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博士学仕授与者（論文）

専攻 氏「@名 論　　　　　文　　　　　題　　　　．名 授　与　朧

保金 赤　塚邦　彦 ．高周波プラズマトーチ発光分光分析法による微量金属の定巌 1982年6月30日

祉会 神　代　雅 Evaluation　of　men亡al　stress　ln　repetitive　work 1982年12月25日
（繰り返し作業における中枢性疲労の評価）

計画 力i：1蟹屋　誠　一 Stu（玉ies　on　corroboratiQn　of　analytical　metho（玉s　for　land　use　control量n 1983年3月25臼
flood　estin｝ate（玉areas

（洪水氾濫想定地域における＝圭＝地利胴管理分析手法の実証的研究）

保金 新　山．和　入 ジンコンキレート陰イオンのイオン対抽出による微量金属の吸光光度定鷺 1983年3月25露

社会 松　本　一　弥 交代制勤務者の睡眠に関する脳波学的研究 1984年3月24薦

社会 山　本　勇　夫 無機および有機水銀の生体内取込みとセレンの桐互作用に関する研究 1984年3月24B

保全 矢　野　勝　俊 Studies　on　formation　of　lce　monster　at　Mt．　Zao－lce．sn6w　accretion 1985年3月25EI
on　Ables　M：ariesi量一
．（蔵王由におけるアイスモンスターの生成に関する研究一アオモリトドマツ
への蒲氷雪一〉

保全 松　久　喜　一 イオン交換樹膳を鈍いる薄腰比色法による環境汚染物質の高感慶定巌法に閣 1986年3月25購
する研究

計磁 氷　鉋　揚賜郎 Studles　on　corroboratlon　of　the　analytical　method　for崩e　optllna豆 1986年9月30B
redevelopment　of　the　Tokyo　meヒropolltan　area
（東京都市鷹鍛適再発展策分析手法の実証的研究）

構造 小　林　博　和 An至nvestl霧ation　of　the　Lower　Atmospheric　Structure｛Jsing　Dopp互er 1987年3月25獲
Acoustlc　Ra（lar

（ドップラ密波レーダを用いた下層大気の梅造の研究）

計画 小　蹴　利　勝 Studies　on　the　CorrQboration　of　Locatlon－A互location　Analysis　for 1987年3月25日
Regional　Public　Services　Plalmin慕in　HokRai（玉。

（北海遵における地域公共サービス計畷のための立地一配分分析の実証的研
?）

博士学位授与者（課程）

專攻 氏　　　名 論　　　　文　　　　　題：　　　名 授　与　日

計画 繍　藤　修　一 開発票叢行為による祉会環境変動のマクロ計測乎法設定に関する研究 1981年3月25陛

社会 佐々木　胤　則 生体内微：：1議金属の動態に関する概究 1982年9月30騰

構造 村上正隆 Studles　on　Aeroso王Scaven驚ing　by　Precipitation　Par亡icles 1983年3月25Ei
（降水粒子によるエーロゾル除去作罵に関する研究）

構造 力Li藤　央　之 EnvirQnmental　Regionality　in　Hokkaido　as　Revealed　by　a　Multivariate 1983年3翔25［羅
Analysis　of　Thermal　Climatic　Elements
（多変羅解析法による熱口吟索の分析から晃た北海道の気嫉環境の地域特性）

社会 三　宅　51聡　司 不快音の脳波に及ぼす影響 1983年3［用25日

構造 鈴　木　啓　助 Transfer　Mechanisms　of　Chemical　Subsセances　with　the　Hydrologic 1983年6月3棚
Cycle　under　Snowy　Co王d£nvironme鷺t
i積雪寒冷環境下における水帖環にともなう化学物質の移動機構）

祉会 蕪ll中　豪　一 Selective　Frequency　Properties　i漁the　Generatin墓Mechanisms　of 1983年9月30日
Auditory£voked　Potential
i聴覚講発電位の周波数選択唾生とその四生機構に関する研究）

構造 新　由　優　子 淡水産緑藻Cladophora属の分類学的研究 1984年3月24田
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専攻 氏　　　名 論　　　　　文　　　　　題　　　　　名 授　与　B

社会 高　橋　保　夫 An　ElectrophyslQlogical　Analysis　of　the　Central　NervQus　System　of 1984年3月24日
Rats　Administered　to　Manganese　Acetate，　with　Special　Reference　to

an　Auditory　Brainstem　Response（ABR）and　its　Neuropharmacologica1
Background
（酢酸マンガンのラット中枢神経系に及ぼす影響の電気生理学的解析，特に聴
性脳幹反応（ABR）とその神経薬理学的背景）

保全 沖　津　　　進 Dynamic　Ecology　of　Plnus　Pumila　Community　of　the　Taisetsu 1984年6月30日
Mountains，　Northern∫apan，　with　Special　Refemce　to　the
Establishment　of　the　Pinus　Pumila　Zone　ln　Japan

（大雪山ハイマツ手落の動生態学的研究一特に日本のハイマツ帯の成立に閣
押して一）

社会 安　田　秀　子 Relationship　Between　Neurotoxicity　and　Neurotransm｛tting 1985年3月2田
Substances　in　Lea（玉Poisoning
（鉛中毒における神経毒性と脳内神経伝達物質の関連）

社会 犬　塚　祐　子 振動障害における尿中および血L奨励カテコールアミンの動態 1985年3月25日

社会 田　辺　縫　司 Neurophysiological　and　histopathological　studies　oτl　peripheral　nerve 1985年6月29日
disorder　produced　by　Iong－term　inhalation　of　trichloroethylene

（トリクロルエチレン長期吸入暴露による末梢神経障害の神経生理学的およ
び病理組織学的研究）

構造 今　川　俊　明 Post－Erupt｛on　Erosion　and　Mass　Movement　on　M亡．　Usu，　Hokkaido 1986年3月25日
（1977－1982年有珠火山活動に伴うマスムーブメント）

構造 リビイル・アン Plant　Recovery　Processes　on　the　SummiセCaldera　of　Mount　Usu， 1986年3月25日
HQkkaido，　Japan
（有珠i！順一目濠における植生の圓復プロセス）

