
 

保険のエンドを極める
専門医が贈る GPのためのベーシックテクニック

歯周組織再生療法の時，何を使う？ 自分の“ゴールドスタンダード”がみつかる本

適切な歯ブラシ選びでブラッシングが変わる!　歯ブラシの処方箋が出せるシステム付き。

歯ブラシ処方箋®〔歯ブラシ編〕

モバイルサイト
『歯学書.COM』
へはこちらから

別冊  

1. 保険のエンドを極める

保険でも“ここまでできる！”を示したベーシックエンドの決定版

「患者さんのために選んだ1本」をプリントして渡せる

3.
歯ブラシ処方箋®〔歯ブラシ編〕
別冊  

〒113-0033  東京都文京区本郷3丁目2番6号 クイントハウスビル
TEL. 03-5842-2272 （営業）　FAX. 03-5800-7592　e-mail mb@quint-j.co.jp

https://www.quint-j.co.jp/ 

再根管治療を極める
根管治療の精度を
向上させる
専門医からのアドバイス

牛窪敏博＝編著
石井　宏／尾上正治
尾上由枝／横田　要＝著
2011／11発行
定価　本体9,600円（税別）
モリタ商品コード
208050466

歯内療法の迷信と真実
論文から学ぶ成功へのヒント
牛窪敏博／山本信一
神戸　良＝著
2017／3発行
定価　本体9,000円（税別）
モリタ商品コード
208050765

　エンド専門医である筆者が保険診療を念頭に一般開業医が手掛けるベーシックな内容に
絞って、押さえておくべきポイントやテクニックを写真やイラストを交えてわかりやすく解説。取り
上げた症例は、実際に保険診療で行われた、よく目にするような16ケースを選定。さらに巻末に
は、主に若手歯科医師から寄せられた根管治療に関する30の質問に答えるQ&Aのコーナ
ーを設けた。効率的かつ質の高い治療技能の習得に役立つ必携の１冊。

歯内・歯周・補綴治療の
臨床判断

「こんなときどうする？」を
解決するヒント26
赤野弘明／岡崎英起
牛窪敏博＝著
2014／6発行
定価　本体12,000円（税別）
モリタ商品コード
208050603

　「歯の保存」志向が高まるなか、歯周組織再生療法に特化した初の別冊。PART１では、
その歴史的な変遷を症例とともに紐解きながら、基本治療の重要性を喚起。PART２では、適
応症の判断から、患者説明、使用器具・材料、自身が考えるゴールドスタンダードを提示。自家
骨移植からGTR、GBR、PRP、エムドゲイン、リグロスを用いた症例まで、治療の実際が多数掲
載され、ビギナーもベテランも明日の臨床に役立つヒントが満載である。

3Dイラストで見る
ペリオドンタルプラスティック
サージェリー 天然歯編
エビデンスに基づいた
切開・剥離・縫合
中田光太郎／木林博之＝監著
岡田素平太／小田師巳
園山　亘／山羽　徹＝著
2017／11発行
定価　本体16,500円（税別）
モリタ商品コード
208040081

歯周外科
見て学んで始めるガイド
歯周基本治療から
手技習得のポイント，
術後のケアまで
小方頼昌＝編著
2017／10発行
定価　本体11,000円（税別）
モリタ商品コード
208050798

イラストレイテッド
歯周外科ベーシックテクニック
もっと上達したい人のための
ポイント解説
樋口琢善＝著
佐竹田 久＝イラスト
2018／10発行
定価　本体11,000円（税別）
モリタ商品コード
208040145

　現代に則したブラッシング方法、歯ブラシの選び方、その指導方法について詳細に検討した
上、プラークコントロールを大きく左右する、歯ブラシ・電動歯ブラシ・歯間清掃具等、歯科取扱
品350点以上の最新データを収載。また、製品写真や指導内容などを記した「歯ブラシ処方
箋」を実際にプリントできる処方支援オンラインサービスを付帯（読者限定）。患者一人ひとりに
合わせた口腔衛生用品の選択と指導をバックアップし、ブラッシングの向上につなげる。

歯が長持ちする
プラークコントロールの
グッドテクニック
伊藤公一＝監著
2010／2発行
定価　本体4,600円（税別）
モリタ商品コード
208050371

歯科衛生士臨床のための
Quint Study Club
6日間で極める！
磨ける・伝わる
ブラッシング指導
橘田康子／山本　静
磯崎亜希子／世川晶子
渡部亜記／野中哲雄＝著
2012／1発行
定価　本体3,200円（税別）
モリタ商品コード
208050475

別冊

プラークコントロールのための
ホームケア指導
口腔リスクとライフステージに
応じた最新処方
荒川浩久＝監著
遠藤圭子／川口陽子／品田佳世子
武井典子／土屋和子／平田幸夫
山口千緒里＝著
2000／8発行
定価　本体4,300円（税別）
モリタ商品コード
208040544

牛窪敏博＝編著
92頁
A4判
定価　本体6,000円（税別）
モリタ商品コード ： 208040159
ISBN ： 978-4-7812-0674-5

■

■

■

■

■

■

伊藤公一／藍　浩之／岩野義弘
大月基弘／小野晴彦／菊地康司
工藤　求／小延裕之／笹田雄也
佐藤憲治／佐藤博久／高山真一
竹内公生／塚原宏泰／中田光太郎
芳賀　剛／弘岡秀明／船越栄次
山口文誉＝著
258頁
A4判変型
定価　本体6,400円（税別）
モリタ商品コード ： 208040265
ISBN ： 978-4-7812-0663-9

