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伵合補綴治療前 に 必 ず 読 みたい 1 冊
新版 臨床伵合補綴治療

さわる伵合，さわらない伵合

その鑑別診断と治療計画
今井俊広／今井真弓

今井俊広／今井真弓

著

著

補綴治療を行う上で必要になる鑑別診断・診査項
目について、日常臨床で活用できる情報がふんだ
んに盛り込まれている。とくに伵合治療について
は、顎関節の診断の仕方、適切なガイダンスや伵
合高径の見極め方、各種診断方法の妥当性など臨
床に直結する情報が、10 〜 20 年以上にわたる長
期症例とともに簡潔に解説されている。補綴治療
前には必ず読みたい 1 冊。時代にともない、閉塞
性睡眠時無呼吸症候群への対応も新たに網羅。

2009 年の『臨床伵合補綴治療』では修復治療をす
るならば、どのような配慮が必要かを示した。「さ
わる」
（伵合治療・修復治療をする）ならば、である。
しかし臨床では「さわらない」（伵合治療まです
べきではない）こともある。さわらないで問題が
解決するならば、生体への侵襲も少なく、メリッ
トも多い。だが、さわらないことだけがよいとは
限らない。では、どんなときに伵合をさわるのか？
さわらないのか？ どの程度さわるべきか？

A4 判 324 ページ 本体 17,000 円（税別）
モリタ商品コード：208040117

A4 判変型 96 ページ 本体 5,600 円（税別）
モリタ商品コード：208050532

中村健太郎の補綴即解シリーズ 01

伵合挙上をうまくなりたい

伵合の謎を解く！

どうする？ 伵合高径・伵合平面・伵合崩壊症例

なぜ、伵合は見た目で診断できないのか？

五十嵐順正／増田裕次

中村健太郎

著

著
「伵合高径」はどう決めるのか？ 「伵合挙上」は
どう行えば最短ルートで患者の満足を得られるの
か？ どれくらい経過観察すればよいのか？ 本
来の伵合高径・伵合平面が失われた伵合崩壊症例
の治療について、歯科補綴学の立場から検討を加
えて指針を示し、臨床の疑問については口腔生理
学の立場から根拠を示した。クラウン、クラウン
ブリッジ、クラスプ床義歯、テレスコープ義歯、
インプラントブリッジなどの多くの治療症例を提
示。

伵合学、咀嚼学を探求しながら、多くの開業歯科
医に講義を行う著者がたどりついた答えは、
「目に
は見えない、そして難解な伵合こそ、検査と診断
をしなければならない」という点であった。伵合
に検査と診断が必要な理由と実践方法について、
臨床ケースとエビデンスをもとに、多くのイラス
トを用いて「伵合と咀嚼の謎解き」に挑戦した新
しいタイプの書。

A4 判変型 108 ページ 本体 6,800 円（税別）
モリタ商品コード：208050771

A4 判 216 ページ 本体 14,000 円（税別）
モリタ商品コード：208040086

伵合治療 失敗回避のためのポイント 38

伵合のサイエンスとアート

なぜ伵み合わないのか、なぜ破折するのか
普光江

洋

監著

武井順治／清水真一郎

Martin Gross

著

著

古谷野

潔

監訳

伵合治療は伵合異常の要因の特定はもちろん、補
綴、ペリオ、エンド、矯正、インプラントなど「歯
科医師の総合力が求められる」治療である。その
ため一口腔単位の伵合治療に対するアプローチに
悩んでいる歯科医師も多い。本書では、近年の伵
合病の概念や基礎用語の解説、治療立案に必要な
診査項目などの解説に加え、伵合再構成などの症
例を展開する。伵合治療の知識・診断・治療の要
点を 38 のポイントにまとめた 1 冊である。

およそ歯科伵合学のすべてがサイエンスベース
で、また臨床ベースでも解説された他に類を見な
い大著。前半は伵合にまつわる進化論、比較解剖、
成長発達、神経筋の生 理、口腔顔面痛、咀嚼・嚥
下、パラファンクション、顎関節症、荷重バイオ
メカニズムの基礎を詳説。後半部は、インプラン
ト、伵合器、治療計画、不正伵合、審美修復、歯
周病罹患 歯、トゥースウェア、ブラキシズム、顎
関節症と伵合との関連を臨床的視座から解説。

A4 判変型 216 ページ 本体 13,000 円（税別）
モリタ商品コード：208050698

B4 判変型 536 ページ 本体 38,000 円（税別）
モリタ商品コード：208050729
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伵合補綴治療前 に 必 ず 読 みたい 1 冊
補綴治療に必要な伵合の基礎知識