構造 知　念　民　雄 Post－Eruption　Erosion　Processes　and　Sediment　Budget　of　a　Small 1986年3月25日
Catch騰ent　on　Mt．　Usu，　Japan

（有珠山噴火後の小流域における侵食プロセスと土砂収支の変容）

杜会 坂　井　宏　光 Studies　on　Behaviour　of　Heavy　Metals　in　Sieved　Sediments　and 1986年6月30厩
Water，　and　AssessmeRt　of　Water　Pollution　Originating　from　Outside
in　Rivers

（河川における水質および粒径別厳田中重金属の挙動と外部起臨汚染の評緬
方法に関する研究）

社会 和　田　博　美 Effects　of　toluene　on　shock　avoidance　and　tilne　estimation　leaming 1986年6月3服
（電撃回避学習ならびに時間評価学習に及ぼすトルエンの影響）

社会 長谷川　和　夫 Cellular　Zinc　Accumulation　and　its　Effect　Gn　Lipid　Metabolism　in 1987年3月25影1
Prirnary　Cultured　HepatQcytes
（初代培養肝細胞における細胞内亜鉛の蓄稜とその脂質代謝に及ぼす影響〉

社会 秋a硲　龍　男 変形菌類P勿sα剛規ρo加θ勉1左軸の胞子形成と細胞運動に見られる周期現象 1987年3月25日
の研究

社会 仲　井　邦　彦 Studles　oR　comblned　effects　of歪｛ghting　and無olse　on　VDT　work 1987年3月25日
（VDT作業に及ぼす照明及び騒帝の複合影響に関する研究）

社会 加　藤　峰　夫 アメリカ国立公園制度における自然環境の保全と利用の関係 1987年3月25日
一地話環境保全の理念探求に向けてのひとつのこころみとして一

工学研究科修士学位授与者

専攻 氏　　　名 論　　　　文　　　　　題　　　　　名 授　与　臼

計画

v蜘

阿　部　　　弘

ｪ　田　信　雄

ﾁ　藤　修　一

秩@沢　　　孝

生活空間における住民の環境評価に関する研究

蜍K模工業立地計画の波及効果計測による地域就業構造の変動に関する研究

ｧ地制約条件よりみた工業の地域聞最適配麗計画に関する研究

熕?洪水被害事前評価と投資効果算定に関する研究

1977年3判25日

P977年3月25B

奄№V7年3月25臼

P977年3月25日
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四幅 氏　　　名 論　　　　　文　　　　　題　　　　　名 授　与　沼

目醐 高　橋　　　世 鉄遊貨物輸送量よりみた水轡による地域的影響に関する研究 1977年3月25Eli

串　原　　　宏 難鰯機能の地域的分布よりみた主要稽途群の抽出と空間分布肇芋性に関する基 1977年3月25Li
礎的研究

計画 増　［1・1”L　泰 外水洪水被簿事前評｛llli法に関する研究 1977年3月25F：1

計画 ＝謎亨　田　宏　美 都粥処理施設の環境紅霞評価に関する研多慧 1977年3月25日

環境科学研究科修士学位授与者

専攻 氏　　　名 論　　　　　文　　　　　題　　　　　名 授　与　日

構造 鈴　木　啓　助 寒冷環境下の流域プロセスにおける需の役割に関する研究 1978年3月25臼

構造 守　　　　　開 水生生物とその生息環境に関する研究 1978年3月25i：1
一鞭狩砂丘地帯の融欝プールを例として一

計畷 入　　　　　博 波及的影響を考慮した二1二業基地翻発計【｝lli策定に関する研究 1978年3月25El
一苦小牧東部工業基地1弓月発を例として一

岡　本　　　隆 線．｝：沖小都市達合体形成に関するシステム分析 工978年3月25レi
一北海道巾空知地域における事例的観究一

撫　i：笥　泰　寛 治水計醐と烹地利∫瞬計闘との調整に関する輝線 1978年3月25H
一新しい治水投資方法の確立をめざして一

簗　瀬　範　彦 都市の環境計醐に関する研究 1978年3月25響1
一札幌市における廃棄物の発生と処理に関するシステム分析一

計画 伊　藤　高　志 振動現象に対する入閥感覚の誘導限界 1978年31｝導25iヨ

一特に地振動について一

岡　村　隆　夫 熱意胴途の戦闘分布と用途1：｛：1競性向よりみた都市の地域構造に関する実証的 1978年3月25Ei
研究

杉　本　英　一 生活環境施設の立地性向からみた都衛の地域構造に関する基礎的研究 1978年3月25iヨ

福　圏　∬讐治 札幌市における地区小売商業轡形成に関する基礎的研究 1978年3月25iヨ

構造 板　　　昭　彦 湖沼が周辺の気温に及ぼす影響について 1979年3月24iヨ
一体爺湖を例として一

構造 岡　本　日　美 脳膜周辺の環境評価の手法 1979年3月24i三1
一草本を指標とする小樽富の例一

構造 加　藤　央　之 湖盆地域における気象環境の基礎的研究 玉979年3月24El
一風系に見られた湖の影響を呼1心として一

構造 鈴　木　利　吉 新期火i．li償出物のf受食特性 1979年3月24E達
一1977－78年有珠山償火を例として一

構造 平　松　　　親 札幌宙の大気環境 1979年3月24日
一大気汚染濃度の1ヨ変化一

構造 村　上　：撫　隆 糞結晶と雲粒によるエアロゾル除去作用の観到II 1979年3月24H

社会 佐々木　胤則 1唯L液中重金属の分布に関する研究 1979年3屑24｝ヨ
一北海遵地域の住民について一

社会 佐　藤　雄一郎 環境中鉛のヒト赤血球中酵素Pyr｛m1dine－5’・11ucleotidase　li彗姓に及ぼす影響 1979年3月24i：ヨ

社会 犬　塚　祐　子 環境条件の生体影響に関する研究 1979年3月24日
その2　労働条件の差異による」垂L液所見の変動

宅上会 照　崎　俊　郎 環境条件の生体影響に関する研究 1979年3麗41ヨ
その1　物理環境の変動による生体機能の変化
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専攻 氏　　　名 論　　　　文　　　　　題　　　　　名 授　与　B

