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2月の新刊書籍

　プラスティックサージェリーのスペシャリスト・中田光太郎氏が歯周外科手術の原点「切る」
「縫う」「結ぶ」を徹底解説！　「切る」では血流を考慮した切開線およびデザイン、「縫う」
では糸・針の構造、運針、各種縫合テクニック、そして手術結果を左右する「結ぶ」では色
分けした縫合糸で結紮を丁寧に解説。避けて通ることができないこの3手技すべてを200点
超のイラストで図解。外科ビギナーからベテランまで幅広いニーズに応えた1冊！

見て、読んで、解る！　中田光太郎の歯周外科基本手技

［編集者からの一言］
本書が特筆すべき点は、 数あるデンタル
スーチャリング本のなかでも群を抜く図解の
量で、歯周外科手術の「切る」「縫う」「結
ぶ」の基本を絵解きで修得できる構成となっ
ております。ぜひ明日の診療にお役立てく
ださい。
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■中田光太郎＝著
■80頁
■A4判変型
■定価　本体6,000円（税別）
■モリタ商品コード：208040693
■ISBN：978-4-7812-0730-8

切る　縫う　結ぶ
ビジュアルで学ぶ　歯周外科手術の原点

関
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書
籍

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

エビデンスに基づいた
ペリオドンタル
プラスティックサージェリー
イラストで見る
拡大視野での臨床テクニック
中田光太郎／木林博之＝監著
岡田素平太／奥野幾久／小田師巳
尾野　誠／園山　亘／都築優治
山羽　徹＝著
2016／12発行
定価　本体18,000円（税別）
モリタ商品コード
208050742

デンタル スーチャリング
歯科縫合術の基礎：
手術創閉鎖の完全ガイド
Lee H. Silverstein＝著
上村恭弘＝訳
2001／3発行
定価　本体4,800円（税別）
モリタ商品コード
208040562
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信頼がうまれる
患者対応の技術
歯科医院のための
医療面接スタートガイド
西田　亙＝監著
香川県歯科医療研鑚の会＝著
2017／12発行
定価　本体3,400円（税別）
モリタ商品コード
208040091

歯科医療
コミュニケーション
理論と実践で学ぶ 
臨床の“聴く 伝える 解決する”
水木さとみ／勝部直人＝著
2018／8発行
定価　本体5,500円（税別）
モリタ商品コード
208040130

よくわかる！
疾患別 歯科医療面接
─ 服用薬剤と 

サンプル症例から学ぶ─
長坂　浩／山口秀紀
守安克也／中島　丘＝著
2016／6発行
定価　本体8,500円（税別）
モリタ商品コード
208050719

［編集者からの一言］
歯科医療従事者だけでは歯周治療は成功し
ません。患者さんも能動的に取り組んでこそ。
そのために患者さんとのコミュニケーションの
何に気づき、何にフォーカスすればいいのか、
臨床現場の実例からしっかり理解できます！
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　治療やセルフケアに対する患者さんのモチベーションが鍵を握る歯周治療。患者さんの変化を支援し
ていく医科では世界標準のコミュニケーション技法「モチベーショナルインタビューイング（ＭＩ）」を歯科臨床に
応用することで、患者さんのやる気を引き出し、効果的な医療面接やコミュニケーション、行動変容が可能に！　
確かでわかりやすい解説と歯周病専門医らによる実例で、自院の歯周治療にすぐ取り入れることができます。

患者さんと信頼関係を築き、共に取り組むことで、より効果的で円滑な歯周治療が可能に！
■新田　浩／礪波健一／土岡弘明＝監著

斎田寛之／酒井和人／関根　聡
竹内祥吾／武田浩平／中村一寿
奈良嘉峰／福場駿介＝著

■128頁
■A4判変型
■定価　本体5,000円（税別）
■モリタ商品コード：208040695
■ISBN：978-4-7812-0732-2

患者さんのやる気が変わる！　スタッフも楽しくなる！
歯周治療を成功に導く世界標準のコミュニケーション技法
ＰＭＩ ペリオドンタルモチベーショナルインタビューイング

