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最優秀賞
木下　真純◎
(上村)

福井県
造血幹細胞移植患者における口腔清掃状態と口腔粘膜炎重症度の
検討

優秀賞 山村有希子 東京都 歯科衛生士による禁煙支援の実施状況と関連要因の検討

奨励賞 大矢　幸慧 愛知県
歯科衛生士学生の加熱式タバコを含めた受動喫煙に対する認識と
受動喫煙寛容度

優秀賞 松田　悠平◎ 島根県
がん患者の口腔関連自己効力感尺度と関連因子に関する調査：
単施設横断研究

大塚佳代子 第二会員
脳卒中嚥下障害者における咬合支持と嚥下能力・ADL・栄養状態
の関連

三好　早苗 広島県
通いの場へ参加する後期高齢女性の食事の多様性と口腔機能との
関係

野口　有紀 静岡県 成人における主観的な口腔健康状態と自殺を考えた経験との関連

田島　香菜 鹿児島県 歯周病治療の定期健診における継続受診の要因に関する研究

星合　愛子 東京都
歯科衛生過程を用いて問題解決に取り組んだ放射線治療後患者の
1症例

小倉　早妃 岡山県 がん化学療法患者に対する口腔衛生管理の実態調査

船原まどか 兵庫県
ブラッシング後の唾液中細菌数の推移
－清拭と含嗽の効果について－

優秀賞 丸山　直美◎ 大阪府 刷掃指導効果の検討　−三次元動作と歯垢除去効果からの解析−

浅木美智子 青森県
保育園児および保護者に対する効果的な歯科保健指導を行うため
の事前質問紙作成と有用性の検証

髙野ひろみ 福岡県
訪問看護師による在宅療養者の口腔の問題に関連した多職種連携
について

江田　幸代 第二会員 顆粒状清掃剤を配合した歯磨剤が日常の口腔清掃に与える影響

最優秀賞 森下　志穂◎ 愛知県
通所介護事業所利用者に対する口腔機能向上および栄養改善の複
合サービスの長期介入効果

松田　悠平 島根県
口腔関連QOL尺度（OHRQL）の口腔癌患者への適応に関する
予備的検討

戸田花奈子 東京都
歯科医院におけるリスクアセスメントを利用したメインテナンス
の効果

第16回 R3

奨励賞

第14回

奨励賞

学術論文賞 表彰者一覧

R1

第17回 R4

公益社団法人日本歯科衛生士会・日本歯科衛生学会

第15回 R2

奨励賞

第13回 H30

奨励賞
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公益社団法人日本歯科衛生士会・日本歯科衛生学会

優秀賞 山中　紗都◎ 東京都
周術期患者における術後口腔保健行動に及ぼすと推測された術前
口腔ケア介入の効果

板木　咲子 広島県
指定介護療養型医療施設および介護老人保健施設における要介護
高齢者の口腔清掃の現状と課題

米澤　大輔 新潟県
知的障害者における歯の喪失状況および義歯使用と日常生活動作
との関連

大岩　直子 大阪府 クロイツフェルト・ヤコブ病3症例の口腔ケアの経験

植木麻有子◎ 新潟県 障害支援区分からみた知的障害者の口腔保健支援のあり方の検討

福池　久恵 大阪府 歯科受診患者の口腔衛生状態と抑うつ傾向に関する調査

最優秀賞 小原　由紀◎ 東京都
認知症グループホーム入居高齢者における認知症重症度と
口腔機能および栄養状態の関連

優秀賞 松尾　　文 熊本県
歯科診療所における患者の歯科医療従事者に対する信頼感と定期
歯科受診行動との関連性

奨励賞 大西　淑美　 兵庫県
周術期口腔機能管理による口腔環境の変化
－臨床的な効果について－

優秀賞 鈴木　幸江 ◎ 神奈川県 ブラッシング刺激による高齢者の神経認知機能への影響について

柴田　由美 東京都 歯科衛生士介入による病棟看護師の口腔ケアに対する認識変化

北川有佳里 静岡県
地域がん診療連携拠点病院における緩和ケア対象患者への歯科衛
生士の介入実態と今後の課題

優秀賞 小原　由紀 東京都 歯科衛生士における作業関連筋骨格系障害の実態

奨励賞 塚田しげみ ◎ 新潟県
入院患者の歯科専門職介入の必要性を判断するための
多職種向けスクリーニング用紙の検討－歯科医師と歯科
衛生士によるスクリーニング結果の比較からの考察－

