
主査 副査 副査

1 看護科学 慢性・創傷看護技術学 北川　麻衣
キタガワ　マイ 「就労男性2型糖尿病患者の受領している家族からの食事

サポート尺度」の開発
稲垣 多﨑 河村 2月13日（水） 1220

2 看護科学 慢性・創傷看護技術学 長棟　瑞代
ナガムネ　ミズヨ 糖尿病をもつ患者の“わかっているけれど、できない”ことへ

の自己対処の様相
稲垣 多﨑 河村 2月13日（水） 1220

3 看護科学 公衆衛生・在宅看護学 能登原　寛子
ノトハラ　ヒロコ

がん診療連携拠点病院におけるがん患者を対象とした外
来看護師の緩和ケアに対する自覚と役割意識および実践
に関する実態調査

岡本（理） 表 柳原 2月18日（月） 1220

4 看護科学 公衆衛生・在宅看護学 水本　ゆきえ
ミズモト　ユキエ 軽度要介護高齢者における傾聴ボランティアの利用意向に

関する研究
表 塚崎 河村 2月18日（月） 1220

5 看護科学
老年リハビリテーション・精
神看護学 WAHYUNI FAUZIAH

ワヒユニ ファウジア

Identification of caregiving knowledge, caregiving activities,
and factors of depression among family caregivers of
stroke patients
（脳卒中家族介護者におけるケア知識、ケア活動の影響、
抑うつ要因の検討）

