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8月の新刊書籍

　日々 の歯科臨床で歯科医師は口腔内を必ず診ている。そして、その視点を少し変えるこ
とで、歯科医師は睡眠時無呼吸の歯科的治療に携わることができ、患者の全身の健康や
QOLの向上にも貢献できる。本書は、そんな睡眠時無呼吸の歯科的治療（口腔内装置治
療）を徹底解説。睡眠時無呼吸患者のスクリーニングから検査、診断、治療計画と口腔内
装置製作の実際、メインテナンス（調整）まで、そのすべてが学べる。

睡眠時無呼吸に対する歯科的治療（口腔内装置治療）の入門書にして決定版！1
■宮地　舞＝著
■192頁
■A4判変型
■定価12,100円

（本体11,000円＋税10％）
■モリタ商品コード：208040871
■ISBN：978-4-7812-0889-3

［編集者からの一言］
本書の編集に携わり、睡眠時無呼吸の歯
科的治療は歯科医療の中で数少ない、「患
者の命を救える」可能性がある尊いものだ
と実感。 本書をきっかけに、その治療に
携わる歯科医師が増えてほしいと、心から
願っています。

 ナイトガード
 睡眠時無呼吸・いびき防止装置
 オクルーザルアプライアンス
 （顎関節用治療装置）

 外傷予防用マウスガード
 アライナー型矯正装置
 舌接触補助床 （PAP）

 ブリーチング（漂白）用トレー
 ３ＤＳトレー（デンタルドラッグデリバリーシステム）

 モイスチャートレー （保湿用マウスピース）

 栓塞子
 止血シーネ
 インプラント治療用テンプレート
ほか多数

ISBN 睡眠時無呼吸・いびき防止装置、オクルーザルアプライアンス、
マウスガードなど、おもなＯＡの基礎・製作・説明がわかる！
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鈴木 浩司
［編著］

小見山 道
［監修］

睡眠時無呼吸・いびき防止装
置、オクルーザルアプライアンス、
マウスガードなど、おもなOA
の基礎・製作・説明がわかる！
臨床のためのオーラル
アプライアンスガイドブック
小見山　道＝監修
鈴木浩司＝編著
2020／1発行
定価7,700円

（本体7,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208040689

歯科医師のための
睡眠医学
その実践的概要
Gilles J. Lavigne
Peter A. Cistulli
Michael T. Smith＝編集
古谷野　潔＝監訳
2010／12発行
定価7,150円

（本体6,500円＋税10％）
モリタ商品コード
208050417

別冊

TMD YEARBOOK 
2019 / 2020
顎関節症の三大症状，その検査・
診断・治療をやさしく教えます
古谷野　潔／小見山　道
馬場一美／矢谷博文
和嶋浩一＝編集委員
2019／10発行
定価7,040円

（本体6,400円＋税10％）
モリタ商品コード
208040671

　日本の歯科界における感染対策問題に一石を投じた『決定版　歯科医院のための感染
対策』の発刊から4年、待望のマニュアルがついに登場！毎朝診療が始まる前から、1日の
診療が終わるまでのルーティンワークについて、ヨーロッパだけでなく、今や世界基準となり
つつあるRKIガイドラインに基づいて解説。一つひとつの工程が膨大な写真とともに見られる
ため、やるべきこと、やってはいけないこと、やる必要がないことがわかります。

歯科医院のための感染対策のルーティンワークが写真でわかる2
■中村健太郎＝監著

伊藤磨樹／伊藤　彩＝著
■136頁
■A4判
■定価7,700円

（本体7,000円＋税10％）
■モリタ商品コード：208040875
■ISBN：978-4-7812-0893-0

［編集者からの一言］
写真の点数は『決定版』から200点以上増
の約600点を掲載。コロナ禍を経験した今こ
そ、患者さんはもちろん、自分の安全を守る
感染対策をスタッフは求めています。本書を
読んで、医院全員で取り組んでみませんか？

決定版　
歯科医院のための
感染対策
ヨーロッパ基準の
インフェクションコントロール
中村健太郎＝監著
山本司将／伊藤磨樹
山本美由紀＝著
2018／9発行
定価7,480円

（本体6,800円＋税10％）
モリタ商品コード
208040139

中村健太郎の
補綴即解シリーズ02
咬合の岳（やま）をゆく！
高くて険しい咬合を
登頂するための道標
中村健太郎＝著
2022／5発行
定価13,200円

（本体12,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208040842

中村健太郎の
補綴即解シリーズ01
咬合の謎を解く！
なぜ、咬合は見た目で
診断できないのか？
中村健太郎＝著
2017／12発行
定価15,400円

（本体14,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208040086

［編集者からの一言］
設問自体、当てはまらないものを探したり、
縫合の手順を一筆書きしたり、いずれも書き
込み形式のドリルなので、記憶の強化につ
ながります。また、解答欄は設問ごとに丁寧
な解説つきで、設問内容をより深く学べます。
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■荒井昌海／岡田素平太

