
【小児・学齢期における口腔保健】

1 保育園児保護者の歯科保健行動状況把握のための質問紙調査 浅木　美智子

2 摂食機能障害児の口腔状態が介護者への口腔衛生指導により改善された一症例 千神　八重子

3 某歯科診療所における小児期の口腔機能に関する継続的な取り組み 八木　愛海

4 中学生のインターネット利用時間とう蝕経験の関連の検討 藤田　美枝子

5 児童養護施設における口腔保健実態調査 坂本　由紀子

6 健康イベントに参加した小児の口唇閉鎖力と保護者の口腔習癖の認識について 小林　容子

7 「学校歯科１２○運動」の取り組みとその実際 －「親子歯みがき教室」10年間の歩み－ 鈴木　浩子

8 中学生から社会人につなぐ「Smile up」リーフレットの作成と活用 森田　好美

9 幼児期～中学１年生までの継続した歯科保健指導の効果 松尾　由佳

　

【青年期・成人期における口腔保健】 　

10 AngleⅠ級を有する永久歯列期の下顎前歯部叢生に影響を与える因子について 菊地　ひとみ

11 歯科衛生学科の学生におけるカリエスフリーと保護者の歯科保健行動との関連 佐藤　有香

12 女子大学生における肥満予防のための食事法の検討 小川　由紀子

13 口腔の健康状態と労働生産性との関連 安達　奈穂子

14 歯科定期健診受診と歯科衛生士認知の関係性 金田　朋佳

15 生活歯援プログラムの活用により患者の意識の変化と共に口腔内環境が改善した症例 佐久間　愛

16 壮年期における口腔健康状態と緑茶摂取との関連 野口　有紀

　

【周術期等口腔機能管理】 　

17 がん診療拠点病院における呼吸器・消化器がんに対するがん周術期口腔機能管理の効果の検討 谷口　愛

18 周術期口腔機能管理における化学療法中の口腔合併症についての臨床検討 弓田　美里

19 島根大学医学部附属病院口腔ケアセンターにおける周術期等口腔機能管理Ⅲの取り組みについて 竹田　茉由

20 島根大学医学部附属病院口腔ケアセンターの現状と課題について 池淵　久美

21 消化器外科手術に対する周術期等口腔機能管理についての検討 湯浅　加奈

22 某急性期病院における周術期等口腔機能管理の病診連携に関する検討 曽根　涼夏

23 質問票調査を用いた周術期口腔機能管理に携わる歯科衛生士と実施体制に関する現状報告 大森　智栄

24 某中規模病院における周術期患者の全身状況・生活習慣および口腔内状況の探索研究 岩下　亜未

25 整形外科病院における周術期口腔機能管理状況の報告 市村　知佳

26 乳がん患者の薬剤性顎骨壊死発症状況と周術期における口腔管理の必要性 水野　絢菜

27 エトポシド/シクロホスファミド/全身照射を前処置に用いた造血幹細胞移植患者の口腔健康管理 石本　多実

28 病棟看護師の口腔観察により入院時から医科歯科連携ができたデノスマブ関連顎骨壊死の一症例 吉本　梨恵

29 口蓋隆起部に顎骨壊死を起こしたデノスマブ投与患者の口腔衛生管理の経験 髙馬　由季子

30 食道癌治療の術前準備として歯科衛生士が行う口腔衛生管理が術後合併症予防に貢献できた一症例 髙橋　麻里子

31 口腔がん術後の高齢者の口腔機能訓練にかかわった2症例 麻生　万裕美

32 某大学病院口腔ケア外来と緩和ケア病棟の連携の現状と課題 深谷　あゆ香

33 局所管理ハイドロゲル創傷被覆・保護材使用患者における調査報告 中嶋　愛里

34 局所管理ハイドロゲル創傷被覆・保護材使用患者における疼痛緩和効果の検討 大鋸　優香

35 がん治療で生じる口腔粘膜炎に対する局所管理ハイドロゲル創傷被覆・保護材の使用効果 山野　栞
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【有病者への口腔健康管理】 　

36 歯科診療所に勤務する歯科衛生士における口腔がんの観察に関する意識調査 新井　早苗

37 地域中核病院の療養病棟における歯科衛生士介入の有用性について 岡本　眞衣

38 筋委縮性側索硬化症（ALS)患者の口腔健康管理において多職種連携が有効であった1例 臼本　鏡子

39 医科歯科連携による口腔衛生管理が中毒性表皮壊死症患者の合併症予防に効果的であった一症例 小倉　早妃

40 嚥下機能評価指標と自己効力感との関連性: 単施設横断研究 松田　悠平

41 嚥下失行を認めた患者に摂食機能療法を実施し経口摂取可能となった1例 高石　和子

42 歯周治療中に歯科衛生士の助言によって糖尿病が発覚した症例 茨木　浩子

43 強い口腔症状を呈するカポジ水痘様発疹症患者に対して口腔衛生管理を行った1例 横山　ゆき乃

44 口腔領域に多発したアミロイドーシスを伴った多発性骨髄腫の１例 －歯科衛生士の視点から－ 吉田　ゆかり

45 経口挿管後の義歯安定剤の残留が口腔衛生管理を難渋にした一事例 大西　淑美

　