保全 高　橋　宏　昇 オオバコ類の踏圧耐性に関する研究 1979年3ナ三124日

一植物計phytometerへの試み一

保全 飯　森　高　行 AHydrogenchromate王on－Se豆ective£1ectrode　of｝）oly（Viny1　Ch豆oride） 1979年3月24日
Matr1x　Membrane　Type
（ポリ（塩化ビユール〉基質紙型のクロム酸水素イオン選択性電極〉

保全 小　林　　　毅 Liquid　Membrane　Type　Dodecylbenzenesulfonate　Ion－Selectlve 1979年3月24日
Electrode　Employing　Victoria　Blue　as　the　Counterion
（ビクトリアブルーを対イオンとした液膜型ドデシルベンゼンスルホン酸イ
オン選択性電極）

爆　定　之 都箔機能分析からみた広域生活圏計画に関する研究 1979年3月24日
一北海道を纂例として一

野　田　願　1漿 環境要図評価による土地利用策定に関する研究 1979年3月24購
一札幌圏を事例として一

ラ巴　木　佳　弘 河川の水質を考慮した流域の水需給管理に関する研究 1979年3月24日
一千歳市を事例として一

計1晦 中　村　利　火 施設用途の分布パタ…ンよりみた市街地の施設立地システムに関する基礎的 1979年3月24珊
研究

計画 1獲　垣　　　栄 都市2朝間の複合化過程における代表施設用途を中心とした用途闘の結合関孫 1979年3瑚24日
に関する研究

計画 平　倒　徹　雄 路線商店街の街区環境整備に関する…考察 1979年3月24日

計画 小　暮　孝　次 凹し：i減少地域住民の意識形成からみた転出および残留要園に関する研究 1979年3月24睡
一北海道桧L紅1郡上の麟町を事例として一

構造 新　井　健 そ1狩湾新港麗辺の海諺喚堆積物と地形変化 1980年3月25日

構造 今　川　俊　明 有珠ibの侵食に関する環境地形学的研究 玉980年3月25匹

構造 iま／i辺　隆 椥幌濃の融需期におけるストリートダストの動態と化学的性状について 1980年3麗25日

構造 増　｝：蓋｛　　剛 ホし幌富における気体から粒子への変換に関する測定 1980年3月25日
一イオウ酸化物，窒索酸化物について一

購造 長　利　富　勝 ll剛商および雲救によるエアロゾルの除去の観測 1980年3月25日

構造 中　村　優　子 網走湖の藻類相とその季節的消長 1980年3月25曝
（Alga圭flora　and　its　seasonal　change　in　Lake　Abashlri）

社会 泉　　　敏　彦 鉛およびカドミウムのラット肝臓カタラーゼに及ぼす影響 1980年3月25日

社会 田　中　豪　一 聴覚誘発脳波（AHP＞の・i貫れに関する観究 1980年3月25翔

祉会 三　宅　晋　司 不快音の脳波α波活動に及ぼす影響 1980年3月25日

社会 安　碍　秀　子 ゼーマン型源子吸光分光光度計による金属分析上の問題点 1980年3月25日
一キュベットの劣化を中心として一

社会 小　岩　裕　：幸 交代勤務作樂における過酸化脂質および関連酵素の変動 1980年3月25賑
その1　交代勤務作業者についての調査
その2　ラットを用いたモデル実験

社会 西　野　守　彦 重金属作業における環境濃度と頂し中濃度との関連 1980年3月25日

機会 大　江　靖　雄 畜産排棄物に関する外部不癒済とその内部化 1980年3月25Ei

保金 沖　津　　　進 高和帯における自然環境の成り立ちについて一ハイマツ群落の動態を中心と 1980年3月25蕪1
して一
Studies　o黛the　high　altitude　eHvironment－The　VegetatiQn　dynamics
of　Plnus　pt…m重1a　communitles一

保全 佐　野　淳　之 北海道呼人半島に於ける森林群落の数量的解紙 1980年3月25Fi
Qualltitative　anaiysls　of　forest　communities　in　Yobito　Peniasula，　Pref．

Aba＄hlri，　Hokkaido．
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専攻 氏　　　名 論　　　　　文　　　　　題　　　　　名 授　与　E｛

保全 並　堵　寛　司 藻腸山の森林群落の構造と更新に関する研究 198◎年3避25日
Studies　on　S之ruc宅ure　a鴛d　Regener3tloR◎f　the　Forest　Comm毛！nity　o！亙
lt．　M（：）iwa，　SaPPoro．