中田光太郎＝監著
甘利佳之／安斉昌照
佐藤優樹＝著

■176頁
■A4判
■定価7,700円

（本体7,000円＋税10％）
■モリタ商品コード：208040876
■ISBN：978-4-7812-0890-9

考える力・解く力が身につく書き込み式臨床ドリル

　卒後1年目から5年目のみなさん、ペリオやインプラントの問題、自信をもって答えられます
か？　「何となく解いたら正解した」では力がつかない。問題をきちんと理解し、答えられて
こそ実力となる。本書では設問と解答の間に「ヒント」欄を設け、“考える”ことでより理解を深
め、明日からの臨床に役立つ構成になっている。また、なかなか理解しづらい垂直懸垂縫合、
垂直マットレス縫合、連続ロック縫合の基本手技が動画でも学べて一石二鳥。

切る　縫う　結ぶ
ビジュアルで学ぶ
歯周外科手術の原点
中田光太郎＝著
2020／2発行
定価6,600円

（本体6,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208040693

21世紀版
インプラントのための
重要12キーワード
ベスト240論文
世界のインパクトファクターを決める
Web of Science 2001年以降から選出
一般社団法人日本インプラント
臨床研究会＝編
2019/7発行
定価8,250円

（本体7,500円＋税10％）
モリタ商品コード
208040655

下野先生に
聞いてみた 1
ペリオ・インプラントの
疑問に答える，指針がわかる
下野正基＝著
2017／12発行
定価5,280円

（本体4,800円＋税10％）
モリタ商品コード
208040088

ITI Treatment Guide Volume 12

別冊

PRD YEARBOOK 2022

開業医のための歯科訪問診療算定ガイド 2022年改定対応版
ドクター関野のエビデンス・アカデミア
“考えて解くのが楽しくなる”臨床ドリル
歯科医院のための感染対策マニュアル
歯科医師のための睡眠時無呼吸治療

歯科医師のための睡眠時無呼吸治療
その基礎知識と口腔内装置治療の実践

“考えて解くのが楽しくなる”臨床ドリル
ペリオ＆インプラント 50問

歯科医院のための感染対策マニュアル
RKIガイドラインに基づいたルーティンワーク
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［編集者からの一言］
インプラント治療では軟組織が硬組織同様
に重要視される。インプラント部位の健康を
長期に維持し、また審美的要求にも今どの
ように応じていけばよいかが、最新のエビデ
ンスに基づき多数の症例で提示されている。

第5回　ITIコンセンサス会議議事録
文献レビューから得た現代インプラント治療指針と
インプラント周囲炎の予防・管理
Stephen T. Chen／David L. Cochran
Daniel Buser＝著
勝山英明／黒江敏史／塩田　真／船越栄次＝監訳
2015／6発行
定価6,600円（本体6,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208050668

別冊
PRD YEARBOOK 2021
軟組織の採取と移植
岩田健男／山﨑長郎
和泉雄一＝主席編集
2021／8発行
定価7,480円（本体6,800円＋税10％）
モリタ商品コード
208040794

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）
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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13,200円（本体12,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208040688

インプラントに携わる臨床家のためのトリートメントガイドシリーズVol. 12は、インプラント周囲軟組織の調和とマネージメントがテーマで
ある。インプラント治療において、周囲軟組織は骨と口腔内とを隔てる生物学的封鎖の役割を果たすとともに、審美性の長期安定に
おいても不可欠な要素である。インプラント埋入前からサポーティブケアまで、生物学的、審美的合併症のリスクを抑えながら軟組織
の問題にどのように対応していくかが、増生タイミングや使用マテリアル、角化粘膜に関する最新のエビデンスとともに提示されている。

長期性・審美性を両得するための軟組織マネージメントの最新エビデンス
■N. Donos／S. Barter

N. Wismeijer＝編
勝山英明／豊嶋健史
船越栄次＝監訳

■224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：208040879

ITI Treatment Guide Volume 12
インプラント周囲軟組織の調和とマネージメント

よくあるケースでイチからわかる！
開業医のための歯科訪問診療算定ガイド 2022年改定対応版
依頼があっても困らない 保険の知識と請求例

［編集者からの一言］
長年にわたって通い続けてくれた患者さんが来
院困難となったときに、訪問診療で対応してあ
げたい・・・そのようなときに「できることから」「で
きる範囲で」取り組むうえで知っておきたい歯
科訪問診療の算定に関する情報が満載です。

困ったぞ！こうなりたくない！
トラブル事例に学ぶ歯科訪問診療
浅野倉栄／足立　進／片山繁樹
柴垣博一／高田晴彦／中島　丘
宮本智行＝著
2019／5発行
定価5,280円（本体4,800円＋税10％）
モリタ商品コード
208040281

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

歯科保険請求2022
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
2022／4発行
定価11,000円（本体10,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208040065

