平成23年度 医学系研究科保健学専攻博士論文題目




学生氏名 末弘 理惠
論文題目 Effect of cerumen removal among institutionalized elderly individuals : hearing and the relationship between earwax type and
accumulation
（施設高齢者における耳垢除去の効果−聴力および耳垢の性状と蓄積との関係−）

学生氏名 松尾 淳子
論文題目 Development and validity of a new model for assessing pressure redistribution properties of support surfaces
（体圧分散寝具の圧再分配機能を評価する新しいモデルの開発と妥当性の検証）

学生氏名 湯野 智香子
論文題目 Program for elderly patients with acute heart failure through intervention by interdisciplinary team to prevent disability
（急性心不全高齢患者に対する生活機能障害を予防する多職種介入によるプログラム）

学生氏名 大内 隆
論文題目 An analysis of the factors of medical errors perceived by nurses −Factor exploitation and model construction−
（看護師における医療過誤要因の意識分析 −要因探索とモデル作成−）

学生氏名 下村 晃子
論文題目 Evaluating the consultation by a Certified Nurse Specialist (CNS) in stroke rehabilitation nursing: Consultation on social behavior
deficits in patients with higher cortical dysfunction
（脳卒中リハビリテーション看護における専門看護師（CNS）のコンサルテーションの効果：高次脳機能障害患者の社会的行動障害に
対するコンサルテーション）

学生氏名 津田 朗子
論文題目 A longitudinal study on the relationship between temperature rhythms and lifestyle in children
（子どもの体温リズムと生活習慣に関する縦断的研究）

学生氏名  智子
論文題目 Development of assessment indicators to decide when to stop observing stroke patients during transfer based on clinical judgments
made by nurses.
（看護師の臨床判断を基盤とした脳卒中患者における移乗時の「見守り解除」に関するアセスメント指標の開発）

学生氏名 平松 知子
論文題目 Relationship between characteristics of plantar pressure distribution while standing and falls in community-dwelling elderly
（地域高齢者の立位姿勢における足底圧分布の特徴および転倒との関係）

学生氏名 奥平 宏之
論文題目 Putative Transport Mechanism and Intracellular Fate of Trans-1-amino-3-18F-Fluorocyclobutanecarboxylic Acid) in Human Prostate
Cancer
（ヒト前立腺癌におけるTrans−1−アミノ−3−18F−フルオロシクロブタンカルボン酸の推定輸送機構と細胞内運命）

学生氏名
論文題目

片桐 孝和
GPI-anchored protein-deficient T cells in patients with aplastic anaemia and low-risk myelodysplastic syndrome : implications for the
immunopathophysiology of bone marrow failure
（再生不良性貧血と低リスクMDS患者におけるGPIアンカー型膜タンパク欠損T細胞の意義：骨髄不全の免疫学的病態について）


学生氏名 野口 敦司
論文題目 Predicting sentinel lymph node metastasis in breast cancer with lymphoscintigraphy
（リンパ節シンチグラフィを用いた乳癌センチネルリンパ節の転移予測）

学生氏名 内山 圭太
論文題目 Effect of Muscle Strength Training and Muscle Endurance Training on Muscle Deoxygenation Level and Endurance Performance.
（筋力トレーニングと筋持久力トレーニングが筋酸素動態レベルと持久力パフォーマンスに及ぼす影響）

学生氏名 斎藤 和夫
論文題目 Thumb pressure required to open containers and packages of daily commodities
（日常物品開封時に必要な母指圧力に関する研究）

―７７―


学生氏名 宮田 卓也
論文題目 Effects of walking and weight-bearing exercise on soleus muscle in hindlimb-suspended rat
（後肢懸垂ラットヒラメ筋における歩行及び荷重運動の効果）

学生氏名 武田 千絵
論文題目 Identification of Three Factors Influencing Trail Making Test Performance Using Multichannel Near-Infrared Spectroscopy
（近赤外分光法によって見出された Trail Making Test 成績に影響を与える三要因）

学生氏名 小島 久典
論文題目 The relationship between the heights of the push switch in the sitting and standing positions
（押しスイッチの高さと身体肢位との関係）

―７８―

