
氏名 論文題目

藍田　礼子 
体内時計の光同調におけるGRP（ガストリン放出ペプチド）の関与
The role of GRP（Gastrin-releasing peptide） in photic entrainment of circadian clock

池亀　志帆 
バドミントンでの打動作が下腿三頭筋・アキレス腱へ及ぼす影響
The effects of shot performance on the triceps surae msucle and the Archilles tendon in badminton

井上　仁 
CDMと関連してのモンスーンアジアにおける人工林の二酸化炭素固定量評価
Carbon Accumulation of Man-made Forests in Monsoon Asia in Relation to the CDM

太田　陽一郎 
江戸の木炭利用　―暖房・調理用具との関係―
Charcoal Utilization in Edo Relation to the heating and cooking implements.

大西　絵理香 
交通事故で子どもを亡くした両親に対するグリーフ・ケアを取り入れた公共政策
The public policy applied the grief care for parents who lost their children by traffic accidents

大野　最英良 
トレッドミル上における歩行動作中の足関節の力学的分析
The Biomechanical Analysis of Treadmill Walking

柿沼　豊 
視覚情報による身体運動の反応時間について
Visual reaction time in human movements

加藤　陽子 
青年期における実存的意識に関する一研究
A study of existential consciousness in adolescence

上地　さり 
ドミナントネガティブAMPA型グルタミン酸受容体遺伝子導入マウスの作製
Establishment of transgenic mice with dominant-negative AMPA-type glutamate receptor genes

岸尾　正博 
点変異導入メラトニン1a受容体におけるGタンパク共役型シグナル伝達の解析
Analysis of G Protein Coupled Signaling with Point Mutated Melatonin Receptor

酒井　亮 
骨粗鬆症予防目的の運動が骨代謝マーカー及び超音波骨評価値に及ぼす効果
The Effect of Low Frequency and Medium Intensity Exercise on Bone Metabolism and Bone Stiffness in Women

笹渕　拓郎 
運動・スポーツ行動の定着における総合型地域スポーツクラブの役割
The effect of a community sports club on the participation in sport and exercise

佐藤　理恵 
ラットにおける加齢とライフスタイルが生体内ミネラルと微量元素に及ぼす影響　Effect of Age and Lifestyle on
Tissue Trace Elements and Mineral Levels in Male Fisher Rats

嶋　誠悟 
ショウジョウバエfruitless（fru）遺伝子の機能発現に関わる遺伝子群の同定
Screeing for genes that interact with the fruitless（fru） gene in Drosophila

須藤　元喜 
恒常明照明下におけるマウスの体内時計の分子機構解明
Continuous Light Exposure Leads to Disappearance of Circadian Expression of Clock Cenes in the Mouse
Suprachiasmatic Nucleus.

竹林　正就 
災害救急医療に関するバイオエシックス的考察　～トリアージにおけるアドボカシーを中心として～
A Study of Bioethical Aspects in Disaster Medicine -with special reference to the Notion of Adovocacy for the
Practice of Triage

田中　英里佳 
臓器移植レシピエントの社会的支援に関するバイオエシックス的研究
A study of Bioethical Aspects in social support for transplant recipient

中　智子 ドーピング問題のバイオエシックス的考察　Bioethical approach to the issue of doping in sports

中川　央 
トレーニングによるミトコンドリア増加機序におけるカルシウム依存性酵素の役割
Is calcineurin, Ca2+dependent phosphatase, involved in exercise training-induced mitochondrial biogenesis in
skeletal muscle?

永井　彩 
現代玩具と子ども世界　―昭和期の東京とその周辺の子ども文化―
Modern Toys in Children’s World With special reference of Children’s culture In Tokyo and surrounding in Showa

林　成志 
長円状の自転車ぺダリング運動における下肢筋活動とバイオメカニクス
EMG Activity and Biomechanics of Human Cycling Movements at New Pedaling System Bicycle

原　洋子 
パーキンソン病関連分子UCH-L1ならびにα-synucleinの機能解析に関する基礎的研究
Study of molecular and cellular functions of familial Parkinsonism-associated molecules, UCH-L1 and Alpha-

水野　正樹 
高強度運動後における大腿部局所筋酸素摂取量および局所筋血流量
Spatial relationship between regional muscle oxygen consumption and regional muscle blood flow at recovery
from high-intensity exercise