1．切る　縫う　結ぶ
2．はじめての矯正歯科技工
3．ＰＭＩ ペリオドンタルモチベーショナルインタビューイング

はじめての矯正歯科技工
基本手技・知識へのアプローチ

　「はじめての矯正歯科技工」と題した本書は、矯正歯科技工と補綴歯科技工の違いから、
矯正歯科技工指示書の見方、矯正歯科技工専用の器具とその使用法、線屈曲の基本の
ほかに矯正装置の維持装置中で多用されるアダムスのクラスプの曲げ方、矯正装置に用い
られる唇側線や拡大装置についても記載している。矯正歯科技工に初めて携わる、あるい
はこれから矯正歯科技工を学びたいと思う歯科技工士のために編纂された1冊である。

矯正歯科技工を志す歯科技工士のために基本中の基本を徹底的にわかりやすく解説しました。2
■横井欣弘＝著
■92頁
■A4判変型
■定価　本体6,000円（税別）
■モリタ商品コード：208040694
■ISBN：978-4-7812-0734-6

［編集者からの一言］
矯正歯科技工は、補綴技工と何が違うの
か？　何をするのか？　どんな器具や材料を
使うのか？　どんな仕事内容なのか？　など
の疑問に答える1冊です。
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歯科技工士のための 
実践 矯正装置製作法
尾崎順男／宇都宮宏充
茂原宏美／後藤尚昭＝著
2007／4発行
定価　本体5,600円（税別）
モリタ商品コード
208050203

新装版　初心者のための
臨床的クラウンの製作法
歯科技工士・歯科技工所の
レベルアップのために
久野富雄／佐々木雅史
陸　誠＝共著
2008／11発行
定価　本体8,000円（税別）
モリタ商品コード
208050295

新装版
技工に強くなる本

（上巻・下巻）
田村勝美＝監著
久野富雄／佐々木雅史／陸　誠
土師幸典／佐藤幸司＝著
2012／4発行
定価 本体上巻7,000円（税別）
定価 本体下巻7,000円（税別）
モリタ商品コード
上巻 208050487
下巻 208050488

4．進化する口腔内スキャナー完全ガイド 2020/2021
別冊

5．生涯にわたる顎顔面の成長とインプラント治療
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　現在、デジタルデンティストリーは大きな進化を遂げている。なかでも、各メーカーがこぞっ
て開発を進め、日々 進化を遂げているのが口腔内スキャナーである。
　本書では、口腔内スキャナーの登場・普及までの過程から、基本的な使い方、臨床応
用までについて特集した。また、各メーカー担当者による製品説明、ユーザーによる臨床プ
レゼンテーションを網羅。日々 進化する口腔内スキャナーの現在地を詳解する。

各社口腔内スキャナーのランニングコストがわかるクラウドサービス一覧表付き！

［編集者からの一言］
日々進化を遂げる口腔内スキャナーの最新
情報とは。口腔内スキャナーを長く診療に
取り入れられている山羽 徹先生、丸尾勝
一郎先生による巻頭特集のほか、国内メー
カー6社と各ユーザーの先進臨床家7人が
解き明かす。
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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

Japanese

適切な診断
根拠に基づいた治療コンセプト
予知性の高い治療結果

最優先にして遂行する責任を負っていることを常に忘れて
はならない。ITI Treatment Guide シリーズ最新の第11巻
は、これまでの10巻で成功を収めたテーマを引き継ぎ、日
常臨床におけるデジタル技術と術式に関するエビデンスに
基づいた方法論の包括的な概要となっている。著名な臨床
医が執筆し専門医らが提供した臨床例によって裏付けられ
た ITI Treatment Guide「インプラント歯学におけるデジ
タルワークフロー」は、多様な技術的選択肢とそれらの安全
な臨床応用を包括的に概説する。

次に出る ITI Treatment Guideシリーズ第12巻では、イ
ンプラント周囲軟組織の調和と管理を取り上げる。

　インプラント歯学が扱う範囲は日々拡大しており、イン
プラントを埋入し補綴する臨床医の数、そしてできるかぎ
り短期間で素晴らしい結果を求める患者の数ともに増加し
ている。これらの需要を満たすために、技術革新ならびにイ
ンプラントメーカーと関連産業から新製品が登場する速度
も同様に速くなっており、臨床医が用いることができる選
択肢の多さにしばしば驚かされる。診断・画像化・治療計
画立案・印象採得・そして補綴装置の CAD/CAM に関す
るハード／ソフトウェアソリューションが伴うデジタル歯
学は、もっとも技術革進のペースが速い領域である。