加藤 中谷 大桑 2月13日（水) 1220

6 看護科学
高齢者リハビリテーション・
精神看護学 小藏　要司

コクラ　ヨウジ 高齢脳卒中片麻痺患者における急性期大腿筋厚の変化要
因:摂取エネルギー量を含めた探索

加藤 中谷 毎田 2月18日（月） 1220

7 看護科学 女性・小児環境発達学 谷崎  望
タニサキ　　ノゾミ 死産や新生児死亡で子どもを亡くした女性の次子妊娠にお

ける体験
田淵 鏡 柳原 2月13日（水） 1220

8 看護科学 公衆衛生・在宅看護学 舞谷  邦代
マイタニ　　クニヨ 特別養護老人ホームにおける機能訓練の実務状況と機能

訓練指導員と他職種の協働の実態
塚崎 表 加藤 2月18日（月） 1220

9 看護科学 公衆衛生・在宅看護学 前田　朱美
マエダ　アケミ 発達障害の疑いのある児とその母親が参加する遊びの教

室における保健師の支援技術
表 岡本（理） 津田 2月18日（月） 1220

10 看護科学 助産学 石井　美里
イシイ　ミサト 早期流産に対する看護者の認識と思い及びグリーフケアの

現状
田淵 鏡 津田 2月19日（火） 1220

11 看護科学 助産学 岡本　実紗希
オカモト　ミサキ 助産師が認識するNICU勤務経験が産科での助産業務の

実践にもたらす影響
田淵 鏡 多﨑 2月19日（火） 1220

12 看護科学 助産学 佐藤　保奈美
サトウ　ホナミ

妊婦貧血と産後うつとの関連 田淵 毎田 城戸 2月19日（火） 1220

13 看護科学 助産学 澤田　陽子
サワダ　ヨウコ 診療所で働く助産師の職場選択理由とやりがいについての

研究
田淵 鏡 河村 2月19日（火） 1220

14 看護科学 助産学 高木　明日香
タカギ　アスカ

腰部温罨法による褥婦の排便への効果に関する研究 田淵 鏡 塚崎 2月19日（火） 1220

15 看護科学 助産学 髙科　瞳
タカシナ　ヒトミ

妊婦の睡眠への支援に関する助産師の考えと支援の実際 田淵 鏡 稲垣 2月19日（火） 1220

16 看護科学 助産学 船藤　万誉
フナトウ　マホ 冷え症を呈する健康女性への足浴と足浴後の保温効果の

検証
鏡 毎田 須釜 2月19日（火） 1220

17 看護科学 助産学 前田　有貴子
マエダ　ユキコ 石川県内における妊婦のストレスと健康状態に関する地域

比較
鏡 毎田 岡本 2月19日（火） 1220

18 看護科学 助産学 吉田
ヨシダ

　有花
ユウカ

月経痛の重症度と切迫早産との関連 田淵 毎田 中谷 2月19日（火） 1220

19 医療科学 量子診療技術学 荒俣　憲行
アラマタ　ノリユキ 腹部領域におけるTwin-beam dual-energy CTの線量特性

および画像特性評価に関する研究
松原 武村 市川 2月15日（金） 1220

20 医療科学 量子診療技術学 石原　翔太
イシハラ　ショウタ Dose to bone精度検証用の骨等価ポリマーゲル線量計の

開発
武村 宮地 松原 2月15日（金） 1220

21 医療科学 機能画像解析学 伊藤　伸太郎
イトウ　シンタロウ 頭頸部癌の動注療法における造影MRIを使用した薬剤濃度

推定の検討
宮地 小林（聡） 2月15日（金） 1220

22 医療科学 量子診療技術学 大久保　玲奈
オオクボ　レナ

銅製パイプ型吸収体を用いたX線CT撮影における断面内実
効エネルギーの推定に関する研究 松原 宮地 小林（聡） 2月15日（金） 1220

23 医療科学 機能画像解析学 片山　雅人
カタヤマ　マサト 特発性正常圧水頭症のシャント手術前後における拡散異

方性解析
宮地 小林（聡） 2月15日（金） 1220

24 医療科学 量子診療技術学 菅野　貴之
カンノ　タカユキ 小動物用SPECT-PET/CT装置を用いた2核種同時収集に

おける補正技術の確立
小野口 松原 2月15日（金） 1220

25 医療科学 量子診療技術学 菊地　壮一
キクチ　ソウイチ CyberKnife治療において位置決め金属マーカーが線量分

布へ及ぼす影響の評価
武村 小林（聡） 松原 2月15日（金） 1220

26 医療科学 量子診療技術学 NGUYEN THI HONG TRANG
グエン　ティ　ホン　チャン

Dosimetric Evaluation of the Dual Energy Volumetric
Modulated Arc Therapy   Planning for Head and Neck
Cancer
（頭頸部癌に対する２種類のエネルギーを使用した強度回
転変調放射線治療（VMAT）計画に関する研究）

武村 宮地 松原 2月15日（金） 1220

27 医療科学 機能画像解析学 小林　弘幸
コバヤシ　ヒロユキ Area-detector computed tomographyのマスク領域再構成

画像の物理特性
市川 宮地 2月15日（金） 1220

28 医療科学 量子診療技術学 多々見　鈴果
タタミ　リンゴ

99m
Tc心電図同期心筋血流SPECTの位相解析評価法にお

ける自施設用ノーマルデータベースの構築および影響因子
の検討

小野口 小林（聡） 2月15日（金） 1220

29 医療科学 量子診療技術学 田和　光
タワ　ヒカル

Deep learningを用いたCBCTのCT値補正 武村 市川 田中（利） 2月15日（金） 1220
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30 医療科学 機能画像解析学 名和　蓮
ナワ　レン

