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研究分野  研究内容のキーワード  

歯科衛生学 歯科衛生士教育、歯科介護、歯科保健教育、災害 

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）  

第 3 版歯科衛生士国家試験対策主要三科キーワ

ードチェック  
共著 平成 22年 11月  砂書房  

すぐひける、現場で役立つ歯科衛生士のための

ポケット版最新歯科用語辞典 
共著 平成 28年 12月 

クインテッセンス

出版株式会社 

（原著） 

各歯ブラシの使用状況とイメージおよび継続使

用によるプラーク除去率の変化 
共著 2018年 明倫短期大学紀要 

健常若年者の最大舌圧と構音器官の運動速度の

関連について 
共著 2018年 明倫短期大学紀要 

各歯ブラシの使用状況とイメージおよび継続使

用によるプラーク除去率の変化 
共著 平成 30年 7月 

明倫短期大学紀要

第 21巻第 1号 

健常若年者の最大舌圧と構音器官の運動速度の

関連について 
共著 平成 30年 7月 

明倫短期大学紀要

第 21巻第 1号 

在宅医療連携における要介護高齢者の口腔機能

管理によるQOL向上への取り組み 
共著 平成 29年 7月 

明倫短期大学紀要

第 20巻第 1号 



歯科衛生士学科学生における音波歯ブラシ体験

による使用感の変化 
共著 平成 28年 7月 

明倫短期大学紀要

第 19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 27年 3月 

明倫短期大学紀要

第 18巻第 1号 

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 3月 

明倫短期大学紀要

第 17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 3月 

明倫短期大学紀要

第 17巻第 1号 

「明倫短期大学における歯科衛生士教育課程と

国家試験-3年制 1期生の受験結果-」  
共著 平成 22年 3月 

明倫歯科保健技工

学雑誌第 13 巻第

１号 

「明倫短期大学における 2 年制歯科衛生士教育

課程と歯科衛生士試験（2）」  
共著 平成 21年 3月 

明倫歯科保健技工

学雑誌第 12 巻第

１号 

「明倫短期大学における 2 年制歯科衛生士教育

課程と歯科衛生士試験（3）」  
共著 平成 21年 3月 

明倫歯科保健技工

学雑誌第 12 巻第

１号 

「明倫短期大学における 2 年制歯科衛生士教育

課程と歯科衛生士試験」 
共著 平成 20年 3月 

明倫歯科保健技工

学雑誌第 11 巻第

１号 

プリシード・プロシードモデルを応用したヘル

スプロモーションの展開 
共著 平成 19年 3月 

明倫歯科保健技工

学雑誌第 10 巻第

１号 

「新潟県中越大震災における歯科医療救護活動

からみた歯科衛生士の課題」 
共著 平成 19年 2月 

日本歯科衛生学会

雑誌第 1号第 2巻 

（総説） 

なし     

（症例） 

なし     

（学会発表） 

災害時の歯科保健医療に関する学生の意識変化 単著 2021.11.27 
第 20 回明倫短期

学学会学術大会 



子育て支援センターにおける育児講座参加者の

歯科保健行動の現状 
単著 2020.11.28 

第 19 回明倫短期

学学会学術大会 

歯科衛生士教育機関におけるCOVID-19対応状

況について―全国大学歯科衛生士教育協議会参

加校における調査結果から― 

共著 2020.11.28 
第 19 回明倫短期

学学会学術大会 

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

学学会学術大会 

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

学学会学術大会 

歯ブラシの洗浄および保管方法の違いによる付

着細菌数 
共著 2020.11.28 

第 19 回明倫短期

学学会学術大会 

小学校における親子ブラッシング教室参加者の

歯科保健行動の現状 
共著 2019.12.21 

第 18 回明倫短期

