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月の新刊書籍9

　本書は日常歯科臨床で経験する嚢胞・腫瘍などの口腔疾患のほかに歯内領域、歯周領域、
インプラント領域、小児・矯正歯科領域、口腔外科領域などの各専門分野における歯科用
CBCTやCTの応用について解説する。また撮像を病院へ依頼する際の手順やアーチファク
トについても述べられ、さらに放射線医療を安全に行うための放射線に関する一般的知識に
も触れている。歯科用CBCTとCTの有効利用法と放射線への理解を深められる1冊である。

見える！ 読める！ 歯科用CBCT・CT画像の読像力アップと正確な診断のための1冊

［編集者からの一言］
歯内療法、歯周治療、インプラント、小
児歯科、矯正歯科、口腔外科での歯科
用CBCTやCT画像の見かた・読みかたの
ポイントをわかりやすく解説しています。

1
■森本泰宏／金田　隆

鱒見進一＝監著
■164頁
■A4判変型
■定価　本体9,500円（税別）
■モリタ商品コード：208040662
■ISBN：978-4-7812-0702-5

決定版 実践マニュアル 歯科用CTの見かた・読みかた
続・今さら聞けない歯科用CBCTとCTの読像法
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今さら聞けない
歯科用CBCTとCTの
読像法
─�三次元でみる顎顔面領域
の正常画像解剖と疾患─
森本泰宏／金田　隆＝監著
2017／2発行
定価　本体7,000円（税別）
モリタ商品コード
208050761

ATLASで学ぶ
歯科用コーンビーム
CT診断のポイント64
糸瀬正通／山道信之＝監修
水上哲也／安東俊夫／葛西秀夫
荒木秀文／泥谷高博／金成雅彦
島田昌明／吉村理恵／林　美穂
柳　智哉＝著
2011／9発行
定価　本体14,000円（税別）
モリタ商品コード
208050456

デンタルCTで読み解く
症例の真実
誤診回避のための
3Ｄ画像診断
鎌田　仁／稲垣将文＝共著
2008／11発行
定価　本体6,000円（税別）
モリタ商品コード
208050296

前歯部アライナー矯正導入・実践編
患者さんの笑顔を最大限引き出す

　矯正に興味はあるけれど、“何年も矯正器具をつけたくない” “他人にブラケットを見られたく
ない” “痛いのはイヤ” “お金がかけられない”とこれまで矯正に踏み切れなかった患者さんの
味方となるのが、本書の「前歯部アライナー矯正」である。開業医にとっても、矯正専門医に
依頼することなくできる本システムは歯科医院の経営的な部分でも強い味方になってくれるだ
ろう。本書はこれから導入する人、導入したてで実践方法がわからない人にとって最適である。

ついに出た！　開業医のための短期治療を可能にした前歯部アライナー矯正2
■長尾龍典／岩城正明／新井聖範＝監著

五十嵐　一／鈴木仙一／脇田雅文／森本太一朗＝著
池田　寛／石井宏明／大槻克彦／落合久彦
小野瀬弘記／川口和子／庄野太一郎／中島航輝
長谷川　孝／林　昭利／村松弘康＝執筆協力者

■80頁
■A4判変型
■定価　本体6,000円（税別）
■モリタ商品コード：208040663
■ISBN：978-4-7812-0699-8

［編集者からの一言］
600万人症例のビッグデータをもとに、AI

（人工知能）が理想の歯列を分析しシミュ
レーションする本ツールは圧巻です。デジタ
ルテクノロジーが引き出す最高の笑顔をぜ
ひご覧ください。
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別冊

臨床家のための
矯正YEARBOOK 
2018
成人の開咬を考える
クインテッセンス出版＝編
2018／11発行
定価　本体6,000円（税別）
モリタ商品コード
208040149

プレオルソで治す
歯ならび＆口呼吸
子どもにやさしい
マウスピース型矯正装置
大塚　淳＝監著
田代芳之／大内仁守
林　正樹／牧野正志
岩田直晃／岡　真代＝著
2017／1発行
定価　本体7,000円（税別）
モリタ商品コード�
208050755

歯の形で笑顔が変わる
スマイル デザイン 
ハンドブック
渡辺一騎＝著
2014／2発行
定価　本体4,600円（税別）
モリタ商品コード
208050589

「粧う」ことで健康寿命を伸ばす化粧療法
エビデンスに基づく超高齢社会への多職種連携アプローチ

　「新聞クイント」連載で話題の資生堂ジャパン株式会社の著者による「化粧療法」に、連載
時には掲載しきれなかった多数のエビデンスなどを大幅に加筆。「化粧療法」は超高齢社会
の多職種連携の共通言語となり、歯科の待合室から「美容で健康」を合言葉に高齢者の自
立支援を実現する！　人生100年時代、いつまでも輝き続けるために、オーラルフレイル対
策や健康寿命の延伸につながる「化粧療法」を始めましょう！

超高齢社会の多職種連携の共通言語「化粧療法」を歯科の待合室から始めましょう！
■池山和幸＝著
■96頁
■A5判
■定価　本体2,200円（税別）
■モリタ商品コード：208040664
■ISBN：978-4-7812-0701-8

［編集者からの一言］
高齢者の自立支援を促すことでオーラルフ
レイル対策や健康寿命の延伸につながり、
くわえて歯科衛生士や歯科助手の皆さんも
活躍できる「化粧療法」を待合室から始め
ましょう！　資生堂の研究者である著者が
詳しく解説！
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外来・訪問診療のための
デンタル・メディカルの接点
見逃さないオーラルフレイル�
明日から役立つ口腔ケア
デンタルがメディカルに
もたらすメリット
クインテッセンス出版＝編
2017／9発行
定価　本体6,000円（税別）
モリタ商品コード
208050793