【障害者への口腔健康管理】 　

46 重度心身障がい者施設併設歯科における間接訓練実施上の課題 香田　文

47 障害者(児)歯科保健支援事業の継続的介入における実態と課題の検討 松尾　明美

48 大型障害者入所施設に対する一次医療機関の関わり方の検討 第1報 オリジナル帳票の作成 山野　視香子

49 著しい薬物性歯肉増殖症の知的障害患者に対して実施した口腔衛生管理 畑中　有希

50 統合失調症患者の口腔機能に関する現状報告 －デイケア利用者の口腔機能測定結果からの考察― 大川　直美

51 障害者歯科医療における歯科衛生士の役割の実態 －歯科衛生士の職域拡大と多職種連携に向けて－ 横山　滉介

52 自閉症児に長期間の口腔保健指導を行いセルフケアが向上した一例 池本　八重子

　

【高齢者への口腔健康管理】 　

53 地域在住高齢者の唾液分泌の低下に関連するフレイル要因の検討 佐藤　玲子

54 地域在住高齢者の下腿周囲径と口腔機能の低下における関連因子の検討 髙橋　知佳

55 関東4県の入所型高齢者施設における電動歯ブラシ導入に関する実態調査 田口　ななこ

56 高齢者の口腔衛生管理に対する電動歯ブラシの有効性 明田　泰江

57 デイケアにおける統合失調症を有する高齢者への継続した口腔健康管理の一症例 徳留　美緒

58 介護予防教室参加者の構音機能測定値から地域高齢者の評価基準値の検討とプログラムの見直し 奥村　美雪

59 認知症重症度別の口腔衛生管理に関わる拒否等の症状の実態把握 白部　麻樹

60 要介護高齢者の口腔乾燥の実態と関連因子の検討 倉迫　小奈津

61 特別養護老人ホームにおける介護職員の口腔ケアに対する意識・技術向上を目指した活動報告 山本　洋子

62 某養護老人ホームでの歯科衛生士による口腔健康管理の効果 畑田　晶子

63 高齢者施設利用者の口腔機能に関する実態調査 小田　見也子

64 口腔乾燥症を有する患者に対して口腔保湿剤を用いて口腔衛生管理を行った症例 山上　尚美

65 認知症カフェ参加者の口腔機能と身体機能について 原　德美

66 口腔機能・嚥下機能と含嗽(リンシング・ガーグリング)の関連について 岸本　真実

67 皮膚筋炎に起因した嚥下障害に対し長期摂食嚥下リハビリテーションを行った一症例 石澤　尚子

68 効果的な唾液腺マッサージ方法の検討 藤倉　みき

69 通いの場に参加する地域高齢者の食事の多様性と口腔機能との関連 三好　早苗

70 地域在住高齢者の通いの場への参加期間と口腔機能および身体機能との関係について 齊藤　歩
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【多職種連携・地域連携】 　

71 某中規模病院における病診連携促進を目指した研修会の新たな取り組みに関する報告 小松　美保

72 某急性期病院にて発声支援の患者会における歯科衛生士の活動内容と今後について 盛田　梨乃

73 外来心臓リハビリテーション患者における口腔内状況の実態 高橋　佐知子

74 呼吸療法チーム活動における口腔ケア研修の取り組み 田村　亜樹

75 某急性期病院におけるNSTの歯科介入の現状と課題　第2報　歯科介入向上のための取り組みを経て 五十嵐　有伊子

76 口腔ケアに不安を感じる病棟看護師への調査と取り組み 松木　里沙

77 集中治療病棟における口腔ケアに関する意識調査と今後の課題について 皆木　佐予

78 相互実習を行った看護師と伝達講習を受けた看護師の口腔ケアに対する意識変化の違いについて 友田　直美

79 自立支援型地域ケア個別会議に向けた歯科関連情報収集様式の作成と歯科衛生士のあり方 入山　久美子

80 訪問歯科衛生士グループ22年間の活動報告 ー歯科衛生士に出来ることー 乾　美保

81 某歯科診療所による訪問診療時の指導と地域における歯科衛生士活動 杉本　葉子

　