■

■

■

■

■

■

金子　至＝監著
金子　至／金子　智
橋爪由美子／福田修二
ほか＝著
172頁
A4判変型
定価　本体5,500円（税別）
モリタ商品コード ： 208040266
ISBN ： 978-4-7812-0662-2

■

■

■

■

■

■

［編集者からの一言］
歯肉にクリーピングを起こすブラッシング指導を
実践するスタディグループ「綾の会」が、歯ブラ
シを1点1点精査。専門的知識のもと、責任をも
って処方した製品を使うことの大切さを、「歯ブ
ラシ処方箋」は伝えます。

［編集者からの一言］
いまホットな歯周組織再生療法について、気
鋭の著者陣が自身のゴールドスタンダードやこ
だわりの器具などを紹介しながら解説されてい
ます。ぜひ多様なアプローチをご覧いただき、ご
活用いただければ幸いです。

［編集者からの一言］
保険診療における根管治療の基本的なスキル
の習得や向上に役立つ臨床ガイドとなってい
ます。若手からベテランの先生まで、ぜひご活
用いただけますと幸いです。
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別冊　　　　　　　 YEARBOOK 2019
歯周組織再生療法のすべて

［編集者からの一言］

1

2.
歯周組織再生療法のすべて
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★改定後に出された情報などを加えて    
2018年大改定の留意点をおさらい

充実の特集＆本編で
請求業務をフォロー！

★正しいカルテ作成や算定上のポイントを

臨床現場に即した
350症例が徹底サポート！

2019
保険請求歯科

お茶の水保険診療研究会編
東京医科歯科大学  　　監修歯科同窓会

社会医療部

お茶の水保険診療研究会編
東京医科歯科大学  　　監修歯科同窓会

社会医療部

解釈が混乱しがちな症例も、青本なら簡単明解！

青本青本

※ご記入いただいた個人情報は、弊社の新刊案内、講演会等の案内に利用させていただきます。
※ご指定歯科商店がない場合は送料をいただき、代金引換宅配便でお送り致します。

営業部行　FAX：03-5800-7592

お名前

貴院名

ご住所
（〒　　　　－　　　　）

TEL

ご指定歯科商店

FAX

支店・営業所

クイントの青本『歯科保険請求2019』の特長

●頻度の高い症例を☆の数で表示

●電子レセプト請求への対応として注意事項に
　「電子レセ注」マークを提示

●症例ごとに※で算定上のポイントを
　補足している

●請求上のアドバイスや留意点が
　ワンポイントでまとめられている

●臨床にあたっての指針・アドバイスを提供

●「摘要」欄記載が必要な場合は朱記で示している

特長1 2018年改定にともなう疑問や
 請求のポイントを巻頭大特集で紹介

特長2 改定後に出された通達や
 疑義解釈の内容を反映、完全フォロー

特長3 2019年4月の歯科用金属材料価格改定後の
 新点数に対応

特長4 臨床現場に即した350症例による
 詳細な解説で、より理解が深まる

特長5 “よくわかる”と好評の症例別誌面は
 以下の構成を踏襲

2018年改定の主な新設項目における必要
な文書事例を新掲載。巻末では個別指導等
に関する情報を提供

“青本”執筆陣によるカルテ＆関連文書等の
記載が症例別に学べる、全歯科医師必携の
1冊！

“青本”とあわせてぜひお手元に！

Ａ4判・116ページ
定価 本体3,700円(税別)

正しいカルテ記載 マスターガイド歯科保険請求
サイドブック

2018年改定対応版

保険請求
クイントの青本『歯科保険請求2

特特

2019
年版

4月上
旬発売

予定！！

予約受
付中！！

“使いやすい”“よくわかる”“使いやすい”“よくわかる”
44月上

旬発売
予定“使いやすい”“使いやすい”“使いやすい”“使いやすい”“使いやすい”“使いやすい”“使いやすい”“使いやすい”“使いやすい”“使いやすい”“よくわかる”“よくわかる”“よくわかる”“よくわかる”“よくわかる”“よくわかる”“よくわかる”“よくわかる”“よくわかる”“よくわかる”“よくわかる”“よくわかる”“よくわかる”

と圧倒的人気！

●お茶の水保険診療研究会：編
●東京医科歯科大学歯科同窓会社会医療部：監修
●約900頁　●A4判　●予価 本体：9,000円（税別）

□

□

□

□

□ 

注　文　書

冊

冊

冊

冊

冊

□ 月刊誌「ザ・クインテッセンス（2019年1月号）」

□ 月刊誌「QDT（2019年1月号）」

□ 月刊誌「歯科衛生士（2019年1月号）」

□ 隔月刊誌「QDI（2019年1号）」

□ 月刊誌「nico（2019年1月号）」

冊

冊

冊

冊

冊

2019年４月上旬発売予定　予約受付中!!
歯科保険請求 2019
（モリタ商品コード：208040062）

保険のエンドを極める
（モリタ商品コード：208040159）

別冊
YEARBOOK 2019　歯周組織再生療法のすべて
（モリタ商品コード：208040265）
別冊

歯ブラシ処方箋®〔歯ブラシ編〕
（モリタ商品コード：208040266）
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