見る目が変わる！
「欠損歯列」の読み方，「欠損補綴」の設計

迷ったら原点に戻ろう

本多正明／宮地建夫／伊藤雄策／武田孝之 編著

田村勝美／田村英之 著
本書は顎口腔系の機能と伵合との関連の説明から始まり、
伵合学の歴史的考察、下顎位の説明と多種の伵合採得法、
下顎運動の解説と顆路計測法および伵合器の調節法、技
工の立場から見た理想伵合、伵合調整法、スプリントに
付与する伵合様式、伵合器上（技工作業時）での臼歯の
機能的伵合面のつくり方、前歯のアンテリア・ガイダン
スの付与法など、歯科医師と歯科技工士には魅力満載の
内容が盛り込まれている。

補綴治療の目標は欠損の拡大防止にあり、それには「欠
損歯列」＝欠損の病態に対する診断と、「欠損補綴」＝設
計が必要である。両者の関係は家を建てる土地の条件と
家屋の設計にたとえられる。「条件と設計」が一致してこ
そ長期予後、欠損の拡大を防ぐのが可能となる。しかし
ながら、従来両者は個別に語られ、総合的にまとめられ
ることがなかった。本書を読む前と後では、欠損歯列と
その欠損補綴を見る目が変わる！

A4 判変型 140 ページ 本体 9,000 円（税別）
モリタ商品コード：208050654

A4 判変型 272 ページ 本体 16,000 円（税別）
モリタ商品コード：208050528

「補綴力」を高める

臨床研修医＆若手歯科医師のための

今日から活かせるインテリジェンスとテクニック

補綴臨床はじめの一歩

山影俊一 著

塩沢育己 著
欠損が生じた口腔内のリハビリテーション手段として欠
かせない補綴治療。そこには適切な診査・診断、そして
治療計画立案に必要なインテリジェンスと、繊細かつ確
実なテクニックの共存が求められます。本書は、その両
者を高めるノウハウ、そして臨床現場で実践するにあたっ
ての勘所を、豊富な写真と平易な解説であますところな
く解説。あなたの「補綴力」を高める、ビギナーもベテ
ランも納得の臨床力向上テキストブックの誕生です。

東京医科歯科大学の名物講義と高く評価された著者の講
義板書ノートから、臨床研修医や若手歯科医師の補綴臨
床において技術的に問題が生じやすい項目を抜き出し解
説した臨床指南書。印象採得から義歯修理まで補綴臨床
に欠かせない基本をステップで解説するほか、支台歯形
成や伵合調整などについては到達ゴールを明確に示すな
ど、初学者のニーズに応えることができる 1 冊となって
いる。

A4 判 248 ページ 本体 11,000 円（税別）
モリタ商品コード：208050547

A5 判 144 ページ 本体 4,800 円（税別）
モリタ商品コード：208050663

TMD・伵合のための重要 12 キーワード
ベスト 240 論文

補綴・デジタルデンティストリーのための
重要 10 キーワード ベスト 200 論文

古谷野 潔／築山能大／桑鶴利香 監修
山﨑 陽／辻 希美／大木郷資／松本嘉子 著

木本克彦／星 憲幸／丸尾勝一郞／林 幸男 著

世界のインパクトファクターを発案するあのトムソン・
ロイター社が、TMD・伵合における 12 の重要分野ごとに
被引用件数の多い上位 20 論文を選出。選出された 240 論
文を掲載するとともに、各分野に関連した、世界的に多
くの講演や論文に引用される、TMD・伵合に欠かすこと
のできない表や図を紹介。どこかの講演会で見た、ある
いは以前に雑誌などで読んだことがあるがどうしても思
い出せなかったものを再発見するのにも最適な書である。

本書は、補綴をメインテーマに据えつつ、とくに進展著
しいデジタルデンティストリーや、それによって製作さ
れたジルコニアセラミックをはじめとする新材料の取り
扱いに関する内容に特化。最近の日常臨床に対するヒン
トを提供することはもちろん、講演の聴講やその準備、
そして論文の読解・執筆にも役立つ 1 冊。

A4 判変型 168 ページ 本体 8,000 円（税別）
モリタ商品コード：208050730

A4 判変型 144 ページ 本体 7,000 円（税別）
モリタ商品コード：208050699
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（208050654）
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支店・営業所

営業部行

FAX：03-5800-7592
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※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 600 円（税別）を頂き、代金引換宅急便でお送り致します。
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