三井　烈 
ラット胃幽門部のカハールの介在細胞に関する微細形態学的研究
Ultrastructural study of the interstitial cells of Cajal at the rat gastric antrum

南　陽一 
マウス体内時計同調機構における下垂体アデニル酸シクラーゼ活性化ペプチドの役割
Role of PACAP on Entrainment of Mice Circadian Rhythm

村山　知子 
中途障害者の社会復帰に関するバイオエシックス的考察　―現状と未来展望―
A Study of Bioethical Aspect in Social Inclusion of Midstream Disabled Persons : The present and the future

岡　秋見 
宮廷礼拝堂のコスモロジー　―帝都ウィーンの精神と音楽―
The cosmology of the Hofmusikkapella-The spirit and music of Vienna-

松平　俊久 
綺想のカリカチュア　―西欧異形の表象分析―
Caricature of Phantasy : Analysis of Western Monsters’ Representation

北山　誠太 万歩計を用いた高齢者の運動評価

青山　幸司 
混色課題における認知的処理過程と臨床心理学的アセスメントへの展望
The cognitive Processing of Color Mixture Task and Review for Psychological Assessment

浅原　太陽 
高覚醒水準での二重課題のパフォーマンスに及ぼす教示効果について
The Effect of attention allocation instruction on dual-task performance under high arousal revel.

井澤　修平 
怒り表出・抑圧とストレスコーピング・健康行動・精神生理学的反応性の関連について
The relationships among expressing and repressing anger, stress coping, health behaviors, and
psychophysiological reactivity

一階　千絵 
江戸時代の見世物女相撲に関する研究
A study on women Sumo show in the Edo period
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今村　早苗 
ウフィッツィ美術館におけるデジタルアーカイブ化の試み
Digital Archive through Direct Digital Imaging of Uffizi Collection

岩田　無為 
動作と情動の関係性に関する研究（ボディワークの基礎的研究）
A study of the relationship between movements and emotions: The basic study of bodywork

江川　陽介 
短距離,長距離,水泳競技選手の筋腱複合体の弾性の比較
Comparison of the elasticity of muscle-tendon-complex between sprinters, long-distance runners and swimmers.

大久保　智生 
個人―環境の適合からみた適応感に関する研究　―居場所の視点から―
Subjective feelings of adjustment from the person-environment matching perspective:From the view point of

大西　正紘 
航空機パイロットの離陸時の意思決定に関わるワークロードの検討
A Study of Mental Workload concerning Go/NoGo Decisions of Pilots duing Take-off Roll

大沼　泰枝 
学級における受容感が児童の自己効力感に与える影響
Influence of perceived acceptance in the classroom on children’s perceived self-efficacy

形岡　美穂子 
感性スペクトラム解析法（ESAM）によるeffort-distress次元の検討
Investigation of Effort-Distress Dimensions by Using Emotion Spectrum Analysis Method（ESAM）

金築　優 
心配に関する認知的変数の検討　―信念と思考の評価の関連―
Congnitive factors of worry ; Relationship between beliefs and thought appraisal

鴨田　真理沙 読みやすい点字の形状に関する研究　Constructional effects on the braille in terms of reading difficulty

岸　俊行 
進路選択行動からみる総合選択制高校の評価
stimation for Comprehensive UpperSecondary School thinking about their future life and vocation

江　明玲 
運動行動変容のステージによる健康関連QOLの評価
Stage of regular exercise and health-related quality of life

幸喜　健 
ストンガスペレン　―スウェーデンゴトランド島の民族スポーツ大会とアイデンティティに関する一考察―
Stangaspelen A study of identity about the Stanga games in Gotland.

篠田　直 
子どものセルフエスティーム増強に及ぼすスポーツ教室参加の影響
The influence of participation in sports club on increasing self-esteem for children.

