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最新トピックから学ぶ！矯正歯科治療 書籍集
臨床家のための矯正 YEARBOOK 2018

伵合 YEARBOOK 2018/2019

成人の開伵を考える

伵合と矯正歯科治療

クインテッセンス出版 編

前田芳信 監著 古谷野 潔／山﨑長郎 編著

2018 年の特集は、治療の難易度が高いといわれ
る「成人の開伵」を３部構成でまとめた。【総論】
では成人の開伵の原因と治療法の概要を解説。
【第
I 部】では９スタディグループが成人の開伵症例
にアプローチした方法を提示。【第 II 部】では関
連企業の協力のもと、各社製品の特長や臨床例を
紹介。［国内学会抄録］では埋伏歯の診断と治療
の講演を誌上再掲。［海外論文］では矯正歯科医
が知っておくべき顎関節の考え方など臨床に役立
つ情報満載。

2015 年 に 初 刊 行 し、 好 評 を 得 た『 伵 合
YEARBOOK』の最新版。今回は「伵合と矯正歯
科治療」をテーマとし、総論として「矯正歯科治
療と伵合 Q&A―達成すべき適正な伵合は存在す
るのか？ それが長期に安定するといえるのか？
―」「顎関節治療との関連から矯正歯科治療と伵
合について考える」の 2 論文を収載。また、矯正
歯科医（２章）と一般歯科臨床医（３章）が症例
をもとに、伵合と矯正歯科治療との関係性および
治療連携上の要点を解説している。

A4 判 192 ページ 定価 本体 6,000 円（税別）
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GP・小児・矯正が共に考える 実践早期治療 早期治療
子どもの育ちをサポートするために

成長発育のエビデンスと治療戦略

関崎和夫／高橋喜見子／有田信一／里見 優 監著
菊地紗恵子／小石 剛／清水清恵／相馬美恵／田井規能 ほか 著

Aliakbar Bahreman 著 嶋 浩人／石谷徳人 訳

日本の小児う蝕は激減し、健全な永久歯列の完成
を目指す早期治療が注目をあびている。2018 年
診療報酬改定において、小児の「口腔機能発達不
全症」という新病名と診療報酬点数が新設された。
これらの治療のためには 0 歳からそして全身から
考える早期治療が不可欠である。本書は GP、小児、
矯正のスペシャリストが、子どもの健康な育ちを
サポートする早期治療のあるべき姿と進むべき道
を示した実践書であり、全歯科医師必読といえる。

広範かつ膨大な文献と著者の 40 年以上にわたる
臨床経験と大学教育に基づいた、歯科矯正におけ
る早期治療の大著が邦訳成る。小児患者の成長に
手を携えることで、のちの大掛かりな矯正歯科治
療を避けることができる早期治療のメリット、エ
ビデンス、治療戦略が数多くの症例とともに示さ
れている。議論中のトピックながら、今後の矯正
歯科治療の行く先に一石を投じる１冊と目されて
おり、矯正歯科治療に携わる者には必読の書。
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子どもたちの歯と歯列の成長を守る
メインテナンス術

筒井式フローチャートで症例の難易度がわかる

ゆるやかな指導で結果を出せる精度の高いリスク管理

筒井照子／筒井武男／田代孝久 著

スプリントに強くなろう！

須貝昭弘 著

小児のメインテナンスにおいて一番重要なのは “ 永
く通ってくれること ” だとし、患者ができない部
分は、歯科における精度の高いリスク管理でカバー
する「ゆるメンテ」を医院方針としている筆者。
保護者の期待に応え、子どもたちに楽しく通い続
けてもらうためにはどうすればいいのか ? う蝕
のない健全な歯列に導くための診査技術からコ
ミュニケーションまで、そのテクニックのすべて
を解説。明日からの臨床に活かせる実践書である。

スプリントは伵合治療のなかで基本治療とすべき
大事な手札である。加齢現象やよくない生活習慣
で崩壊していくサインを早めにみつけ、「診断用
スプリント」と「治療用スプリント」を使い分け
ていくことが重要である。本書は、症例の難易度
と使用すべきスプリントがわかるフローチャート
が各症例に掲載され、明日の臨床に役立つヒント
が満載。各種スプリントとその特徴、製作ステッ
プも詳説され、全歯科医師必読の書といえる。
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最新トピックから学ぶ！矯正歯科治療 書籍集
矯正歯科のための重要16 キーワード ベスト 320 論文

お母さんたちに伝えたい！ 歯並びの良い子に育てよう

世界のインパクトファクターを決めるトムソン・ロイター社が選出

―子どもの不正伵合予防のためのポイント―

小野卓史／小海 暁 監修 細道 純／石田雄之／臼見莉沙／沖原秀政／
上杉俊輔／池田侑平／今村俊博 著

井上裕子 著

トムソン・ロイターシリーズの既刊書同様、学術文献デー
タベース “Web of ScienceTM” から矯正歯科を手掛ける
一般開業医、矯正専門医ともに興味の強い矯正歯科の重
要キーワードを 16 選び、関連する高頻度引用論文を各
20 編、計 320 編掲載した。後半の分類および文献ペー
ジでは、歯根吸収や歯科矯正用アンカースクリュー、埋
伏歯の分類などの情報をビジュアル化。基礎とすべき知
識に手軽にアクセスできる。