医療介護の現場で
役立つ！ パッククッキング
4ステップで簡単！�
高齢者や料理の苦手な方
でも作れるレシピ23
佐藤真由美＝著
2018／7発行
定価　本体2,000円（税別）
モリタ商品コード
208040126

診療室からシームレスに
かかわり続ける
全国10医院の
歯科訪問診療
米山武義＝編著
2017／8発行
定価　本体6,800円（税別）
モリタ商品コード
208050789

1．決定版 実践マニュアル 歯科用CTの見かた・読みかた
2．前歯部アライナー矯正導入・実践編
3．「粧う」ことで健康寿命を伸ばす化粧療法
4．別冊PRD YEARBOOK 2019
5． 別冊

ジルコニアモノリシックレストレーションコンプリートブック
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□ 月刊誌「ザ・クインテッセンス（2019年9月号）」

□ 月刊誌「QDT（2019年9月号）」

□ 月刊誌「歯科衛生士（2019年9月号）」

□ 隔月刊誌「QDI（2019年5号）」 

□ 月刊誌「nico（2019年9月号）」
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決定版 実践マニュアル 歯科用CTの見かた・読みかた
（モリタ商品コード：208040662）

「粧う」ことで健康寿命を伸ばす化粧療法
（モリタ商品コード：208040664）

□

□

□

□

前歯部アライナー矯正導入・実践編
（モリタ商品コード：208040663）

□

PRD YEARBOOK 2019
（モリタ商品コード：208040665）

別冊

ジルコニアモノリシックレストレーションコンプリートブック
（モリタ商品コード：208040666）

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9

　「The�International�Journal�of�Periodontics�&�Restorative�Dentistry」年刊第4号で
は、再生療法と矯正治療の併用、コンポジットレジン修復の長期予後のほか、100名の患者
における咬合高径挙上の影響の評価など、いずれも中～長期の結果を示した論文がピック
アップされている。本誌後半では、2017年に改訂された歯周疾患とインプラント周囲疾患の
分類について、新しい分類ごとの処置法を示したケースプレゼンテーションを掲載する。

歯周病、歯肉退縮、インプラント周囲疾患の新分類を実際に応用したケースを掲載

［編集者からの一言］
本誌後半の新しい歯周疾患・インプラント
周囲疾患分類のケースでは、分類のみの
掲載でなく、一歩踏み込んで、それぞれの
分類ごとに行う処置法を具体的に示してい
ます。

垂直的および水平的
歯槽堤増大術
ソーセージテクニックと
新たなコンビネーショングラフト
Istvan�Urban＝著
和泉雄一／窪木拓男
山﨑長郎＝監訳
2018／7発行
定価　本体37,000円（税別）
モリタ商品コード
208040122

別冊

PRD YEAR BOOK 2017
世界が認めた
「あの」テクニックの
臨床応用・Newマテリアル
岩田健男／山﨑長郎
和泉雄一＝主席編集
2017／8発行
定価　本体6,400円（税別）
モリタ商品コード
208050791

別冊

PRD YEARBOOK 2018
Zucchelliの
CTGウォールテクニックと
Urbanの垂直的歯槽堤増大術
岩田健男／山﨑長郎
和泉雄一＝主席編集
2018／8発行
定価　本体6,400円（税別）
モリタ商品コード
208040134

　Part1ではモノリシックジルコニアの製作ステップを6つのChapterに分け、各Chapterで3
名以上の著者がそれぞれの考え方やテクニックを紹介。そしてPart2ではインレー／アンレー、
臼歯部クラウン、前歯部クラウン、インプラントと、補綴装置別の臨床における勘どころを複
数著者が紹介。この1冊で現在のモノリシックジルコニアレストレーションにおける実践的かつ
幅広いテクニックを知ることができる、まさに完全ガイドとなっている。

モノリシックジルコニアを扱う上での「勘どころ」を網羅した一冊！

［編集者からの一言］
モノリシックジルコニアの「勘どころ」を紹
介。 特徴は同じテーマに対して複数の執
筆者がそれぞれのテクニックを紹介している
点。さまざまな読者に対し、「今知りたい
情報」を提供できる一冊となっている。
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ベーシック
プレスセラミックス
失敗しないための
プレスセラミックスガイド
赤坂政彦＝著
2017／7発行
定価　本体5,200円（税別）
モリタ商品コード
208050784

CAD/CAM時代の
最新インプラント上部構造
フィクスチャー／
アバットメントレベルからの
フレームワーク
田中譲治＝編
2014／1発行
定価　本体15,000円（税別）
モリタ商品コード
208050582

別冊

Digital Dentistry 
YEARBOOK 2019
日本デジタル歯科学会＝監修
2019／5発行
定価　本体6,400円（税別）
モリタ商品コード
208040282

■枝川智之／陸　誠＝監著
井出幹哉／岡部和幸／加藤尚則
鬼頭寛之／熊木康雄／滝沢琢也
田中文博／都築優治／橋本章冴
藤松　剛／峯崎稔久＝著

■152頁
■A4判
■定価　本体5,200円（税別）
■モリタ商品コード：208040666
■ISBN：978-4-7812-0703-2

■岩田健男／山﨑長郎
和泉雄一＝主席編集

■224頁
■A4判変型
■定価　本体6,400円（税別）
■モリタ商品コード：208040665
■ISBN：978-4-7812-0700-1

関
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別冊

ジルコニアモノリシックレストレーションコンプリートブック
─実践的なテクニックで「臨床の勘どころ」を知るための完全ガイド─

別冊

PRD YEARBOOK 2019
AAP・EFPの新分類に基づく歯周疾患とインプラント周囲疾患の分類別処置法
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