保全 絵　森　　　彊、 札幌市における雑草群落の分布パターンに関する都市生態こ享：的研究 1980．年31・・125［i

1∫rban　eCOIOgiCal　SセUdieS　On　the（玉iStr三bUtiOn　patterR　Of、Vee（玉

communities拍SapPoro　City．

保全 露　野　勝　久 円由におけるトビムシ群集の環境雨女捜liに関する研究 工980年3／：／l25【耀

Studies　on　the　habitat　preξerence　of　CQIIembola　Qn　Mt．　Maruyama，
rapporo．

保全 牧　原　克　郎 上幌向遊中央農業試験場水田における寄生蜂 玉980年3月25「i
｝寄生蜂枳および若干の徳生蜂種の生態学的調誓事一

保金 花　形　吾　朗 承銀偉）形陽イオン交換樹脂とシアノ錯体との反応に棊つくシアン化物イ ユ98◎年3月2δil：1

オンのポーラログラフ的定置

計薩 飯　閉　　　晃 生活環境としての公共施設の整備と屠1三｝三下の拡充に関する研究 198◎年3／・12洲

i／疑　村　　　3 環境変動と集落再編戒に関する地域計画学的嚢1ギ究 1980年3屑251τ1
一1977年有珠i！麟火1こよる災害を疇1心として一

計画 武　由　典　彦 黒業基地開発に基づく煮i二会・経済変動と八紅i聞分に関する研究 1980年3月25臼
一外部経済条件を考慮して一

計画 宮　田　　　譲 広域的水資源管理計画に｝：鷺する総金的研究 1980年3月251ii
一千歳燐流域を例として一

宮　下　克　貝il 公営住宅地における住環境穿各備に関する基礎的研究 1980年3月25レi

構造 谷　　　　　宏 者園∫域における風の構造に関する研究 19恕年3月25卜i
一樹木の生育環境に関連して一

構造 木　村　　　勉 降水および鍛：織の化学分析によるエーロゾル除去作用グ）雲物理掌的研究 198｝年3月25Ei

構造 霧　田　裕　一 地表面骨近のエーロゾル諺襲度の纏直分布に闘する硲究 1981年3月2洲

社会 伊　藤　敬　三 巳i本人の赤嬢L球および胤漿中Glu乞aもhiOn　peroxidase沽’i生 1981年3弩25H

祉会 斎　藤　　　健 珊本人の蒲鉾幻日Superoxicle　Dlsmutaseの活性と酵累量について 辮81年3｝二捻5i二1

祉会 高　橋　保　央 酢酸鉛投与ラットの脳波および聴覚誘発脳波（A照）） 1981年3麗5H
室＝ヒ会 志　渡　晃　一 種々のストレス条件下におけるカテコールアミンの変動について 1981年3弩25H

社会 村　上　　　泰 環境訴訟の現状と課題一環境権を中心として一 三981年3月25日

社会 廣　政　搬　‘茎三 過疎の計：駄分析 198王年3月25紅1

保金 小　林　聡　史 ハムシ科［：ド！虫（Chrysonユelidae）の季節消長と食草選択懐三 三981年3月25iヨ

保全 高　桑　　　純 湿原におけるササ群落の動陶に関する研究 里98／年31・・1251：i

保全 握　冬　彦 札幌市北部の潜イ1三礁然植生について 王981年3月25日

保全 中　村　修　美 Studles　on　Proturan　F壬玉una　and　its　A拒tu（llnai　Dis亡ribし薫tlQK｝in　SapPoro ／981．年3月25i・i

and亡he　Vicinity

（札幌策とそ4）周辺地域におけるカマアシムシ相及びその垂籔分布に関する
研究．英文）

保全 新　山　　　馨 ヤナギ属植物の生態学的特性と河｝q動態の枳互関係 198i年3月25卜｝i

保全 薦　村　蝋　晃 旭岳藤斜面における降雪水：lll二高度分布の特徴について 1981年3月25「i

保全 作　原　寿　彦 液膜型2一アミノペllミジンイオン選択性電極の試作と鯖読イオンの定量へ 1981年3月251二i
の応用

計藤 火　矯　蕉　明 地域エネルギー需給に関する計画学的研究 198三年3月25E｛
一十勝圏におけるソフトエネルギー導入を中心として一
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專攻 氏　　　名 論　　　　文　　　　　題　　　　名 授　与　日

計［由1 川　上　征　雄 視覚環境論 1981年3月25厩
一視覚環境と地域計画に関する研究一

計画 商　［1：i硲　二 生活環境施設の投資配分計画と広域利用に関する研究 1981年3月25日
一苫小牧地域を対象として一

竹　谷　　　寛 大規模農村開拓事業の評側iに関する研究 1981年3月25EI
一東北地方水田村と北海道地プゴ酪農村との比較一

計画 石　．塚　　　弘 都心周辺における小規模工業の実態とその分布 ！981年3月25El
一札幌市の場合一

寺　島　伸　一 市街化区域内の農地利用特性とその動向 1981年3月25日
一札幌市の場合一

構造 榊　諏　蕉　文 地表性節足動物とその環境に関する研究 1982年3月25日
一祈狩海岸平野を例として一

構造 高　橋　伸　幸 豊平川流域における地すべり地形 1982年3月25E｛
一その形成環境と形成時期一

構造 堀　江　成　人 北海遵オロフレ由系由岳性降雨の研究 1982年3屑25臼

社会 岡　本　泰　範 酢酸鉛投与ラットの大脳皮質聴覚誘発電位（A£P＞ 1982年3月25日

社会 蔵　崎　正　明 ［1本人の赤」〔IL球中Catalase　l脳性並びにその臨床的応用 1982年3月25日

社会 藤　岡　秀　樹 白色雑音の音圧変化が脳波に及ぼす影響 1982年3月25Ei

社会 細　川　敏　幸 背景音を伴う各種純欝の聴覚誘発電位（AEP）に及ぼす影響 1982年3月2田

社会 棋　塚　忠　穂 札幌市における都市読点の実態 ！982年3月25日

社会 虻　月1　　裕 種々のストレス下におけるラットカテユールアミンの変動 1982年3月25EI

社会 纐　藤　峰　夫 業務と疾病との間の因果関係認定に関する判例理論 1982年3月25B
一労災保険不支給処分取消訴訟および労災を理由とする損審賠償請求訴訟と
の関係で一

祉会 附　部　秀　明 基本法農政に関する農業財政・金融の経済効果分析 1982年3月25日

保全 大　原　　　雅 日本産エンレイソウ属植物の種生態学的研究 1982年3月25日
Autoecological　studies　on　the　T万〃あ醐in｝apan

保金 金　子　：〔厳　美 北海道におけるコナラ林の動態に関する研究 1982年3月25日
Stu（玉ies　on　the　dynamics　of（ひz‘6πκs　597搬’αforest　in　Hokkaido

保全 新　宮　弘　子 ササ属植物に関する生態学的研究一道東におけるミヤコザサ・クマイザサ殉 1982年3月25日
節近縁種の形態変異と生態的行動について一
Ecological　Studies　on　the　Sasa　in｝玉okka｛do－MorphologicaI
variations　and£cological　behaviours　of　species　re豆ated　to　the
Crassinodi　and　the　Eusisa　in　EasterrユHokkaido一

保全 望　月　謙　吉 北海道眉同国石狩1毎岸砂丘の微地形と植生との生態的関係について一メッシ 1982年3月25EI
ユ法による試み一
Ecolog童cal　relation　of　microrelief　toセhe　sand　dune　vegetation　on

