
CONTENS / Area
工学／情報学

IT ビジネスと人材育成 杉浦　昌 02
受動型 IoTデバイス網を用いたヒト・モノの状況認識技術の創出 東野　輝夫 03
不規則な構造をもつ計算の効率良い並列化に関する研究 平石　拓 04
ビッグデータの活用と個人情報保護の両立 吉浦　裕 05
インタフェース実験による人間の情報行動計測 伊藤　京子 06
経験に基づく自律的な発達的知能ロボットの構築に関する研究 西出　俊 07
地域ストックを活用した持続可能なコミュニティ再生 鈴木　克彦 08
公営住宅の継続的活用を支える住戸デザインの在り方 松本　正富 09
放置されつつある文化財建造物の活用方策の開発 村上　裕道 10
マイクロブログを用いたソーシャルセンシング技術の開発 加藤　諒 11

複合領域
博物館の働きかけからくる教育の形 一瀬　和夫 12
文化施設資源を学校等に活かす「連携授業滋賀モデル」の総合的研究 木下　達文 13
危機事象の空間的把握 片岡　裕介 14
脳卒中患者の脳機能再編へ向けた多感覚刺激治療システムを
用いた新しいリハビリテーションの実現 兒玉　隆之 15

作業（生活行為）と健康との関係 近藤　敏 16
脳機能の可視化・操作手法を用いたリハビリテーション評価・治療法の開発 中野　英樹 17
慢性的に繰り返される疼痛に対するニューロフィードバックトレーニングに関する研究 松尾　奈々 18
左半側空間無視患者における注意喚起の効果とリハビリテーション 吉田　健 19
子どもから高齢者までの腰痛に対する効果的なプログラムの開発 安彦　鉄平 20
日本人女性の卵巣予備能と生活習慣との関連 上澤　悦子 21
加齢および身体不活動による神経、骨格筋および毛細血管の組織化学・生化学的
メカニズムの包括的探索と予防・改善効果のある理学療法の探求 崎田　正博 22

作業療法士による特別支援学校でのコンサルテーションに関する研究 原田　瞬 23
保育と作業療法の協働による子どもの発達支援の効果 森本　誠司 24
ヒトの感性や情動反応に関する神経生理学的研究 兒玉　隆之 25
自動運転バスにおける乗客の車内転倒事故の未然防止技術のための基礎研究 兒玉　隆之 26

人文学
古筆臨書から大字仮名作品創作に至る具体的な学び方のプロセスについて 寺坂　昌三 27
The Historical Role of Scottish Poets in the Revival of Scottish Identity, 
Culture, and Political Devolution アンガス , ノーマン 28

平安時代の物語文学 野村　倫子 29
Developing student potential for global communication in an intensive and 
interactive learning environment. エリス , メグ 30

Promoting Learner Autonomy in a Conducive Environment to Promote 
Effi  cacy in Learning マルヴィー , アラン 31

世界遺産、百舌鳥・古市古墳群がもつ普遍的価値と未来への継承 一瀬　和夫 32
16・17 世紀の文芸と武士 尾下　成敏 33
近代中国華南農村史 蒲　豊彦 34
イギリスにおける訪問看護・訪問保健活動の歴史 松浦　京子 35
ナチ占領下のフランスに関する歴史研究 渡邊　和行 36

社会科学
文化遺産の観光資源プロセスにおける価値の構築と伝達 平井　健文 37

スポーツツーリズムとしてのオリンピック 福井　弘幸 38
地域経済の理論・歴史・政策に関わる統合的研究 岡田　知弘 39
文化遺産に関する文化経済学／文化政策学研究 金武　創 40
観光政策と地方行財政に関する文化経済学／文化政策学研究 金武　創 41
個人投資家の行動 近藤　隆則 42
所得連動型教育ローンの研究 阪本　崇 43
医療業の経済性と公共性 髙山　一夫 44
現代のアニメコンテンツにおける消費と文化創造に関する研究 牧　和生 45



