
2022

日本

〒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 

モバイルサイト
『歯学書.COM』
へはこちらから

関
連
書
籍

関
連
書
籍

7月の新刊書籍

　経験頼りの下顎埋伏智歯抜歯を見直しませんか？　本書では、下顎智歯とその周囲の
解剖にはじまり、下顎埋伏智歯抜歯の診断、合併症に関する知識、パノラマエックス線写
真やCBCT画像を用いた術前のリスク判定、切開線の設定、そしてこれらを総動員したケー
スプレゼンテーションまで、すべて科学的根拠に基づいて解説されています。下顎埋伏智歯
抜歯をより安全に、より確実に、そしてエビデンスという裏づけをもって行うために、必読の1冊。

あなたが行う下顎埋伏智歯抜歯に科学的根拠はありますか？
■岩永　譲／畠山一朗

伊原木聰一郎＝編著
■128頁
■A4判変型
■定価9,900円

（本体9,000円＋税10％）
■モリタ商品コード：208040857
■ISBN：978-4-7812-0886-2

［編集者からの一言］
下顎埋伏智歯抜歯に関する解剖学的知
識、エビデンス、そしてテクニックが豊富
な写真・イラストとともに学べます。これら
を理解すれば、患者さんへの説明も自信を
もって行えます。

ビジュアル歯科臨床解剖
基礎から応用まで
岩永　譲＝著
2020／4発行
定価11,000円

（本体10,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208040704

抜歯・小手術・顎関節症・
粘膜疾患の迷信と真実
湯浅秀道／安藤彰啓＝編著
宮下裕志／長尾　徹
大儀和彦＝著
2015／10発行
定価7,700円

（本体7,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208050684

抜歯テクニック
コンプリートガイド
安全にうまく抜歯するための
さまざまなアプローチ
坂下英明＝編著
近藤壽郎／濱田良樹
柴原孝彦／堀之内康文＝著
2015／3発行
定価13,200円

（本体12,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208050652
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1．無歯顎補綴の治療戦略
2．アレキサンダーディシプリン　非典型症例と難症例
3．科学的根拠に基づいた ビジュアル下顎埋伏智歯抜歯
4．歯科手術アシスタント マスターBOOK
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5．一般臨床家、口腔外科医のための口腔外科ハンドマニュアル’22
　口腔外科YEARBOOK別冊

　斯界の気鋭歯科医師によるザ・クインテッセンス誌好評連載をベースに書籍化。下顎位と
咬合採得の手法、デンチャースペースとコピーデンチャーの重要性、治療計画から初期治療、
総義歯およびインプラントオーバーデンチャー製作の実際、コンプリケーションとその対応、メ
インテナンスまでを網羅した新時代の成書となっている。大学で学んだ知識・技術だけでは
克服できない症例に対峙した時の臨床ヒントが満載の書！

総義歯とインプラントオーバーデンチャーが学べる無歯顎補綴の新成書

［編集者からの一言］
無歯顎補綴において総義歯とインプラント治
療は分けて考えられる傾向にあったように感
じますが、本書では両者を解説し、個々の
患者さんの多様なニーズに対し最適な治療
戦略を選択する重要性が述べられています。
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■吉松繁人／奥野幾久＝著
■184頁
■A4判変型
■定価13,200円

（本体12,000円＋税10％）
■モリタ商品コード：208040854
■ISBN：978-4-7812-0887-9
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インプラント
オーバーデンチャーの
臨床とエビデンスＱ＆Ａ
インプラントをしていて
よかったと思ってもらうために
前田芳信／和田誠大＝著
2017／3発行
定価 15,950円

（本体14,500円＋税10％）
モリタ商品コード
208050764

その補綴に根拠はあるか
冠・ブリッジ・義歯・
インプラントに対応
前田芳信／池邉一典＝著
2014／11発行
定価 11,000円

（本体10,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208050630

鈴木哲也の
よい義歯だめな義歯2
咬合採得と咬合調整で
失敗しないための
コンプリートデンチャー
4ステップ12ルール
鈴木哲也／古屋純一＝著
2021／7発行
定価 12,100円

（本体11,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208040788

無歯顎補綴の治療戦略
総義歯とインプラントを用いた難症例へのアプローチ

科学的根拠に基づいた ビジュアル下顎埋伏智歯抜歯
診断から実際の手技まで

　「20の原則」「長期安定性」に続く矯正歯科臨床シリーズ第3巻。本巻では開咬をはじめ、
成人、埋伏歯や、すでに他院で矯正治療を受けていたケースなどの難症例を取り上げてい
る。典型的な対処法では難しいケースに対して、抜歯や治療タイミングなどを変更して対応
していくテクニックとその限界を具体的に示し、長期にわたって患者の咬合と硬・軟組織に
安定を得る方法を提示している。

「20の原則」「長期安定性」に続く、アレキサンダーディシプリンの集大成2
■R.G.“Wick”Alexander＝著

アレキサンダー研究会＝監訳
■200頁
■A4判変型
■定価13,200円

（本体12,000円＋税10％）
■モリタ商品コード：208040855
■ISBN：978-4-7812-0876-3

［編集者からの一言］
「20の原則」「長期安定性」に続く、Dr. 
Alexanderの矯正臨床シリーズ第3巻。頻
度は少なくとも必ず遭遇する難症例や非典
型症例に対し、長く良好な安定性を維持す
るテクニックを示している。

アレキサンダー
ディシプリン 20の原則
R.G.“ Wick” Alexander＝著
浅井保彦／黒田康子＝監訳
加藤博重／小山勲男
堀内敦彦／正木史洋＝訳
2012／11発行
定価 15,400円