Ishikari　I）rov．　Hokkaido－An　example　of　the　Meshed　Approach一

保全 小　林　昭　裕 住環境における公園の意義とその植裁に関する研究 1982年3月25日
一札幌市の児童公園・近隣公園に対する住民意識を中心として一

保全 運　上　直　樹 液激烈イオン選択性電極の試作とその酸化還プと滴定への応用 1982年3月25E｛

保全 松　久　喜　一 凝集イオン交換体比色法による環境試料申の微量リン酸イオンの定量，その 1982年3月25a
1及びその2

保全 山　本　恭　之 微分バルスポーラログラフ法による超微量成分の定鍛分析 1982年3月25EI

大　沢　　　仁 地域連帯牲と社会教育方色設計顧に関する研究 1982年3月25Ei
一札1幌市北区を事例として一

一150一



專攻 氏　　　名 論　　　　　文　　　　　題　　　　　名 授　与・日

種　指　　　宏 住民意識を考慮した地域エネルギー利嗣分析に関する研究 1982年3月25i三｛

一十勝農村地域を例として一

水　澱　栄　一 大都讃における水需要構造の分桃に関する硝究 1982年3月25臼
一札幌市をf列として一

三拶部　正　行 費用負拙を考慮した生活環境施設整備計画に関する研究 1982年3月25E蓬
一若小牧衛を対象として一

伊　藤　泰　心 路線商店街とその綱聯装住地区の環境整備プログラムに関する基礎的研究 1982年3月25B

計画 大　柳　　　紀 既成帯出地における環境整備計画手法に関する基礎的研究 1982年3月25臼

構造 曽　根　敏　雄 化石岡氷河現象からみた鍛終氷期の北海道の古環境 1983年3月25［ヨ

構造 田　中　静　幸 痘1蔽風化層の土腱1三成論的研究一十勝平野のボール状ロームについて一 1983年3月25El

構造 割　石　　　徹 札幌市における低地域の隔日化と水霧 1983年3月25｝i：1

構造 大　崎　万　治 北海道勢払原野美々糾の藻灘｛相の黍節的変化 1983年3∫彗25［ヨ

構造 署　井　得　雄 Apreliminary　study　Qn　the　life　cycles　of　some　phytal　gastropods｛n 1983年3月25匠i
Oshoro　Bay，　Hokkaido．

（忍路湾における葉上棲息性巻貝数種の生活史）

構造 斎　藤　　　光 Morphoio慕ical　studies　on　the　common　foulin慕organism晒，4痂4θs 1983年3月25日
喫0832廊（Serpu照ae，　Polychaeta）from　two　localities　in　Hokkaido．

（北海道の2地域から得られた汚損性多毛類，Hydroides　ezoensisに関する
彩態学的研究）

祉会 秋縫i硲　龍　毘 ラット脳シナプトゾームに及ぼす重金偶イオンの効果 1983年3月25田
一膜電位変化のローダミン6G螢光プローブ法による検定一

社会 坂　井　宏　光 豊平川本流域における重金属の挙動と解析 1983年3月25日

祉会 舘　　　力日奈子 Cytogenetic　Effects　of　Lead　Acetate　on　Bone　Marrow　Cells　of　Rats． 1983年3月2田
（ラット骨髄細胞に及ぼす酢酸鉛の細胞遣伝学ll勺影響）

祉会 渡　辺　稗　樹 振動障害検診法としての冷水浸漬試験に聞する基礎的研究 1983年3月251：iI

一皮霜温，娠動覚，瓜圧迫テスト値の絹互関係一

祉会 美ノ谷　和　孝 同調暴露ラットに及ぼすビタミンEの影響 1983年3月25H

社会 一之瀬　高　博 「越境汚染に関する濁家の責任と私入の責任」 1983年3月25iヨ
トレイル・スメルター事件の今日における意義をめぐって

社会 佐　藤　博　樹 環境汚染の計蟹分析一産業連関分析の遥用一 1983年3月2511：｛

保全 蕎　川　準　野 野幌トドマツ林の保全に関する研究 1983年3月25［珪

保全 岡　Ill奇　　　毅 札幌市およびその近郊におけるハナバチ縮と訪花性の群集生態学的研写ヒ 1983年3月25Ei

保金 高　柳　志　朗 欝小牧東部湖沼群におけるユスリカ相と環境要因との関係 1983年3月25ドi

保全 松　尾　憩　人 北海道産オオバコ嘱4種の種生態学的研究 1983年3月25B
一オオバコ属4種の繁嬢特性の比較一

保全 森　　　尚　久 落小牧簗部纂地の植盤三一特に耕作放棄地の1「1｝「1生について 1983年3月251］

保全 篠　L正｛聖　児 札幌市における緑地環境の解析 1983年3月25｝1：1

一特に都帯近郊林を1二ll】心として一

保全 斎　藤　　　樹 亜鉛（ID及び番上）イオンとフミン酸との相亙作用の浮選法｝こよる研究 1983年3月25艮

佐々木　　　亮 人口急増門口の生活環境施設水準とその住宅19il地内特性に関する研究一札幌 1983年3月25Ei
隣接3市町を対象として一

佐　藤　　　賢 民間宅地開発への防災負担設定に関する実証的研究 1983年3月25［ヨ

一札幌市南区を例として一

深　浦　　　之 住宅地需要1騎鍛の闇闇と政策効果に関する研究 1983年3月25｝：1

一宅地選好意識を考慮して一
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専攻 氏　　　名 論　　　　文　　　　　題　　　　　名 授　与　日

計画 正　木　嗣　良 地方中核都市における地熱エネルギー有効利用に関する研究 1983年3月25日
～帯広市を例として一

計画 シェム・ライ・イン AStudy　on　Land　Development　Planning　and　Population　Migration
oolicies－A　Comparative　Analysis　of　Hokkaido　and　Peninsu豆ar