世界経済の持続性確保に向けて期待される金融の役割
～サステナブル・ファイナンスの現状と課題～ 矢口　満 46

人間移動の政治経済学 ランビーノ , パラガス 47
モダニティの時間的特性 ランビーノ , パラガス 48
会計基準設定主体の組織変化とブリコラージュ 真田　正次 49
組織における従業員の非建設的行動に関する研究 仙波　亮一 50
企業の在庫変動要因に関する研究 桑　海侠 51
組織イノベーション 平尾　毅 52
町や地域における企業のCSR行動 松石　泰彦 53
「オープンファクトリー」―産地における中小企業連携によるイノベーション― 丸山　一芳 54
異世代ホームシェアリングにおける共生の在り方に関する研究 川﨑　一平 55
介護保険制度利用者が活躍できる「働く場」の創出 永井　邦明 56
中高齢期知的障害者の家族の世代間交流の検討
―母親ときょうだいのライフストーリーの分析から― 平本　憲二 57

まちづくり条例を活用した住環境の保全策 山岸　達矢 58
トランジション支援としての高校生の探究活動と
大学生の「他立的自律型キャリアデザイン」に関する研究 乾　明紀 59

発達障害の子どもへのシームレスな支援の検討および
メンタルヘルスリテラシー・レジリエンスと精神的健康 大久保　千惠 60

MMI（Multiple Mini Interview）の導入による面接試験の改善 岸　太一 61
マウス・ラットを用いた行動実験と脳研究 坂本　敏郎 62
攻撃性に関わる心理学的メカニズムを活かした集団精神療法プログラムの開発と実践 ジェイムス　朋子 63
表情認知構造に関する発達的研究 柴田　利男 64
男性のための子育て・ワークライフバランス支援プログラムの開発 濱田　智崇 65
児童虐待防止に資する支援者育成 宮井　研治 66
動物の法的地位と権利 山﨑　将文 67
作文指導を通しての論理的思考の育成 梅本　裕 68
学習支援体制の構築と検証 多田　泰紘 69
人文・社会科学領域におけるゼミナール教育の研究 西野　毅朗 70
教育開発過程の研究 西野　毅朗 71

医歯薬学
デジタルサイトロジー実現に向けた基礎的検討 大澤　幸希光 72
iPS 細胞分化誘導後に残存する未分化細胞の除去法の検討 大澤　幸希光 73
慢性疼痛診断に有用な新規臨床検査法の開発 池田　哲也 74
胎生初期の低栄養ストレスと閉経後の生活習慣病発症頻度上昇との関連 木村　智子 75
薬剤耐性因子阻害物質を用いた新規薬剤耐性菌検出法（NADH法）の開発 中村　竜也 76
ワンヘルスからみる自然環境中の薬剤耐性菌分離調査 藤原　麻有 77
老齢ラットと若齢ラットにおける神経因性疼痛（神経障害性疼痛）に対する
鎮痛薬の効果の比較 池田　哲也 78

新規疼痛抑制物質の探索－脳神経組織からの単離精製 池田　哲也 79
炎症性腸疾患に対する新規バイオマーカーの探索とその臨床的意義の解析 岡田　光貴 80
臨床検査技術を応用した自然毒成分の新たな検出・定量法の樹立 岡田　光貴 81
在宅医療および未病における心身の健康に影響する唾液中バイオマーカーの研究 米田　孝司 82
病医院経営と診療情報管理 橋本　昌浩 83
地域包括ケア時代における搬送システム 北小屋　裕 84
子ども虐待予防に向けた機関横断型連携によるシームレスな支援システムの構築 石井　美由紀 85
臨床における教育担当看護師のメタ認知 岡田　純子 86
訪問看護ステーションを拠点とした防災・減災対策に関する研究 河原　宣子 87
夫婦のみ世帯の高齢者を対象としたソーシャルキャピタルの醸成による
閉じこもり予防のためのプログラム開発 川村　晃右 88

紙巻きタバコから加熱式タバコへの移行に伴う健康影響 川村　晃右 89
災害時における支援を受け入れる力（受援力）向上を含む専門職、
コミュニティーの災害に対するレジリエンス向上 黒瀧　安紀子 90

看護師のキャリア開発　認定看護師（皮膚・排泄ケア分野） 多田　千和子 91
シミュレーション教育を取り入れた看護教育 野島　敬祐 92