（本体14,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208050515

アレキサンダー
ディシプリン 長期安定性
R.G.“ Wick” Alexander＝著
浅井保彦／黒田康子＝監訳
香川正之／久島文和
佐藤英彦／髙木伸治＝訳
2013／9発行
定価 13,200円

（本体12,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208050561

別冊

臨床家のための矯正 
YEARBOOK 2021
成長期の叢生を考える
クインテッセンス出版＝編
2021／11発行
定価 6,600円

（本体 6,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208040811

アレキサンダーの矯正臨床シリーズ 第3巻
アレキサンダーディシプリン
非典型症例と難症例
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　どんな時にどうすれば、術者（ドクター）を“アシスト”できるのか？ 抜歯やインプラントといっ
た歯科の小手術におけるアシスタントのポイントを、歯科口腔外科でリーダーを務めてきたDH
が教えます。「ライトはいつ動かしたらいいの？」「どこを吸引すればいいの？」「新人さんに
はどう教えたらいい？」など、誰もが知りたかったことをステップごとに解説。こんなアシスタン
トをしてもらえたら、手術はうまくいきます！

「見たいところが見える」アシストはこうすれば叶う！

［編集者からの一言］
術者の望むところを先読みして動いてくれ
る、“うまいアシスト”を言語化したらこうなり
ました。ステップごとに示した“術者の気持
ち”も大好評。レベルアップにつながる要
点を、40ページにギュッとまとめました。

これでバッチリ！
インプラント治療の
アシスタントワーク

（上巻・中巻・下巻）
中山かおり／馬場　精
石川知弘＝著
2010／10発行
各巻：定価3,520円

（本体3,200円＋税10％）
モリタ商品コード
上巻 208050407
中巻 208050408
下巻 208050409

歯科衛生士・歯科助手 
おしごとハンドブック
岩田隆紀／水谷幸嗣
岩野義弘／松浦孝典＝編著
2022／3発行
定価3,630円

（本体3,300円＋税10％）
モリタ商品コード
208040832

インプラント術中アシスト
ベーシックテクニック
こんな歯科衛生士が
ほしかった！
中島　康＝監著
谷澤恵美／中尾友香
松浦美樹／康永友香＝著
丸橋理沙＝協力
2018／3発行
定価5,500円

（本体5,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208040104

　巻頭では、特集１として昨年に続き「新型コロナウイルス感染症」を取り上げ、総括と今後の
展望を解説。特集２では、低侵襲手術の普及等をふまえ「口腔外科における内視鏡手術」を
掲載した。「口腔外科ビジュアルセミナー」では、抜歯時偶発症の対処、小児外傷への対応、
インプラント治療時の人工骨、患者急変時の緊急対応、頬粘膜がん手術、周術期の栄養管理、
洗口液による感染予防等、現場に役立つ情報を網羅。最新情報満載の関係者必携の一冊！

激動の時代こそ己を磨く　最新の知識と技能を学べるアップデート版完成！

［編集者からの一言］
2022年版もCOVID-19関連の情報から、
基本的な手術手技、アドバンスなテクニッ
ク、口腔と全身の管理、最新のトピックス
まで、盛りだくさんの内容でお届けします。
ぜひご活用ください！

顎変形症治療の
基礎知識
特定非営利活動法人
日本顎変形症学会＝編
2022／5発行
定価7,590円

（本体6,900円＋税10％）
モリタ商品コード
208040843

別冊

骨増生術式の変遷と臨床応用
最新 骨補填材料＆
メンブレンYEARBOOK 
2021/2022
岩野義弘＝監著
2021／3発行
定価5,940円

（本体5,400円＋税10％）
モリタ商品コード
208040766

必ず上達 抜歯手技
増補新版
堀之内康文＝著
2022／6発行
定価13,200円

（本体12,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208040848

■日本口腔外科学会=編
桐田忠昭／鄭　漢忠／池邉哲郎
原田浩之／古郷幹彦＝編集委員
瀬戸晥一／野間弘康＝編集顧問

■240頁
■A4判変型
■定価7,260円

（本体6,600円＋税10％）
■モリタ商品コード：208040859
■ISBN：978-4-7812-0885-5

■岩渕　慧／今村栄作＝著
■40頁
■A4判変型
■定価2,420円

（本体2,200円＋税10％）
■モリタ商品コード：208040858
■ISBN：978-4-7812-0884-8
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歯科手術アシスタント マスターBOOK
（モリタ商品コード：208040858）

口腔外科YEARBOOK
一般臨床家、口腔外科医のための口腔外科ハンドマニュアル’22
（モリタ商品コード：208040859）

別冊

アレキサンダーディシプリン　非典型症例と難症例
（モリタ商品コード：208040855）

無歯顎補綴の治療戦略
（モリタ商品コード：208040854）

科学的根拠に基づいた ビジュアル下顎埋伏智歯抜歯
（モリタ商品コード：208040857）

月刊誌「ザ・クインテッセンス（2022年7月号）」

月刊誌「QDT（2022年7月号）」

月刊誌「歯科衛生士（2022年7月号）」

隔月刊誌「QDI（2022年4号）」

月刊誌「nico（2022年7月号）」

歯科衛生士ブックレット vol.5
ライティング・バキューム操作・圧排
歯科手術アシスタント マスターBOOK

別冊 口腔外科 YEARBOOK
一般臨床家、口腔外科医のための口腔外科ハンドマニュアル’22
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