1983年3月25瞬

Malaysia一
土地罷発計画と人口移動政策に関する研究一北海道と半島マレーシアの比較
分析一

計画 蒲　田　　　浩 環境管理計画における土地利用計画の位置・役割に関する計画論的考察 1983年3月25日

計薩 長　崖　義　道 札幌衛街地外縁部におけるスプロール地域の土地利薦に関する研究（農業的 1983年3月25日
土地利用をrl聾心として）

構造 石　田　寛　人 湿原地域の蒸発散に関する研究 1984年3月24日
一釧路湿原のヤチハンノキ群落とヨシ群落を例として一

構造 高　橋　　　秀 釧路湿際の植物群落構造と微気象特性 1984年3月24日

購造 噸　出　守　人 ランドサットデータによる地表藩放射環境の推定に関する研究 1984年3月24日

購造 松　下　　　卓 馬追丘陵・由仁安平低地の地形と新期地殼変動 1984年3月24日

構造 大　平　貴　裕 積雪期のヒートアイランドの研究 1984年3月24日
一岩見沢市を例として一

構造 吉　弘　雅　士 北海道東部太平洋岸の海霧の大気電気的環境に関する研究 198填年3月24日

構造 小　白　有加利 Taxonomic　studies　on　the　Plumulariid　Hydroids　in　HGkkaido， 1984年3月24日
Northern　Japan，　with　nQtes　on　their　lifehistory．

（北海道産ハネガや科ヒドロ虫類の分類及び生活史〉

社会 石　埜　正　穂 Cadmium　intoxication　and　cadmium・binding　protein：Purification　and 1984年3月24日
characterization　of　meta玉lothionein（heavy　meta1－binding　protein）from
the　kidneys　and　livers　of　cadmium－injected　rabbits

（カドミウム中毒とカドミウム結合蛋白質：カドミウム投与ウサギの肝およ
ぴ腎のメタロチオネイン（重金属結合蛋白質）の精製とその性質）

社会 鈴　木　美　佳 Roie　of　copper－metallothionein　in　MenkesP　disease（genetic　disorder　of 1984年3月24日
coPPer　metabolism）：PurificatiQn　of　coPPer・binding　Protein
（メンキース病（遺伝性銅代謝異常症）における鋼メタロチオネインの役割：
銅結合蛋鉱質の精製

社会 「1コ村　　　稔 Cytogenetic　studies　on　Menkes’disease（genetic　disorder　of　copper 1984年3月24日
metabolism）：Chromosomal　analysis　of　model　mice
（メンキース病（遺伝性銅代謝異常症）の細胞遺伝学的研究：モデル・マウス
の染色体分析〉

社会 芝　崎　芳　朗 ACytogenetic　Study　on　Bone　Marrow　Ce110f　Rats　exposed　to 1984年3月24日
Trichloroethylene　Vapor
（トリクロロエチレン暴露ラットにおける骨髄細胞の細胞遺伝学的研究）

社会 仲　井　邦　彦 VDT作業による視覚および中耳神経負掛の生理・生化学的解析 1984年3月24EI

杜会 津　田　　　治 北海道における生活環境投資の経済効果 1984年3月24日

保全 黒　澤　達　鴛 ミミコウモリとコモチミミコウモリめ比較生態学的研究 1984年3月24日

保全 佐　藤　　　創 札幌市の落葉広葉樹林 1984年3月24日

保全 佐　藤　宏　明 An　ecological　analysls　of　the　moth　community　at　the　Nopporo　Forest 1984年3月24日
Paτk，　Hokkaido，　N．∫apan．

（野幌森林公園におけるガ群集の生態学的解析〉

保全 菅　原　裕　規 人為的な環境改変によるトビムシ群集の変化 1984年3月24日

保全 玉　掛　秀　八 北見網走川流域の指標生物1こ関する僻究 ！984年3月24日

保全 鈴　木　幹　夫 都市景観構成要素としての緑地に関する研究 1984年3月241ヨ
一住異の想起エレメントによる分析一

保全 川　島　大　攣 雪にとりこまれたばいじんの定量に関する研究 1984年3月24Ei
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専攻 氏　　　名 論　　　　　文　　　　　題　　　　　名 授　与　B

保金 力i…茂　氏　敬 札幌市内湖沼生態系における水質の挙鋤変動 1984年3月24田

計画 臼　谷　　　緑 広域焦活圏における展住環境施設水準の分析と広域利雁計1鰍こ関する研究 1984年3月24贈

計画 小圧鵜　　　典 北海道における口際収支改善に関する研究 1984年3月24田
一ソフトエネルギー導入と大規模工業立地を想定して一

竹　田　幸　宏 都市化過程の比較構造分析に関する研究 1984年3月2引｝i
一札幌市と編瞬布を対象として一

計顧 竹　村　　　勉 都市化に舞う地域安定性の変容に関する研究 1984年3タ124EJ
一札幌衛痴石区を例として一

計画 L皇1田　耕　三 寒冷地域の都心地区におけるエネルギー需給計画に関する研究 1984年3月241三1
一札幌市を例として一

計繭 斉　藤　　　貢 塵業廃熱利用を前提とした地域熱供給システムに関する研究 1984年3月24Ei

計画 千　購　雅　明 北海道地方中心都市における市街地外周部の形成過程に関する研究 1984年3月24日

構造1 杉　出　文　章 札比内扇状地における不聡地下水流動に関する研究 1985年31三12田

構造 水　野　一 大雪山南部における商目蔭生の立地条件 1985年3月25E：i

構造 東　綴　　　聡 北海道西摩稜丹止｛鳩付近における冬期季節風II寺の降雪雲に対する地形の効果 1985年3月25Ei
に関する研究（SHAROP）
一レーダー観測と数値実験一

構造 飛　塚　一　敏 北海道オロフレ山系の降雨の集民度に関する研究 1985年3月251三1

構造 多　臼ヨ　　秀 茨戸湖の植物プランクトンと環境要困について 1985年3月25Ei

構造 佐　藤　友　美 Ataxonomic　study　of　shailow－water　pycnogonids　on　the　coasts　of ユ985年3月25El
籔okkaido
（北海道沿燦におけるウミグモ類の分類学的研究）

構造 吉　田　信　代 Life　cycles　and　reproductive　traits　o｛〆1カゐ。‘1∫麗s　dung　beet至es　in 1985年3鰐25日
Sapporo，　Northern∫apan
／札幌におけるマグソコガネ属甲虫の生活環と繁殖特性について）

構造 窪　田　清　志 Asystematic　study　of　chei豆ostomatous　bryozQans　from　Oshoro　Bay， 1985年3月25隣
Hokkaido
（忍路湾産讐r：1噸コケムシの系統分類学的研究）

