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情報公開用研究業績書(2022 年 4 月 1 日更新) 

研究分野  研究内容のキーワード  

歯周治療学、歯科診療補助 歯周治療、予防処置、歯科診療補助、臨床実習 

研究業績に関する事項 

著書、学術論文等の名称  
単著・共著

の別  

発行又は発表

の年月  

発行所、発表雑誌又は発表学会

等の名称  

（著書） 

（論文） 

臨床実習におけるインシデン

ト・アクシデントの実態 
単著 2018年 明倫紀要 

臨床実習におけるインシデント

アクシデントの実態 
単著 平成 30年 

明倫短期大学紀要第 21巻第1

号 

臨地・臨床実習における欠席状

況と学業成績・生活背景の考察 
共著 平成 26年 

明倫短期大学紀要第 18巻第1

号 

歯科衛生士学科 1・2年次にお

ける「早期臨床体験実習」の効

果 

共著 平成 26年 明倫短期大学紀要17巻 

歯科衛生士教育の臨地・臨床実

習における「介護技術論」の有

用性 

共著 平成 26年 明倫短期大学紀要17巻 

（総説） 

なし     

（症例） 



なし     

（学会発表） 

「進路選択のモチベーション向

上にむけた取り組み」 
単著 2021/11/27 第 20回明倫短期大学学術大会 

歯周病新分類に基づいた診断と

治療の実践-第 2報- 
共著 2020/11/28 第 19回明倫短期大学学術大会 

歯周病の新分類に基づいた診断

と治療の実践-第 1報- 
共著 2020/11/28 第 19回明倫短期大学学術大会 

重度歯石沈着と歯列不正を伴う

慢性歯周炎の一症例 
共著 2020/11/28 第 19回明倫短期大学学術大会 

歯科衛生士教育機関における

COVD-19対応状況について 
共著 2020/11/28 第 19回明倫短期大学学術大会 

本学附属歯科診療所における感

染予防対策の現状と今後の課題 
共著 2020/11/28 第 19回明倫短期大学学術大会 

「臨床ゼミ」におけるあらたな

取り組み 
単著 2019.12．21 第 18回明倫短期大学学術大会 

歯科衛生士免許取得後のキャリ

アアップの検討 
単著 2019.12．21 第 18回明倫短期大学学術大会 

「口唇閉鎖力に影響をおよぼす

因子」 
共著 

平成 30 年 12

月 15日 
第 17回明倫短期大学学術大会 

N 病院歯科口腔介護ボランティ

ア見学における不安感における

度合いと観察視点の変化につい

て 

共著 
平成 30 年 12

月 15日 
第 17回明倫短期大学学術大会 

学生参加型地域貢献活動の意義 
共著 

平成 30 年 12

月 1.2日  
日本歯科衛生教育学会 

地域貢献と本学の認知度向上を

目指した取り組み 
共著 H29.12.16 

第 16 回明倫短期大学学会学術

大会 

「臨床実習におけるインシデン

ト・アクシデントの実態」 
単著 H29.12.16 

第 16 回明倫短期大学学会学術

大会 

「異学年交流による合同実習の

試みと有効性」  
共著 H29.11.25/26 

第 8 回日本歯科衛生教育学会学

術大会  



「臨床実習におけるインシデン

ト・アクシデントの実態と学生

の意識」  

共著 
平成 29年 9月

16、18日 

日本歯科衛生学会第 12 回学術

大会 

「臨床実習時のインシデント・

アクシデントに関する意識調

査」 

単著 
平成 28 年 12

月 22日 

第 15 回明倫短期大学学会学術

大会 

本学における出前講義の効果と

今後の課題 
共著 

平成 27 年 12

月 12日 

第 14 回明倫短期大学学会学術

大会 

「タブレットを活用した歯科保

健指導の取り組み」 
共著 

平成 27 年 12

月 12日 

第 14 回明倫短期大学学会学術

大会 

「新潟市立某中学校における

歯・口腔の健康診断結果と歯科

保健指導の取り組み」 

共著 
平成 27年 9月

20〜22日 

日本歯科衛生学会第６回学術大

会 

新潟市立 R中学校における新た

な歯科保健指導の取り組み 
共著 

平成 26 年 12

月 13日 

明倫短期大学学会第 13 回学術

大会 

明倫短期大学付属歯科診療所に

おける訪問歯科診療同行実習の

取り組み 

共著 
平成 26 年 12

月 13日 

明倫短期大学学会第 13 回学術

大会 

臨地実習における訪問歯科診療

同行実習の取り組み 
共著 

平成 26 年 11

月 29日-30日 

第 5 回日本歯科衛生教育学会学

術大会 

学校歯科健診における歯肉炎の

診査誤差に関する分析  
共著 

平成 26 年 10

月30日－31日 

平成 26 年日本保存学会秋季大

会 

臨地・臨床実習における欠席状

況と学業成績・生活背景の考察 
共著 

平成 25 

年 12月 14日 
明倫短期大学学会 

小学校高学年におけるデンタル

フロスの使用状況と習慣化への

課題—新潟市立K 小学校の場合

− 

共著 
平成 25年 9月

15、16日 
日本歯科衛生学会 

歯科衛生過程にもとづく歯科介

護実習の現状と課題 
共著 

平成25年年11

月 30日-12 月

1日 

日本歯科衛生教育学会学術大会 



歯科衛生士学科 1・2 年生にお

ける『早期臨床体験実習』の取

り組み 

共著 平成24年10月 明倫学会月例会 

平成 23 年度生における「早期

臨床体験実習」の有効性の変化 

 平成24年12月 明倫学会 

新潟市立某小学校3年生の歯肉

健康状態と歯・口腔への関心 

共著 
平成 24年 9月 

日本歯科衛生学会 

歯科衛生士教員による臨地・臨

床実習に必要な身体介護実習の

取り組み 

共著 

平成24年12月 

日本歯科衛生教育学会 

歯科保健教育による小学生の歯

面清掃行動の変化 

共著 
平成24年12月 

明倫学会 

（商業誌） 

なし     

（知財） 

なし     

 