2022年4月の診療報酬改定に対応した改訂新版。主に一般開業医に向けて、義歯の調整・修理等のよくあるケー
スを中心に、歯科訪問診療の基本的な算定についてやさしく解説するコンセプトはそのままに、今改定の知っておき
たいポイントや、口腔細菌定量検査、在宅総合医療管理加算、通信画像情報活用加算等の新規事例を巻頭収
載した。来院できなくなった患者の訪問診療を頼まれる機会が増える中、依頼を受けた際に役立つ、医院必携の一冊。

令和4年度改定の新版完成！　歯科訪問診療の算定はこの1冊でバッチリ対応
■湯島保険診療研究会訪問部会＝編

大泉　誠／小澤健一
戸原　玄／増田一郎
森末裕行／渡辺　泉＝編集委員

■112頁
■A4判
■定価4,290円

（本体3,900円＋税10％）
■モリタ商品コード：208040860
■ISBN：978-4-7812-0892-3
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［編集者からの一言］
「メインテナンスの重要性」編では、論文の
結果を踏まえた患者指導のポイントも解説。

「口腔と全身疾患との関係」編では、転換点
となった論文を年表で整理しており、これま
での考えかたの変遷が一目でわかります。

歯周病学の迷信と真実
その論文の解釈は正しいか？
関野　愉／小牧令二＝著
2012／11発行
定価6,160円（本体5,600円＋税10％）
モリタ商品コード
208050516

歯科衛生士のための
臨床歯周病学の
エビデンス活用BOOK
あなたは論文の結果を
鵜呑みにしていませんか？
関野　愉＝著
2017／3発行
定価4,620円（本体4,200円＋税10％）
モリタ商品コード
208050767

このまま使える　Dr.もDHも！
歯科医院で患者さんにしっかり説明できる本
患者教育に重要なトピック14
朝波惣一郎／伊藤加代子／井上　誠／北迫勇一／倉治ななえ
児玉実穂／小牧令二／品田佳世子／下野正基／代田あづさ
杉田典子／須崎　明／関野　愉／高木景子／高橋　治
高橋未哉子／浪越建男／柳井智恵／吉江弘正＝著
2017／10発行
定価7,590円（本体6,900円＋税10％）
モリタ商品コード
208050800

　関野　愉氏が国内外の重要論文から、患者説明に役立つ論文を厳選してその解釈の仕方、情報の
取捨選択の仕方を解説する。パート1では「メインテナンスの重要性」を伝える14編、パート2では「口腔と全
身疾患との関係」を伝える18編をピックアップ。「プロービング検査」や「定期メインテナンス」が重要な理由、

「口腔と糖尿病」「口腔と心疾患」「歯周病とCOVID-19の重症化」の関係などについて、自信をもって説明
できるようになれる1冊。これまでの主要論文の考えかたの変遷をまとめた年表も付属している。

患者指導に根拠と説得力を。関野先生の最新エビデンス本！
■関野　愉＝著
■112頁
■A4判変型
■定価5,940円

（本体5,400円＋税10％）
■モリタ商品コード：208040877
■ISBN：978-4-7812-0891-6

ドクター関野のエビデンス・アカデミア
メインテナンスの重要性＆口腔×全身疾患の関係の伝えかた

6

［編集者からの一言］
歯科治療の新しいトレンドの最先端情
報を提供してきた「PRD」の最新作！　
多くの編集委員の先生方が膨大な時間
を割いて収載した査読付き学術誌PRD
を今年もご堪能ください。

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9,900円（本体9,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208040146

別冊
PRD YEARBOOK 2021
軟組織の採取と移植
岩田健男／山﨑長郎
和泉雄一＝主席編集
2021／8発行
定価7,480円（本体6,800円＋税10％）
モリタ商品コード
208040794

別冊
最新 骨補填材料＆メンブレン
YEARBOOK 2021/2022
骨増生術式の変遷と臨床応用
岩野義弘＝監著
石川知弘／片山　昇／成瀬啓一／藤田温志
三浦桂一郎／水口稔之／皆川　仁＝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

2021年英語版PRDに掲載された論文の中から、13名の著名編集委員が精査した「ペリオ」「補綴」「外科」「インプ
ラント」「新材料・テクニック」分野の注目10論文を全文翻訳掲載。今年のPRDはCortellini、Fradeani、Urban、
Tarnowら、歯科界オールスターが勢ぞろい！　さらに日本版ページでは「世界最新テクニック＆マテリアル」と題し、
今注目の歯周組織再生療法およびインプラント治療における生物学的製剤の文献的・臨床的評価を特集した。

Cortellini、Fradeani、Urban、Tarnowら、歯科界オールスターが勢ぞろい！
■岩田健男／山﨑長郎

和泉雄一＝主席編集
■200頁
■A4判変型
■定価7,480円

（本体6,800円＋税10％）
■モリタ商品コード：208040878
■ISBN：978-4-7812-0894-7

別冊

PRD YEARBOOK 2022
歯周組織再生療法と硬・軟組織増生
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