【教育】 　

82 歯学部1年生における口腔内状況および口腔保健行動の調査 鈴木　瞳

83 臨床実習施設としての臨床現場での取り組みと歯科衛生学生の意識調査 谷村　妙子

84 歯科衛生士学生の加熱式タバコを含めた喫煙に対する認識調査 大矢　幸慧

85 歯科衛生士の個人識別作業への参加に向けた意識調査 石川　昂

86 歯科衛生士学生の喫煙，受動喫煙と口腔内所見との関係 末吉　亜美

87 歯科訪問診療実習前後における歯科衛生学生の意識変化 小林　敦子

88 新しい口腔衛生評価法の検討　－歯科衛生士養成校における口腔衛生指導法の評価－ 壺井　佳見

89 歯科衛生士養成校の学生におけるPOMS( Partnership Oral Managing System)の有用性について 川野　知子

90 歯科衛生学生と看護学生の合同演習による専門職連携教育の効果 澤田　美佐緒

91 大学新入生における口腔内状況と口腔保健への意識との関連について 浅枝　麻夢可

92 県歯科衛生士会主催研修会における受講者増加のための課題把握 藤田　未来

93 県歯科衛生士会における「専門的口腔ケア対応人材育成研修」受講者の追跡調査 松井　かおる

94 歯科衛生士の職務満足度尺度の検討 新井　麻実

95 A病院における歯科衛生士配置12年の活動実績とその効果 小谷　知江子

96 勤務環境改善マネジメントシステムを応用した歯科衛生士業務の拡充について 畠山　知子

97 某歯科大学附属病院における歯科衛生士のヒヤリハットレポートの分析と意識調査 濱田　和子

98 歯科衛生士の頸肩腕障害と職場環境の関連について 花谷　早希子

　

【復職支援・離職防止】 　

99 歯科衛生士の復職支援・離職防止等推進事業における歯科衛生士教育研修センターの概要 倉脇　由布子

100 広島大学歯学部歯科衛生士教育研修センターにおける歯周疾患予防に関する研修内容について 相見　礼子

101 日本歯科衛生士会における歯科衛生士の研修指導者・臨床実地指導者等講習会の取り組み 上原　弘美

102 新人歯科衛生士・復職歯科衛生士の就業先での課題 －テキストマイニングによる分析－ 小原　由紀

103 某歯科衛生士会歯科衛生士無料職業紹介業務における相談員としての活動報告 山下　政代

104 大阪歯科大学における歯科衛生士復職支援・離職防止推進事業の就業に関する調査 髙田橋　美幸
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【活動報告ほか】 　

105 口腔内スキャナーを活用した口腔衛生指導の取り組み 上瀧　由紀

106 某大学病院における口腔筋機能療法システムの構築およびトレーニング評価の取り組み 葛西　美樹

107 歯科衛生士が地元高校生に行った体験実習の活動報告 中安　琴美

108 クアラルンプール日本人学校における継続的歯科保健指導の成果とその有用性 塚原　莉奈

109 国際歯科保健医療活動の遂行に求められる能力 織田　千恵

　

【調査報告】 　

110 咀嚼能力および咀嚼行動の年代別推移 畑山　千賀子

111 オーラルフレイルチェック問診票と口腔機能測定結果との関連性 －性・年齢別比較－　 福田　昌代

112 外的刺激が開口機能および全身機能に与える影響の経時変化 桝井　悦子

113 歯科衛生士としてSNSで発信する「歯の磨き方」に関する調査 荒木　萌花

　

【実験研究】 　

114 pHサイクリングにおける再石灰化溶液の組成と時間がエナメル質の硬度に与える影響 神谷　毬美

115 リポ多糖およびプロスタグランジンE2による破骨細胞形成に関する実験的考察 羽田　穂香

116 酵素配合洗剤における蛋白質の除去効果 川島　あゆ香

117 歯科医療従事者として心得ておくべき手指爪の長さとは －ATP測定法による検証－ 渡辺　朱理

118 歯科衛生士からみた光線力学療法における細菌抑制効果に対する基礎的研究 古川　敏子

119 太陽電池（3枚）付酸化チタン内蔵音波振動式歯ブラシの口腔清掃効果　第2報　歯垢除去効果 鈴木　恵

120 S.mutansとC.albicansの増殖に及ぼすアルカリ性電解水の影響 佐藤　勉

121 市販義歯洗浄剤による義歯に付着したカンジダ菌の除去効果について 星加　知宏

122 新しい歯垢指数の評価法の提案 山田　恵里

123 アルカリ性電解水含嗽による中和効果の検討 田中　喜典

124 顎関節症患者に対して経皮的末梢神経電気刺激装置をもちいてツボ刺激を行なった症例 山出　果歩

125 ツボ刺激を応用した唾液分泌の変化について 山崎　涼子

　

【学生研究】 　

126 緩和ケアが必要な終末期がん入院患者の口腔環境 小澤　晴菜

127 保護者の口腔保健行動と子供の口腔の健康状態および保健習慣との関連性 北村　はる菜

128 歯科衛生士の就業継続要因と離職・復職条件について 前田　彩絵

129 各種ホワイトニング剤の経時的漂白効果 加藤　真輝子

130 口唇閉鎖訓練が口腔機能に及ぼす効果 石津　花子

131 歯根面う蝕の予防におけるフッ化物の効果の検討 廣田　優子

132 歯周病と認知機能低下の関連：システマティック・レビューによる検討 浜久保　晴香

133
Relationship between local population and number of dental hygienist schools with a cross-country

comparison
OKUI　Mami
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