島村　香弥 色彩語の文章イメージへの影響　Effects of expression with color-word on image of sentences

清水　京子 
子育て経験による自分の母親に対する認識の再構築と我が子への愛情との関連
Reconstruction of the relationship with mother

清水　武 ダイナミックタッチの発達的研究　Developmental Study of Dynamic Touch

清水　七重 
性的魅力に関する一考察　―身体魅力における生理的要因の検討から―
A Study of on sexual attractiveness-Physiological factor on physical attractiveness-

杉浦　あゆみ 介護者負担感のコーピングに関する検討　A Study of Coping with Burdens of Family Caregivers

鈴木　貴子 
老人保健施設におけるうつの発生要因の検討ならびに介入に関する一考察
Examination of factors causing depression and its treatment in geriatric health services facilities

陶山　大輔 
対人間における共感性と視線に関する研究
The relation between sympathy and eye movement in the interpersonal communication

竹下　潤 コックピットデザインにおける人間工学的検討　An Ergonomic Study for the Cockpit Design

竹並　恵里 
高脂肪食と紅茶の摂取が血管内皮機能に及ぼす影響
Effects of black tea on the transient impairment of endothelial function following a single high-fat meal

田中　良平 高度情報化オフィスにおける評価法の研究　The Study of an Evaluation Method in Advanced Information Office

田村　克己 
足関節の3次元的な筋力の特性と解剖構造からの靱帯損傷の予測
Prediction of ligament injury from the characteristics of three-dimentional muscle strength and the anatomical
structure of the ankle joint

手塚　洋介 
認知的対処の問題解決困難事態への効果に関する一考察
A Discussion on Effects of Congnitive Coping on the Difficult Situation of Problem Solving

内藤　健二 
股関節筋機能が変形性膝関節症患者の歩行に及ぼす影響
The influence of muscle function of the hip joint on gait characteristics of the subjects with gonarthritis

西垣　美帆子 自然環境における緑に対する意識調査　Research for Greenery of Nature

綾　千晶 
運動継続に及ぼす心理学的要因　―ローカス・オブ・コントロールによる影響―
Psychological correlates of exercise adherence -the influence of Locus of Control-

橋本　鮎子 
インタラクティブなVR技術の応用と人間工学的検討
Designing a virtual reality system and it’s evaluation from a viewpoint of ergonomics

藤巻　吾朗 体圧分布の評価方法に関する研究　Evaluation Method of Body Pressure Distribution

牧　郁子 
中学生における無気力感のメカニズムの検討
Examination of the mechanism of helplessness in junior high school students.

松永　美希 
抑うつ気分・状態への反応スタイルが抑うつの維持・回復に与える影響
Effects of response styles to depresive mood and symptoms on maintenance and recovery of depression

宮崎　房子 
幼児の対人行動に関する一考察　―発達的視点からみた対人的相互作用のズレ―
A study of preschool children’s inter personal behavior　The interpersonal interaction gap from a developmental
viewpoint

村中　泰子 
不安感受性尺度（ASI）日本語版作成の試み
Attempt to develop a Japanese version of the Anxiety Sensitivity Index（ASI）

茂木　寿美子 
子どもの身体接触と自立的要素の関連性
The relevance between touch and the elements of independence in children.

諸見　秀太 
イメージ場面への主体的関与の効果　―イメージと想像の比較をとおして―
Effects of Subjective Participate in Imagery : By Comparison Imagery with Imaginatiion

山田　クリス　孝介 
運動時の心理的ストレス負荷条件下における血行力学的反応性の検討
Cardiovascular Reacrtivity to Psychological Stress during Exercise
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山田　雅子 
顔の性別判断方略における色彩関与の検討　―性別準拠枠としての膚色カテゴリ―
A cognitive analysis of colour-effects on judgement of gender from faces; Categories of skin-colour as a gender-
frame of reference

山本　裕子 
教員から見た後期中等教育における新学校モデルの評価研究
An Evaluation of “New Model of Japanese High School”from teachers’ point of view

横江　敏 
同音異義語と同口形異義語による日本語の読唇の情報の減少についての統計資料
Satistical data on decrease in Japanese lipreading information due to the homophonous and homophenous words

横山　知加 
外傷反応の緩衝要因に関するプロスペクティブ研究　―コーピングおよびソーシャルサポートについて―
A Prospective Study on Relievable Factors of Trauma Responses―Coping and Social Support―

萬屋　優子 
テンポと音の高さの違いが催眠暗示反応に与える影響について
The Effects of Auditory Temporal and Pitch Patterns on Responses to Hypnotic Suggestions

渡辺　真実 
ウォーキング教室終了後の運動参加に影響を及ぼす要因
Factors associated with the exercise participation after a walking program