大学学会学術大会 

歯科衛生士免許取得後のキャリアアップの検討 共著 2019.12.21 
第 18 回明倫短期

大学学会学術大会 

ブラッシング指導時における学年別自己評価の

分析 
共著 2019.12.21 

第 18 回明倫短期

大学学会学術大会 

種類別ガムの習慣的摂取によるう蝕リスクの変

化 
共著 2019.12.21 

第 18 回明倫短期

大学学会学術大会 

歯科衛生士学科学生のデンタルフロス使用状況

と今後の課題 
単著 2018.12.15 

明倫短期大学学会

第 17回学術大会 

N 病院歯科口腔介護ボランティア見学における

学生の不安感の度合いと観察視点の変化につい

て 

共著 2018.12.15 
明倫短期大学学会

第 17回学術大会 

学生参加型地域貢献活動の意義〜21 年間の取

組みより〜 
共著 2018.12.1-2 

第 9 回日本歯科衛

生教育学会学術大

会 

歯科技工士学生の口腔衛生への関心と今後の課

題について 
共著 2018.9.16-17 

日本歯科衛生学会

第 13回学術大会 

臨地・臨床実習における喀痰吸引の現状と今後

の課題 
共同 平成 29年 12月 

第 16 回明倫短期

大学学会学術大会 

健常若年者の最大舌圧と構音器官の運動速度の

関連について 
共同 平成 29年 12月 

第 16 回明倫短期

大学学会学術大会 



災害時における歯科支援活動教育の効果 共同 平成 28年 12月 
第 15 回明倫短期

大学学会学術大会 

在宅医療連携における要介護高齢者の口腔機能

管理によるQOL向上への取り組み 
共同 平成 28年 11月 

日本咀嚼学会第27

回学術大会 

初年次教育における「歯科衛生過程」を応用し

た歯科保健指導の試み 
共同 平成 27年 11月 

第 6 回日本歯科衛

生教育学会学術大

会 

某病院の難病患者に対する歯科口腔介護ボラン

ティアの現状と学生の教育効果 
共同 平成 27年 9月 

第 10 回日本歯科

衛生学会学術大会 

明倫短期大学附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 
共同 平成 26年 12月 

第 13 回明倫短期

大学学会学術大会 

臨床実習における訪問歯科診療同行実習の取り

組み 
共同 平成 26年 11月 

第 5 回日本歯科衛

生教育学会学術大

会 

歯科衛生過程にもとづく歯科介護実習の現状と

課題 
共同 平成 25年 11月 

第 4 回日本歯科衛

生教育学会学術大

会 

「災害時における歯科衛生士の歯科支援活動」

教育の取組み 
共同 平成 23年 12月 

第 2 回日本歯科衛

生教育学会学術大

会 

明倫短期大学における咀嚼に関する授業の新た

な取り組み-咀嚼能率スコア法を活用して- 
共同 平成 23年 10月 

日本咀嚼学会第22

回学術大会 

国際性を養う歯科衛生士教育の取り組み 共同 平成 22年 12月 

第 1 回日本歯科衛

生教育学会学術大

会 

歯科衛生士学科における客観的臨床能力試験

（OSCE）導入の試み 
共同 平成 22年 12月 

第 9 回明倫短期大

学学会学術大会  

文部科学省委託事業「歯科衛生士の学び直しプ

ログラム」を終えて-3年間の取り組み報告- 
共同 平成 22年 9月 

第 5 回日本歯科衛

生学会学術大会 

小学校における親子ブラッシング教室参加者の

歯科保健行動の実態 
共同 平成 21年 12月 

第 8 回明倫短期大

学学会学術大会 

平成 20年度「歯科衛生士学び直しプログラム」

における受講者の背景と取り組み事業の成果 
共同 

平成 21年 

9月 

第 4 回日本歯科衛

生学会学術大会 



「社会人学び直しニーズ対応教育推進プログラ

ム」における受講者の状況と今後の課題 
共同 平成 20年 12月 

2008 年度歯科衛

生士専任教員秋期

学術研修会 

視覚障害者および高齢者疑似体験実習の教育効

果 
共同 平成 20年 11月 

第 7 回明倫短期大

学学会学術大会 

臨床実習における針刺し・切傷事故発生状況と

その対策 
共同 平成 19年 12月 

第 6 回明倫短期大

学学会学術大会 

（商業誌）  

なし     

（知財） 

なし     

 


