる相棒 
精神科看護， 

44(11)：46-51，11月 

 


