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月の新刊書籍４

　多岐にわたる2018年度大改定等を受けて“今”おさえておきたい算定上の知識や留意点と
して、SPT、口腔機能低下症、口腔内装置の算定や、10月からの消費税引上げに伴う初・
再診料の新点数等を巻頭で紹介。また、改定等による保険請求の疑問に答えるQ&Aと施
設基準の情報も特集で取り上げた。本編では350超の症例により正しいカルテ作成や保険
請求をサポート。現場に役立つアドバイス満載のクイントの“青本”を、ぜひお手元に！

昨年度大改定後のポイントや留意事項への対応等を網羅した決定版完成！2
■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

■948頁
■A4判
■定価　本体9,000円（税別）
■モリタ商品コード：208040062
■ISBN：978-4-7812-0678-3

関
連
書
籍

歯科医師・歯科衛生士のための
滅菌・消毒・洗浄・
バリアテクニック
安価で手間がかからない
一般歯科治療時の院内感染対策
吉川博政／前田憲昭
溝部潤子＝著
2018／6発行
定価　本体4,800円（税別）
モリタ商品コード
208040119

研修医・歯科衛生士にこそ
読んでもらいたい！ 
学校では習わなかった
義歯と義歯ケアの話
オーラルフレイルの時代：
患者さんに説明できますか？
義歯と全身・食事・栄養のこと
水口俊介／古屋純一＝監著
2018／9発行
定価　本体7,200円（税別）
モリタ商品コード
208040138

歯科保険請求サイドブック
正しいカルテ記載 
マスターガイド　
2018年改定対応版
湯島保険診療研究会＝編
2018／8発行
定価　本体3,700円（税別）
モリタ商品コード
208040132

歯科保険請求 2019

　「歯周治療は、歯科臨床における始発駅であり、また終着駅でもある」と語る月星光博氏
の「シリーズ MIに基づく歯科臨床」の最終巻の本書では、歯周治療の「検査と診断」「非外
科的歯周治療」「外科的歯周治療」「インプラント周囲炎の原因と対策」「メインテナンス」を解
説。抜歯か保存かの判断基準、各治療法に本当に効果があるのかも検証。2018年に発
表の米国・欧州歯周病学会の「歯周病、インプラント周囲炎の新分類」についても解説。

侵襲が少ない歯周治療をしたいすべての人へ

［編集者からの一言］
口腔衛生指導、SRPなどのhow toも詳細
に解説され、歯科医師・歯科衛生士で共
有できる内容。患者説明に使える歯ブラシ
の当て方の非常にわかりやすい写真・資
料なども多数掲載。

1
■月星光博＝編著
■304頁
■A4判変型
■定価　本体16,000円（税別）
■モリタ商品コード：208040275
■ISBN：978-4-7812-0679-0

関
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書
籍

シリーズ MIに基づく歯科臨床
vol.04
自家歯牙移植 増補新版
月星光博＝著
2014／5発行
定価　本体15,000円（税別）
モリタ商品コード
208050598

新版 Q&Aで悩み解消！
図解SRPテクニック
石原美樹＝著
2018／5発行
定価　本体7,800円（税別）
モリタ商品コード
208040112

シリーズ MIに基づく歯科臨床
vol.05
ペリオドントロジー＆
ペリオドンティクス　上巻
月星光博＝編著
2018／10発行
定価　本体14,000円（税別）
モリタ商品コード 
208040143

シリーズ MIに基づく歯科臨床vol.05
ペリオドントロジー＆ペリオドンティクス　下巻

　歯周病に侵された「人間」という巨大生命体の口のなかでは、何が起こっているのか。多
種多様な細菌の集合体である口腔内のバイオフィルム（プラーク）。そのなかで細菌たちが協
力し合い、食べて、増えて、外敵と戦うようすは、さながらひとつの国家のようだ。本書は、
バイオフィルムをひとつの「国」に、そこで暮らす細菌たちを「国民」にたとえて歯周病のメカニ
ズムを解説する。バイオフィルム公国の繁栄の先に待つものとは── ？

患者さんも歯科医療者も楽しめる！ 天野敦雄先生が綴る“超”新感覚・歯周病絵物語。

［編集者からの一言］
歯周病菌を“擬人化”するという、今までに
ない切り口で歯周病について学べる1冊。
歯周病の知識の深いかたは、天野先生の
たとえの妙にニヤリとすること間違いなし。
月刊「nico」連載時の18話にくわえ、書き
下ろしを3話収録。
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ビジュアル
歯周病を科学する
天野敦雄／岡　賢二
村上伸也＝監修
2012／5発行
定価　本体16,000円（税別）
モリタ商品コード
208050489

むし歯・歯周病・歯のみがきかた
その常識、ホントにほんと？
歯科の伝説検証ファイル！
伊藤公一／田上順次
桃井保子／八重垣　健＝著
2019／2発行
定価　本体4,800円（税別）
モリタ商品コード
208040269

あなたの知識は最新ですか？
歯科衛生士のための
21世紀の
ペリオドントロジー
ダイジェスト
天野敦雄＝著
2015／7発行
定価　本体3,800円（税別）
モリタ商品コード
208050671

天野ドクターの歯周病絵本 バイオフィルム公国物語
■天野敦雄＝著
■64頁
■A4判
■定価　本体3,700円（税別）
■モリタ商品コード：208040276
■ISBN： 978-4-7812-0670-7