祉会 藤　前　章　子 Cytogenetic　effect　of　urethane　on　mouse　early　emoryo 1985年3月25i三1
（マウス初期胚に及ぼすウレタンの細胞遺伝学的影響）

社会 岩　田　　　昇 札幌市内某嘩学校における生徒の精神的および身体的健康度と生添環境との
ﾖ連

1985年3月25日

社会 平　川　信　重 ヒト脳内各部位における微量元素濃度分布 1985年3月25日
一特にマンガン，銅，亜鉛を中心として一

保全 新　井　博　歪二二 アイソザイムによるササ群落の研究 1985年3月25薮1

保全 北　村　法　子 網走湖山辺の森林穣生 1985年3月25［：li

保金 倉　瀬　良　… 豊平灘における水生昆虫群集の分布動態と餌物質の関係 1985年3月25EI

保全 吋・」井　秀　樹 北海道亡妹タザオ属（Arabis）の分類学的碍究 1985年3月251：」

保全 齋　藤　博　憲 カラムクロマトグラフ分離一微分バルスポーラログラフィーによるトリフェ 1985年3月25i＝1
ニルスズ化合物の定鍛法

保全 泊　　　　　研 2，3のイオン種の接触分析法の開発とその環境試料への応用 1985年3月251三｛

保全 端　　　洋　忠 イオン選択性電極によるフミン酸と金属イオンの相互作用の評価泣ミに関する

､究
1985年3月25F！

響　崎　佳代子 コミュユティ計画における地域梼報システム導入可能性に関する研究 1985年3月25日
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計顧 黒　田　洋 災欝時の保健繋累サービスと地域防災医療計画に関する研究 1985年3月25日
～自然災害事例に基づいて一

計画 平　野　陽　彦 ライフラインを考慮した震災危険度想定に関する研究 1985年3月25日
一札幌市を例として一

魁傑 藤　田　正　入 新流通港湾開発に伴う勢力圏分析に関する研究 1985年3月25［：｛

計画 松　本　直　也 ダム撃発の地域擬興に与える影響評価方法に関する研究 1985年3月25日

計醐 車　志 北海道都市の人口変動に伴う奮街地形成過程に関する研究 1985年3月25日

計薩 中　村　秀　治 地方中心都市の成長に伴う周辺町村聞の広域的市街化動向に関する研究（帯 1985年3月25曝
広田，北見市の場合）

保全 倉　林　　　夫 札幌市における近隣公園内施設整備状況の解析 1985年3∫彗25田

構造 大　丸　裕　武 完新世における豊平堪扇状地平野の形成史 1986年3月25B

構造 武　士　俊　也 札幌市街域における豊平周の流嵩特性 1986年3月25日

構造 中　森　　　達 沙流用流域における最終氷期以降の河場環境の復元 1986年3刈25日

構造 乳li野井　克　已 森林小流域における水流発生機構 1986年3月25庭

購造 中　平　　　治 石狩湾上の降雪雲のレーダーエコーの統計的性質に関する研究 1986年3月25日
（レーダーエコー気候学〉

社会 岡　田　　　太 Enhancement　of　Antimetastatic　Effect　of　Recomobinant王nterleukin　2 1986年3脱5日
on　Transpiantable　Rat　Fibrosarcorna　and　Hepatoma　by　the　Use　of
Sustained　Release　Vehicie，　Pluronic　Ge豆

（徐放性基剤プルロユックゲルによるりコンビナントIL－2のラット線維肉
腫および肝癌の転移抑制効果の増強）

社会 岡　部　雅　史 Complete　and　Collective　Separatlon　of　Calpain玉，　Caipain玉1，　and　Two 1986年3月25日
Types　of　Calpastatins　from　Rabbit　Skeletal　Muscle　by　a　Simpler

Method．
（ウサギ骨格筋由来のカルパイン1型，カルパイン七型及び2種類のカルパス
タチンの単純手法による［斑時分離）

社会 長谷川　潤　二 Cytogenetic　Studies　on　Complex　Effects　of　Mitomyc沁e　C　and 1986年3月25日
Ascorbic　Acid　on　Bone　Marrow　Calls　of　Mice
（マウスの骨髄細胞におけるマイトマイシンCとアスコルビン酸の複合効果
に関する細胞遺伝学的研究〉

社会 村　di　　準 冷水浸漬試験における感覚神経活動電位（SNAP）と体性感覚誘発電位 1986年3月25Ei
（SEP）について

祉会 伊　藤　和　弥 林業労働者にみられた騒音姓難聴の疫学的解析 1986年3月25日

保全 霧　崎　史　朗 £cological　Diversities　in　the　Course　of　Reve墓etation　on　Mt．　Usu 1986年3月25E｛
（有珠由の植生蹴復過程での生態的多様性に関する研究）

保全 小　堀　火二郎 高速液体クロマトグラフィーによる環境中の硝酸及び亜硝酸イオンの定量 1986年3月25日

保全 宮　本　…　史 炭酸ガス膜電極を用いる湖水溶存無機炭酸塩濃度の渕定 1986年3月25Ei

計画 宇都宮　顕　佳 保健医療資源の地域配分計鱒iに関する研究 1986年3月25Fl
一北海道を事例として一

計1由i 片　山　太　志 積雪地域における公園利用に伍する研究 王986年3月25El
一札幌市新琴似地賑を事｛ダllとして一

計画 乳　井　英　雄 地方中核都市における地域社会教育に関するliナF究 1986年3月25EI
一帯広市の児童・生徒の実態分析一

本　田　和　人 寒冷地型都市におけるエネルギー消費構造分析に関する研究 1986年3月25日
一口川口を例として一

計画 水　口　　　洋 水害危険性を考慮した宅地開発の評価手泓そに関する研究 ／986年3翔25日
一札幌市北区を例として一
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専攻 氏　　　名 論　　　　　文　　　　　題　　　　　名 授　与　B