Build-on型検出器を用いた四肢用超高解像度CTの開発 市川 武村 2月15日（金） 1220

31 医療科学 機能画像解析学 降幡　健人
フリハタ　ケント 間欠的空気圧迫法施行時おける下腿筋機能変化のMRIに

よる解析
宮地 小林（聡） 2月15日（金） 1220

32 医療科学 量子診療技術学 前田　優汰
マエダ　ユウタ 心電図同期心筋SPECT画像精度管理を目指した新型三次

元心臓動態ファントムの構築
小野口 川井 2月15日（金） 1220

33 医療科学 機能画像解析学 松井　亮太
マツイ　リョウタ 最新のDR装置を用いた胸部X線撮影におけるX線質の最適

化
市川 松原 2月15日（金） 1220

34 医療科学 量子診療技術学 横山　仁臣
ヨコヤマ　ノリオミ

前立腺がんに対する
192

Ir高線量率密封小線源治療と強度
変調放射線治療を併用した際の変形レジストレーションを使
用した線量合算評価

武村 小林（聡） 市川 2月15日（金） 1220

35 医療科学 量子診療技術学 和田　拓也
ワダ　タクヤ

色素ゲル線量計の評価用光学CTの開発 武村 宮地 中山 2月15日（金） 1220

36 医療科学 分子生物検査学 青山　尚史
アオヤマ　タカフミ

硬骨魚類のウロコにおける骨細胞の同定とその機能解析 北村 櫻井 稲津 2月14日（木） 4111

37 医療科学 分子生物検査学 太田　吉彦
オオタ　ヨシヒコ 活性酸素吸収能による高比重リポタンパク亜分画の抗酸化

機能に関する研究
稲津 櫻井 森下 2月15日（金） 4111

38 医療科学 腫瘍検査学 河内　佑紀
カワウチ　ユキ

自己免疫性骨髄不全症における造血制御に関する研究 森下 櫻井 笠島 2月15日（金） 4111

39 医療科学 分子生物検査学 川崎　晴希
カワサキ　ハルキ 遺伝子組み換えゼブラフィッシュの切断ウロコを用いた骨リ

モデリング過程の解析
北村 櫻井 関根 2月14日（木） 4111

40 医療科学 腫瘍検査学 木村　周
キムラ　アマネ

肝癌抗腫瘍免疫を制御する宿主因子の機能解析 本多 岡本（成） 古荘 2月14日（木） 4111

41 医療科学 分子生物検査学 小谷　勇介
コタニ　ユウスケ 腸内細菌から産生される代謝産物の腸管内腔におけるセ

ロトニン産生関与の検討
岡本（成） 本多 北村 2月14日（木） 4111

42 医療科学 腫瘍検査学 小濱　祐里
コハマ　ユリ プロテインホスファターゼによる細胞周期制御タンパクの安

定性と活性の調節
櫻井 本多 関根 2月14日（木） 4111

43 医療科学 腫瘍検査学 中庄　沙樹
ナカショウ　サキ

HBV感染を支持する新規宿主因子の同定とその機能解析 本多 岡本（成） 古荘 2月14日（木） 4111

44 医療科学 分子生物検査学 林　和貴
ハヤシ　カズキ

ω-3脂肪酸によるゼブラフィッシュリポ蛋白への影響の検討 稲津 北村 森下 2月15日（金） 4111

45 医療科学 腫瘍検査学 村上　森花
ムラカミ　モリカ 自己免疫性疾患関連遺伝子多型が同種骨髄移植後転帰

に与える影響
森下 稲津 笠島 2月15日（金） 4111

46 医療科学 分子生物検査学 湯淺　善恵
ユアサ　ヨシエ 細菌とヒト体細胞との間におけるアミノ酸光学異性体の集

積能の相違に関する検討
岡本（成） 北村 本多 2月14日（木） 4111

47
リハビリテー
ション科学

障害解析学 太田　将貴
オオタ　マサタカ 前十字靭帯再建術後患者の降下着地動作における筋電図

学的・運動学的検討
三秋 中川 2月13日（水） 2101

48
リハビリテー
ション科学

障害解析学 森田　結衣
モリタ　ユイ 荷重日内頻度の相違がラットヒラメ筋の廃用性萎縮回復過

程に与える影響−長軸部位別検討−
山崎 淺井 2月13日（水） 2101

49
リハビリテー
ション科学

機能・能力回復学 岩田　望
イワタ　ノゾミ 前方・後方空間における左半側空間無視を呈した右半球損

傷患者の音源定位能力の検討
砂原 西村 2月13日（水） 5104

50
リハビリテー
ション科学

機能・能力回復学 臼田　明莉
ウスダ　アカリ

MPTP投与によるパーキンソンモデルマウスの3レバー・オ
ペラント課題の成績低下：学習における大脳基底核ドーパミ
ン系の役割

米田 少作 2月13日（水） 5104

51
リハビリテー
ション科学

機能・能力回復学 中川　雅崇
ナカガワ　マサタカ 3レバー・オペラント課題を用いたマウスの運動学習に対す

る加齢の影響
米田 少作 2月13日（水） 5104

52
リハビリテー
ション科学

機能・能力回復学 吉田　翔
ヨシダ　ショウ 視覚・聴覚刺激に対する眼球運動からみた高齢者の注意

機能
砂原 柴田 2月13日（水） 5104
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