近年、育児環境の変化の影響か歯並び・伵み合わせの悪
い子どもが増え、子どもの歯並びに対する世の中の関心
も高まっている。本書は矯正臨床歴約 40 年の著者が、
母親たちにぜひ伝えたい願いをまとめた啓蒙書。「幼小児
期の適切な対応で予防できる不正伵合があり、将来外科
的矯正治療などせずにすむ場合もあること、毎日の子育
てで心がけたい生活習慣のありかた」などをわかりやす
く解説した。待合室図書、患者説明用にも活用できる。
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プレオルソで治す 歯ならび＆口呼吸

新版 歯科矯正学事典

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

亀田 晃 監修・編集

「痛い」「通院が大変」「子どもが非協力的」など
とためらいつつも、親御さんが気になるのが歯
科矯正。しかし低年齢であればマウスピース型
矯正治療でそんなイメージを変えられるかも。
本書は、矯正装置の中でも痛みが少なく、簡便
に導入できる「プレオルソ装置」に特化したコ
ンサルテーションツール。多数の症例でその効
果をイメージできる。

従来の抜歯矯正治療による骨量の減少、過剰な吸収によ
るフェネストレーションやデヒィシェンス、ブラックト
ライアングルの招来、歯根吸収、歯肉退縮、老け顔など
矯正歯科治療の課題に関する研究や CBCT を用いた治療
の検証に関する 90 以上の項目と 200 点以上の図版を追
加し、医療としての矯正歯科治療、アンチエイジングを
考慮した矯正歯科治療、生体に優しい矯正歯科治療など
を行うために必要な知識を習得できるよう新編纂された。

A4 判変型 96 ページ 定価 本体 7,000 円（税別）
モリタ商品コード：208050755

A5 判 560 ページ 定価 本体 18,000 円（税別）
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生体にやさしい戦略的矯正歯科治療と
歯科矯正用アンカースクリューの応用

「無理しない」「無駄にしない」矯正歯科治療
13 の視点と実践例
GP・矯正歯科医のための指南書

Paik, Cheol-Ho ／本多正明／ Yun, Young-Hoon 監著

北園俊司 著
矯 正 歯 科 治 療 の バ イ オ メ カ ニ ク ス の 第 一 人 者、Paik,
Cheol-Ho 氏らによる本書は「生体にやさしい矯正歯科
治療」について、より効率的な装置の選択から歯科矯正
用アンカースクリューを用いた応用テクニックまで詳述。
SECTION I、II では NiTi ワイヤーを用いた治療期間の短
縮、III では治療が困難な臼歯圧下による垂直的コントロー
ルなどを、症例を挙げて解説。これから TAD を導入した
い臨床医に最適な書。

一般歯科医、歯周病専門医の視点も持ち合わせた矯正専
門医が、「無駄にしない」「無理 をしない」をコンセプト
に、どの年齢層の患者への治療においても突き詰めすぎ
ない、むやみに抜歯しない、しかし長期安定する点はゆ
るがせにしない矯正歯科治療について 13 の視点から解
説。この視点に基づき実践した治療も豊富に供覧してい
ます。現在の一般歯科医・矯正専門医の役割と協働につ
いて考えることができる１冊。

A4 判 288 ページ 定価 本体 16,000 円（税別）
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注

文

書

モリタ商品コード

モリタ商品コード

□ 臨床家のための矯正 YEARBOOK 2018

（208040149）

冊

□ 矯正歯科のための重要 16 キーワード ベスト 320 論文 （208050799）

冊

□ 伵合 YEARBOOK 2018/2019

（208040148）

冊

□ お母さんたちに伝えたい！ 歯並びの良い子に育てよう （208050772）

冊

□ GP・小児・矯正が共に考える 実践早期治療

（208040129）

冊

□ プレオルソで治す 歯ならび＆口呼吸

（208050755）

冊

□ 早期治療

（208050797）

冊

□ 新版

（208040093）

冊

□ 子どもたちの歯と歯列の成長を守るメインテナンス術

（208040131）

冊

□ 生体にやさしい戦略的矯正歯科治療と歯科矯正用アンカースクリューの応用（208050775）

冊

□ スプリントに強くなろう！

（208050792）

冊

□「無理しない」「無駄にしない」矯正歯科治療 13 の視点と実践例 （208050780）

冊

お名前
（〒

歯科矯正学事典

ご指定歯科商店

医院名
）

ご住所
TEL
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支店・営業所

営業部行

FAX：03-5800-7592

2018-09

※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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