優秀賞 佐藤　恵子 ◎ 愛知県 妊婦の口腔，喫煙，受動喫煙の状況とその意識に関する研究

松本　厚枝 広島県
指静脈血管幅と抗酸化力を指標とした口腔を用いたリラクセー
ションの効果に関する研究

星野　由美 徳島県
被検食の性状の違いによる咀嚼・嚥下時の咬筋酸素動態の
特性

藤原　愛子 静岡県 小学校低学年児童齲蝕罹患と保護者の保健行動との関連

第10回 H27

奨励賞

H29

第7回 H24

奨励賞

第8回 H25

第9回 H26

奨励賞

奨励賞

H28第11回

第12回
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森野　智子 ◎ 静岡県
重度認知症高齢者における口腔原始反射出現と摂食機能を
含む身体状況・機能の関連性について
第1報 安全な経口摂取のための訓練プログラムの開発

川瀬佳奈子 愛知県
2型糖尿病患者教育入院時の歯周病と糖尿病および糖尿病
合併症との関係

石川裕美子 千葉県
歯科衛生士養成校での感染対策教育に伴う学生の感染対策
に対する意識と手洗い技術の変化

吉田ひとみ 埼玉県
医歯学シミュレーション教育システムを活用した歯肉縁下
スケーリング・ルートプレーニングに関する歯科衛生士養成機関
学生向け教材開発と評価

小野寺奈津子 岩手県 機器を用いた専門的舌清掃の有効性評価

優秀賞 奥井　沙織 千葉県
歯科衛生士による「がん緩和ケア」としての専門的口腔
ケアの確立に向けて

大西　淑美 兵庫県
高齢者施設入所者の口腔内実態調査
―口腔環境とカンジダとの関連―

田村　清美 愛知県 日本の歯科衛生士教育における臨床実習の現状

中村佳代子 長崎県
摂食・嚥下障害を有する患者への専門的口腔ケア
～摂食・嚥下リハビリテーションチームにおける歯科衛生士の取
り組み～

藤原　愛子 静岡県 学童期における永久歯齲蝕罹患予測指標の検討

森川　知昭 兵庫県
手術直前に実施したプラークフリー法による食道癌術後
肺炎予防の有効性

奨励賞 相川　敬子 千葉県
中学校生徒に対する口腔清掃指導法の検討
-学校歯科健診時における集団指導と個別指導の効果の比較-

渡辺　美幸 新潟県
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

江田　節子 埼玉県
歯科衛生士としての職業アイデンティティの形成とその
教育に関する研究　-臨床実習を通じて-

奨励賞 千綿かおる 静岡県 知的障害者施設職員における歯磨き介助負担感の関連要因

溝部　潤子 兵庫県 歯周治療のリスク管理におけるペンスコープの応用について

貝沼公美子 愛知県 子どもの咬合面プラークと食・生活習慣との関連性

奨励賞 中野恵美子 東京都
HIV感染患者の歯科受診動向
-院内歯科初診患者と外部歯科医療機関紹介患者-

◎は授賞口演発表を行った者 （敬称略）

第1回～第5回まではサンスター歯科財団賞、第6回からサンスター財団賞となる

第3回

第1回 H18

第2回 H19

H20

優秀賞

優秀賞

優秀賞

奨励賞

H21第4回

奨励賞

第5回 H22

第6回 H23

奨励賞
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