　しかしながら、われわれは治療を安全かつ患者の利益を
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Authors: 
G. Gallucci
C. Evans
A. Tahmaseb

監訳者：
勝山英明
黒江敏史
近藤尚知
船越栄次

Volume 11

Editors: D. Wismeijer, S. Barter, N. Donos

インプラント歯学における
デジタルワークフロー

English | Deutsch | Français | Italiano | Español | Português | Türkçe | Русский | 日 本 語 | 中 文

定価本体　12,000円（税別）

H1-H4_ITI_11.indd   1 2019/11/25   18:15

ITI Treatment Guide 
Volume 11
インプラント歯学における
デジタルワークフロー
D. Wismeijer／S. Barter
N. Donos＝編
勝山英明／黒江敏史
近藤尚知／船越栄次＝監訳
2020／1発行
定価　本体12,000円（税別）
モリタ商品コード
208040688

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
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
2019／9発行
定価　本体6,000円（税別）
モリタ商品コード
208040663

　2019年7月に開催されたOJ年次ミーティングの抄録集。18回目となる今回は米国より
Fereidoun Daftary氏を招聘し、Craniofacial Growthと呼ばれる顎顔面の成長とインプラン
ト治療の関係性を中心に、経年的に前歯のインプラントと隣在天然歯にズレが生じる、あるい
はインプラントと天然歯間に生じるオープンコンタクト問題をテーマとして“生涯にわたる顎顔面
の成長とインプラント治療”と題し、Daftary氏の招聘講演および2つのシンポジウムなどを掲載。

経年的な顎顔面の成長に対するインプラント治療の臨床的ポイントをわかりやすく解説

［編集者からの一言］
ハイレベルな臨床家たちによる現在のイン
プラント治療の最先端の技術と、 明日の
臨床に役立つ情報の双方が学べる充実の
1冊。今回はこれまでほとんど語られてこな
かったCraniofacial Growthとインプラント
治療の関係にメスを入れています。

関
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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
クインテッセンス出版＝編集
2019／4発行
定価　本体6,800円（税別）
モリタ商品コード
208040277

別冊

マイクロデンティストリー 
YEARBOOK 2019
一般診療への
マイクロスコープの活用
〜ハイジーンワークから歯内療
法・歯周治療・修復治療・補
綴治療・インプラント治療まで〜
日本顕微鏡歯科学会＝編
2019／3発行
定価　本体5,500円（税別）
モリタ商品コード
208040274

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

■石川知弘＝監修
高井康博／白鳥清人
寺本昌司／中川雅裕
新藤有道／新村昌弘
藤波　淳＝編集

■116頁
■A4判変型
■定価　本体4,800円（税別）
■モリタ商品コード：208040697
■ISBN：978-4-7812-0733-9

■山羽　徹／丸尾勝一郎＝監著
■108頁
■A4判変型
■定価　本体5,000円（税別）
■モリタ商品コード：208040696
■ISBN：978-4-7812-0735-3

生涯にわたる顎顔面の成長とインプラント治療
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 18thミーティング抄録集
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はじめての矯正歯科技工
（モリタ商品コード：208040694）

切る　縫う　結ぶ
（モリタ商品コード：208040693）

ＰＭＩ ペリオドンタルモチベーショナルインタビューイング
（モリタ商品コード：208040695）

月刊誌「ザ・クインテッセンス（2020年2月号）」

月刊誌「QDT（2020年2月号）」

月刊誌「歯科衛生士（2020年2月号）」

月刊誌「nico（2020年2月号）」進化する口腔内スキャナー完全ガイド 2020/2021
（モリタ商品コード：208040696）

別冊

生涯にわたる顎顔面の成長とインプラント治療
（モリタ商品コード：208040697）

別冊

進化する口腔内スキャナー完全ガイド 2020/2021
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