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1 平成14年度 伊藤　孝訓
日本大学松戸歯学部

口腔診断学教室
講師

歯科医療面接における傾聴技能に
関する研究－ビデオ観察による初診

患者に対する学生の評価基準－

日本歯科医学教育学会雑誌
第18巻1号（2002年12月発行）

2 平成15年度 秋山　仁志
日本歯科大学歯学部附属病院

総合診療科3
助教授

平成15年度「客観試験問題
ブラッシュアップ」に関する

ワークショップの概要

日本歯科医学教育学会雑誌
第19巻2号（2004年3月発行）

3 平成16年度

4 平成17年度 杉浦　剛
岩手医科大学歯学部

予防歯科講座
助手

Psychological well-being and
perceptions of stress amongst Japanese

dental student

European Journal of Dental
Education

第9巻1号 17～25頁
（2005年2月発行）

5 平成18年度 佐藤  陽子
    宮城高等歯科衛生士学院

教務主任

Dysphagia management in a 3-year
dental hygiene education programme in

Japan

International Joumal of Dental
Hygiene

第3巻 179頁～184頁
（2005年11月発行）

6 平成19年度 佐藤　裕二
 昭和大学歯学部

高齢者歯科学教室
教授

PBLチュートリアル教育の省力化と
その評価

日本歯科医学教育学会雑誌
第23巻1号 3頁～7頁

（2007年4月発行）

7 平成20年度 齋藤　淳
東京歯科大学

口腔健康臨床科学講座
歯科保存学分野 講師

Development of an International
Collaborative Dental Hygiene

Programme between Japan and Canada

International Journal of Dental
Hygiene

第6巻4号 328頁～336頁
（2008年11月発行）

8 平成21年度 村岡　宏祐
九州歯科大学 口腔治療学講座

歯周病制御再建学分野
助教

学生の心理特性とシミュレーション
テストによる歯周病実習成績の

関係について

日本歯科医学教育学会
第25巻3号

171頁～175頁（2009年12月発行）

9 平成22年度

10 平成23年度 北川　昇
昭和大学歯学部

高齢者歯科学講座
准教授

Graduate and undergraduate geriatric
dentistry education in a selected dental

school in Japan

European Journal of Dental
Education

第15巻4号 231頁～235頁
（2011年11月発行）

11 平成24年度 松香　芳三
徳島大学大学院

ヘルスバイオサイエンス研究部
咬合管理学分野 教授

A problem-based learning tutorial for
dental students regarding elderly

residents in a nursing home in Japan

Journal of Dental Education
第76巻12号 1580頁～1588頁

（2012年12月発行）

12 平成25年度 須永　昌代
東京医科歯科大学

図書館情報メディア機構
教育メディア開発部 助教

Development and Evaluation of a New
Dental Model at Tokyo Medical and
Dental University for the Practice of

Periodontal Pocket Probing

Journal of Dental Education
第77巻9号　1185頁～1192頁

（2013年9月発行）

13 平成26年度 關　奈央子
東京医科歯科大学大学院

医歯学総合研究科
歯学教育開発学分野 助教

英語による医療面接に関する
双方向型教材の開発

日本歯科医学教育学会雑誌
第30巻3号

170頁～175頁(2014年12月発行)

14 平成27年度 奥村　暢旦
新潟大学医歯学総合病院

歯科総合診療部
助教

歯科臨床技術における動画教材の効果
日本歯科医学教育学会雑誌

第31巻1号
10頁～15頁(2015年4月発行)

受賞者なし

受賞者なし



日本歯科医学教育学会　優秀論文賞歴代受賞者

回数 年度 受賞者 所属 論文題名 発表誌名

佐藤　拓実

新潟大学大学院
 医歯学総合研究科

歯学教育研究開発学分野
大学院生

研修歯科医の臨床技術修得における
力のコントロールに関する研究

日本歯科医学教育学会雑誌
第32巻3号

166頁～172頁(2016年12月発行)

大塚　紘未

東京医科歯科大学大学院
医歯学総合研究科
医歯理工学専攻

口腔疾患予防学分野 助教

An Inter-and Intraprofessional
Education Program in Which Dental

Hygiene Students Instruct Medical and
Dental Students

Journal of Dental Education
第80巻9号

1062頁～1070頁(2016年9月発行)

藤井　規孝

新潟大学大学院
医歯学総合研究科

歯学教育研究開発学分野
教授

新潟大学歯学部臨床実習における
臨床能力評価

日本歯科医学教育学会雑誌
第33巻1号

4頁～11頁(2017年4月発行)

長谷由紀子
広島大学病院

診療支援部歯科衛生部門

Dental hygienists’ perceptions of
professionalism are multidimensional
and context-dependent： a qualitative

study in Japan

BMC Medical Education
第17巻

2017 17：267(2017年12月公開)

大沢　聖子
日本大学松戸歯学部
歯科総合診療学講座

助手

患者付き添い実習における学生自身に
よる同意取得の教育効果

日本歯科医学教育学会雑誌
第34巻2号

33頁～42頁(2018年8月発行)

大林　泰二
広島大学病院歯系総合診療科

口腔総合診療科 助教

Dental trainees reflect more critically
on negative experiences: portfolio

analysis using a pragmatic approach and
a rubric in Japan

BMC Medical Education
第18巻292号

2018 18：292(2018年12月公開)

18 令和元年度 諸冨　孝彦
九州歯科大学歯学部歯学科

口腔機能学講座
口腔保存治療学分野 准教授

臨床基礎教育におけるシナリオベース
体験実習による体験先導型学習の効果

日本歯科医学教育学会雑誌
第35巻2号

49頁～57頁(2019年8月発行)

※第1回～第7回：奨励賞として授与

17 平成30年度

15 平成28年度

16 平成29年度