［編集者からの一言］
2018年度の医療・介護同時大改定後の
各種通知や疑義解釈等をふまえ、Q&A等
の巻頭特集で多岐にわたる改定後の情報
をわかりやすくまとめました。 請求業務の
必携書に最新の“青本”をご活用ください。

1．ペリオドントロジー＆ペリオドンティクス　下巻
2．歯科保険請求 2019
3．天野ドクターの歯周病絵本 バイオフィルム公国物語
4．別冊インプラント YEARBOOK 2019
5．別冊薬 YEARBOOK '19 ／ '20
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□ 月刊誌「nico（2019年4月号）」 
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ペリオドントロジー＆ペリオドンティクス　下巻
（モリタ商品コード：208040275）

歯科保険請求 2019
（モリタ商品コード：208040062）

天野ドクターの歯周病絵本 バイオフィルム公国物語
（モリタ商品コード：208040276）

インプラント YEARBOOK 2019
（モリタ商品コード：208040277）

別冊

薬 YEARBOOK '19／'20
（モリタ商品コード：208040278）

別冊

※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

月 の 新 刊 書 籍4

　本書は、インプラント販売企業28社の協力を得て、「最新インプラントシステムの特長およ
び臨床応用」を紹介している。また、巻頭では「デジタル・デンティストリーにおけるインプラン
ト治療の未来予測」と題した特集を掲載。国内では成熟した観のあるインプラント業界であ
るが、国外ではインプラント治療の需要は増え続けると予想されている。これらの所見も踏ま
え、MID-G最高顧問の荒井昌海氏にインプラント治療の未来について予測してもらった。

歯科インプラント業界の2019年の最新情報を知りたいなら、この1冊！

［編集者からの一言］
今年の『インプラント YEARBOOK』には
国内のインプラント販売企業28社が集結
し、日本のインプラントシステムをほぼ網羅
した書籍となりました。日々の臨床の参考
として、またインプラントの辞典代わりとし
て、ぜひご活用ください。
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■クインテッセンス出版＝編集
■402頁
■A4判変型
■定価　本体6,800円（税別）
■モリタ商品コード：208040277
■ISBN：978-4-7812-0677-6

関
連
書
籍

やさしいインプラント治療
初めての1本埋入をガイドします！
皆川　仁＝著
2018／10発行
定価　本体9,000円（税別）
モリタ商品コード
208040146

最新インプラント補綴 
─ デジタルとアナログの融合─
オッセオインテグレイション・
スタディクラブ・オブ・ジャパン
17th ミーティング抄録集
三好敬三＝監修
寺本昌司／岩田光弘／小川洋一／勝山英明
高井康博／中川雅裕／松井徳雄＝編集
2019／2発行
定価　本体：4,800円（税別）
モリタ商品コード
208040270

別冊

インプラント
YEARBOOK 2018
超高齢社会のインプラント治療は
何が変わったのか
─高齢者・有病者を見据えた
　臨床的ポイント─
クインテッセンス出版＝編集
2018／4発行
定価　本体6,400円（税別）
モリタ商品コード
208040110

別冊

インプラント YEARBOOK 2019
デジタル・デンティストリーにおけるインプラント治療の未来予測

［編集者からの一言］
患者さんの服用薬との相互作用にフォーカ
スした新しい切り口の別冊です。薬の名前
からも調べられ、処方可能な薬を素早く選
択できるようなレイアウトをこころがけました。
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■朝波惣一郎／王　宝禮

矢郷　香＝監修
■192頁
■A4判変型
■定価　本体5,500円（税別）
■モリタ商品コード：208040278
■ISBN：978-4-7812-0671-4

関
連
書
籍

薬 ’17／’18
歯科　疾患名から治療薬と
処方例がすぐわかる本
朝波惣一郎／王　宝禮
矢郷　香＝編
2016／3発行
定価　本体5,000円（税別）
モリタ商品コード
208050710

薬剤・ビスフォスフォネート
関連顎骨壊死　
MRONJ・BRONJ
最新　
米国口腔顎顔面外科学会と
本邦の予防・診断・治療の指針
柴原孝彦／岸本裕充／矢郷　香
野村武史＝著・訳
2016／2発行
定価　本体6,000円（税別）
モリタ商品コード
208050705

歯医者さんに教えて! 
どんなお薬飲んでいますか?
患者さんの薬と持病を
確認するときに使う本
長坂　浩＝監修
中島　丘＝編集
今村栄作／岩﨑妙子／久保山裕子
星島　宏／守安克也／山口秀紀＝著
2018／12発行
定価　本体4,800円（税別）
モリタ商品コード
208040155

　本書は、患者から服用薬を聞いたときに歯科用薬剤との飲み合わせを短時間でチェック
するための書籍である。高血圧症、糖尿病、メンタルヘルスなど、臨床での遭遇頻度の高
い70の薬を紹介し、それぞれの紹介ページで、処方する抗菌薬や鎮痛薬によって作用が
強まる、または弱くなる可能性、あるいは併用禁忌等をすぐに確認できる構成になっている。
薬は疾患別にまとめられているが、商品名からも調べられるよう、商品名目次も掲載した。

服薬患者に聞かれてすぐ対応できる“超速”相互作用チェック本

別冊

薬 YEARBOOK '19／'20
患者に聞かれても困らない！　歯科医師のための「薬」飲み合わせ完全マニュアル
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