1；【画 租li口．夫　樹 ：バイオインダストリー導入による地域波及効果計測に関す．る石ヌF滝 1986∫1・3月251三1

一北海道を例として一

。卜画 笹　島　勝　入 地方都禰覇における1；h由1的な焦℃地形成に関する癖究 1986・．拝3月25田
（巾＝広圏及び釧路圏を対象として）

構迭 神澤公男 アイスランド，ヘルガウル谷の瑚水河地形の分布と垂直分｝lf 1987年3月25E！

構造 辻　村　　　辱 北極域の雪結晶の中心核とエアロゾルに関する研究 1987千3月25日

構造 疋　i；fii【扉志 GMSからみたEi本海北部の冬季の㌫の特微 1987向・3月25日
（GMS　Cloud　Pi¢tuτe　Climatology）

椿事 亀　尾　聡　美 Studies　on王王eavy　Metal　Resistance　in　Fungi； 1987年3月25［＝i
Screenin9，　Identiflcatio難alld　Blochemical　Properties　of　A　CoPPer
Resista“t　Fun即s　8eα凄ω¢磁撚s繊α（Balsamo）Vuille！蜘
具痢類における重金属耐姓iに関する研究
一睡照性鋸挽α瑠¢ノ勿諏5S加躍のスクリ讐ユング，1・1聞及び生化？・的特牲一

老ヒ会 佐　藤　嗣　遵 スパイクタイヤによる道路扮じんの人体に与える彪響に関する研究 1987年3月25H
一粉じんのポ道面からの両さと粒径鴉籾子数との関係一

社会 中　由　一・郎 Cytogenetic　Study　on　Robertsoni哉n正）olymorphism　in　Rainbow　Trout 19871・3∫！25iI
（磁伽08癬ψ～¢痂Richardson）at　Meiosis　Using　Gynogenetic　Haploid
EmbryOS
雌性発∠1．誘起半数鉢：胚を使ってのニジマスの減数分裂時におけるロバートソ
ニアン型多型の細胞遺伝掌的研究

社会 東　野　史　裕 Expresslon　of　5’一Flan1くing　Region　of王｛umaa　Meta110thionein　Gene：Its 1987年3月25B
Fu厳ction　iR　Prokaryotic　Cell、

ヒトメタロチオネイン遠鉱∫一のプロモーター領域の発現一その原核生物内で
の機能一

礼会 涯　本　　　匿 Metabolism　of　Mckel＝Me亡a韮Qthionei照nd　LQw　Molecular　Wei帥t 1987！ト3月25日
Nickel　Const｛tuents　in　Renal　Cytosol　of　Nickei　Injecte（玉Rats

ニッケルの代謝：ニッケル投与ラット猫脚細胞質中のメタロチオネインと二
ッケル結合低分予痕物質

社会 昌　H｛ir〔　f 林業ジ∫働者の111圭圧｛［荘に擁するコホート研究 1987年3月251i

保全 衛　1縫　　　聡 北海道抵地湖沼の水蕉摂生一特に渇棄・浮漂・沈水植物について 1987年3月25B

保全
、憂

u中　厚　裕 ウ1払湿原におけるハンノキ林の構造と史新 1987ヰ3月25H

保全 西　月1洋　r 聡co豆。慕ical　studies　o正｝　0ぬ一αε〔～sz偲（～　〔C凌η筑r’んκη∂679ガ　＄teud．　var． 1987年3月251i
吻εη読α廊如（Trautv．10hwi〕tussocks　in　Yu魚tsしI　Mire，　Prov．王buri，
Hokkaido
（北海雌胆．鑑濁男凝、湿原におけるオオアゼスゲ野・地息1二の生態学的研究〉

保全 工　藤　　　撫 鷺colo91cai　studies　on　the　Phra墓mites　australls　communlty　in　Yufutsu 1987墨3月251i
Mire，　prov．王buri，　Hokkaido

（北海道即振圏男払湿原におけるヨシ郡播の生態穿的研究）

保全 中　村　　　乏 木し幌市における塀林地の変化に関する研究 1987F3月2511

保全 il犯　和　孝 ATPセンサーの必発と1三緬 1987レ3月25H

｛木全 網　島　由喪子 臨犀分飯のためのイオンセンサーにおける蛋目質の彪響の基礎的イ｝1院 三．987ル3月25目

計画 井　上　　　源 AStudy　on　AppiicatiQn　of　the　Analytlcai　Method　for　the　Optimal 1．987ヰ3月25目
Re（levelopment　of　Sεし要）Poro　City．

（札幌市における取適1導：発展痕分析予法グ）1心用に関する研究）

；；睡 」卿山　零口　夫 AStudy　oB　Analysis　of　the　Structure　of　Consciousness　for　the　Asphalt 1987ト3月25iI
DUst　Problem．
（アスファルト粉じん門題に対する鳥、識構造餌析に関する研尤）

、卜画 中　ili義　光 AStudy　on　the蚕）1ag貸osis　of　Regional夏）isaster　Prevel箋tion　by　Ftlzzy 1987ト3月25i】
Inference　Systeln－Empirica歪Study　on　Floo（i　Contro三h｝Noboribetsu
City一
（FUzzy推論による地域防災含断に関する研究一登男肘∫を例として一）

・．．一 @1．55一
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森利口　義　博 AStudy　on　Applications　of　Mode1良eference　Adaptive　System　in 1987年3月25日
Regional£conornic　Growth．
i地域経済成長におけるモデル規範適応システムの応用に関する研究〉

計画 阿　部　真　樹 地方中小都市の非権腰系用途地域に関する研究 1987年3月25日

計画 太　蕪羅　隆　一 北海道中小都市の工業卓越市街地の市街化進行過程と施設機能構成の変容に 1987年3月25日
鷺する研究

計画 菊　池　　　靖 北海道中小都市の主要沿道市街地の空闘構成の特性と居焦者の整備意向に関 1987年3月25日
する研究

今　野　　　亨 北海道中小都市の既成市街地における人口安定的地区の住環境と暦住意識に
ﾖする研究（釧路市，北見市，滝川市を纂例として〉

1987年3月25日

計画 津　崎　洋　人 人じ1および世帯からみた北海道地プテ中心都市の既成市街地における往居系土 1987年3月25日
地利用の動向に関する研究

計画 椿　谷　敏　雄 北海道r・1・】小都市の既成市街地における生活閣連施設の立地集積の類型化に関 1987年3月25日
する研究
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