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中島 康／柏井伸子／小川勝久 監修
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本誌は、2006 年より Quintessenz Verlag（ドイ
ツ）が発行している「the International Journal
of Esthetic Dentistry」の日本版。創刊３年目
を迎え、日本独自のコンテンツがますます充
実。日本が誇る著名臨床家陣が、世界を見
据えたテクニックとマテリアルで送り出す
審美症例の数々に目を奪われる。また、the
International Journal of Esthetic Dentistry からの
翻訳論文も見逃せない。本年も、審美修復
の最先端に触れたい読者必読のエステティッ
ク・ジャーナルが仕上がった。読者は、最先
端審美修復の目撃者となる。

パート 1 では、インプラント治療の術前、術
中、術直後、メインテナンスごとに、スタッ
フに必要な知識と対応法、注意点等を、パー
ト 2 〜 3 では、よく行われるインプラントの
術式および補綴処置の流れ、必要な器具器材、
介助時のポイント等を解説。写真を大きく多
用し、直感的にわかるよう示している。本別
冊は、大好評だった初版に、最新のエビデン
スやインプラント器具器材を網羅し、新版と
して刊行。
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矯正 YEAR BOOK 2016
永久歯列の上顎前突を極める
クインテッセンス出版

A4 判変型

岩田健男／山﨑長郎／和泉雄一

「The International Journal of Periodontics &
Restorative Dentistry」年刊第１号となる本書
では、Urbán による最新の骨造成テクニック
など、ペリオ、補綴、外科、インプラント、
新材料の各テーマで国内の臨床医がすぐに使
える有用な情報を海外論文誌「PRD」から選
りすぐり、PRD ならではの美しくグラフィ
カルなレイアウトとともにお届けする。最新
論文に加えてケースレポートでは、海外発の
テクニックを国内の患者に対してうまく活用
し、予後をより良くするための改善点やポイ
ントを国内臨床家が解説する。

今年の特集「永久歯列の上顎前突を極める」
は 3 部構成。
【第 I 部】では、10 のスタディ
グループが、永久歯列の上顎前突症例にアプ
ローチした方法や器具を解説。
【第 II 部】で
は、6 社の関連企業の協力のもと、各社製品
の特長や臨床例を紹介。
【第 III 部】は、上顎
前突治療の術後 27 年もの長期経過症例報告。
［国内学会抄録］では、2015 年の日本矯正歯
科学会大会で注目を集めた小野卓史氏の講演
を収録。海外論文の紹介、海外学会レポート
も収録。
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口腔外科 YEAR BOOK
一般臨床家、口腔外科医のための

日本口腔外科学会 編
栗田賢一／瀬戸晥一／木村博人／柴原孝彦／今井
山根源之／野間弘康／朝波惣一郎 編集委員
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日本デジタル歯科学会

監修

裕／福田仁一／
Digital Dentistry の最新潮流を 1 冊で把握でき
ると好評の「Digital Dentistry YEAR BOOK」
。
創刊 6 年目となる 2016 年の本号では、過去
最多の 25 社・30 システムを掲載。もはやモ
ノリシック修復が常識となってきた昨今の
Digital Dentistry 事情を、ハードウェア・ソフ
トウェアの双方から多角的に掲載。臨床報告
も多数掲載で、読者諸氏の日常臨床のヒント
としても役立つ。また、巻頭には恒例の総説
論文と海外論文を掲載。Digital Dentistry の今
がここにある！

巻頭特集では、
「歯科・口腔外科における再
建治療の可能性
（口腔がん＆インプラント）」
「口
腔顎顔面外傷の治療をどうするか」「脱タバコ
社会のための歯科医師の役割」「口腔外科医
の cadaver 実習の意義と今後の展望」の４題
を掲載。その他、ピエゾによる外科手術、BP
投与患者の外科治療、内視鏡下唾石摘出術な
ど、ベーシックからアドバンスに至る外科手技
や最新情報など、幅広いテーマを取り上げた。
歯科・口腔外科臨床に役立つ必携の１冊。
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2016 年 別冊・YEAR BOOK 最新のトピックを学ぶ
インプラント YEAR BOOK 2016

小児歯科・デンタルホーム
YEAR BOOK 2016

インプラント治療で生活習慣病を予防する
咀嚼機能回復後の食習慣改善と栄養指導が導く健康寿命
の延伸

今，あるべき小児歯科臨床を探る

クインテッセンス出版

飯田博子／池田安理佐／石谷徳人／伊藤

編
本書は、当シリーズ史上最多となるインプラ
ント販売企業 25 社の協力を得て、
「最新イン
プラントシステムの特長および臨床応用」を
紹介している。また本年度版では、
「インプ
ラント治療で生活習慣病を予防する」と題し、
咀嚼機能回復後の食習慣改善、栄養指導の有
意性について議論した特別座談会を掲載。歯
科医療従事者がインプラントを用いてより効
果的に患者の健康寿命を延伸するための具体
的な指標を示した。
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著

少子超高齢社会が進展する今、歯科医療は欠
損主体の時代から “ 患者の口腔の健康を生涯
守る時代 ” へと大きくシフトしている。そし
て、口腔の健康を生涯守るには、患者をその
ライフステージの早い段階から積極的に受け
入れ、口腔を主体とした健康管理に携わるこ
とが望ましいだろう。本別冊では、そのよう
な社会情勢と歯科臨床のパラダイムシフトを
鑑み、現代の小児歯科臨床に必要な情報を、
一般臨床家向けに発信する。
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インプラントの長期予後確立に向けた治療戦略 YEAR BOOK 2016
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
14th ミーティング抄録集

長期経過症例から学ぶ 炎症と力のコントロール

水上哲也 監修 牧草一人／小川洋一／勝山英明／鈴木健造／
林 美穂／日高豊彦／松井徳雄 編

ザ・クインテッセンス編集部

10 年から 30 年近い長期経過症例を 17 名の
著名臨床家が披露。かつてこれだけの長期経
過症例を網羅した雑誌、書籍があったであろ
うか？ ペリオやエンドのケース（おもに
炎症のコントロール）と、欠損補綴・修復の
ケース（おもに力のコントロール）部門の
２部構成で、その経過のときどきの試行錯
誤がつぶさに報告されており、若手臨床家に
とっては治療指南の書として永久保存版的な
YEARBOOK になること間違いなし。

2015 年７月に開催された OJ 年次ミーティン
グの抄録集。今回は、インプラント治療の信
頼性・必然性をテーマに、日本を代表する臨
床医が長期症例や最新テクノロジーを紹介し
た２つのシンポジウムを掲載。また、気鋭の
歯科医師による会員発表６編、正会員コンテ
スト４編も収録した。さらに、Dr. Jason M.
Yamada（ロマリンダ大学大学院臨床准教授）
の特別講演レポートも併載。現在のインプラ
ント治療の重要トピックを集約した一冊であ
る。
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