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子どもたちの歯と口の健康のために！

小児 歯科関連書籍集
ゼロからわかる 小児う蝕予防の最前線 小児のエンド
病理組織像からみた診断と治療のヒント
吉田昊哲

編

花田信弘／藤原

卓／眞木吉信／奥

猛志

著

長坂信夫

著

月刊「歯科衛生士」で好評を博した連載が待望の
書籍化。
「細菌」
「糖（代用甘味料）「
」フッ化物」
「実践」
の 4 つの視点から、4 人の専門家が小児う蝕予防
に必要な最新知見を披歴。まるで講義を聴いてい
るかのような平易な解説で、無理なく ゼロから
予防理論を学ぶことができる。ミュータンスレン
サ球菌の生態にはステージがある！代用甘味料の
作用をパズルのピースに例えると？患者さんごと
のう蝕リスクに応じたステファンカーブの活用な
ど、保健指導に生かせる情報も多数。

乳歯の歯髄疾患について、診査・診断の概要、処
置の実際と治療経過、予後に至るまでを解説。著
者らが行ってきた治療の歴史を交えながら、随所
に病理組織学的所見を中心とした研究データを示
すことで、各種歯髄炎のメカニズムを解明し、適
切な診断・治療へと導く内容となっている。また、
幼若永久歯の歯髄処置についても言及し、治療の
ヒントと注意点を解説した。小児歯科専門医、一
般臨床医にも手に取ってもらいたい一冊。

A4 判 112 ページ 本体 6,500 円（税別）モリタ商品コード：208040109

B5 判 100 ページ 本体 6,000 円（税別）モリタ商品コード：208050745

お母さんたちに伝えたい！
歯並びの良い子に育てよう

プレオルソで治す 歯ならび＆口呼吸

―子どもの不正咬合予防のためのポイント―

大塚 淳 監著 田代芳之／大内仁守／林
牧野正志／岩田直晃／岡 真代 著

井上裕子

子どもにやさしいマウスピース型矯正装置
正樹

著
「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。治療効果や
導入手順など、患者さん向けの解説があ
る他、多数の症例でその効果をイメージ
できる。

近年、育児環境の変化の影響か歯並び・咬み合わ
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
きる不正咬合があり、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。
A4 判 76 ページ 本体 3,900 円（税別）モリタ商品コード：208050772

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

小児歯科・デンタルホーム
YEARBOOK 2016

世界最強の歯科保健指導 上巻
診療室から食育まで

今，あるべき小児歯科臨床を探る
飯田博子／池田安理佐／石谷徳人／伊藤

中

ほか

著

岡崎好秀

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。

5 つのパート（①保健指導㊙テクニック編、②診
療室編、③地域で話す編、④食育編、⑤タバコ編）
からなる本書では、子どものう蝕が少ない時代の
保健指導の知識、スキル、ネタ、教材を、マンガ
とイラストで楽しく学べる。「話すネタがない」
「食
育指導で何する ?」「メインテナンス率が低い」「子
どもの患者を増やしたい」などの課題を解消。著
者オリジナルのどこにもない話 & 従来とは違う指
導法で、患者や母親らに喜ばれること間違いなし !

A4 判変型 174 ページ 本体 5,800 円（税別）モリタ商品コード：208050711

A4 判 300 ページ 本体 12,000 円（税別）モリタ商品コード：208050785
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子どもたちの歯と口の健康のために！

小児歯科関連書籍集
ホームドクターによる

早期治療
成長発育のエビデンスと治療戦略

子どもたちを健全歯列に導くためのコツ

Aliakbar Bahreman 著 嶋 浩人／石谷徳人 訳

須貝昭弘 著

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。

子どもたちをう蝕のない健全な永久歯列に導くには、う
蝕予防を行いながら乳歯列期から混合歯列期を経て永久
歯列期になるまでの各ステージの 正常像 を知り、異常
にいち早く気づき対応することが大切である。本書では、
成長発育の過程を、規格性のある約 1,500 枚の口腔内写
真で紹介しながら、初期う蝕の診断や成長期の異常のみ
つけ方と対応のコツをわかりやすく解説。子どもたちを
みる機会の多いホームドクターの必読書である。

A4 判変型

A4 判変型

436 ページ

本体 28,000 円（税別）モリタ商品コード：208050797

小児歯科診療最前線！

240 ページ

本体 15,000 円（税別）モリタ商品コード：208050656

世代をつなぐ小児歯科

子どもを泣かせない 17 の裏ワザ

最新情報と子どもへの取り組み 45

下野 勉 監修 岡崎好秀 著

五十嵐清治／吉田昊哲 編

本書は、子どもの「泣き」を予防するワザがつまった実
践書である。泣きを予防できれば診療は楽になる。しか
し「泣いて暴れる子どもにどう対応すればよいの ?」「子
どもがチェアーに上がってくれない」など、泣く子ども
に悩まされている歯科医院は少なくない。いったん泣き
出せば、それを止めるのは至難の業。だからこそ泣く前
の対応が肝心である。長年の小児歯科臨床から編み出さ
れた、著者が太鼓判を押すノウハウ満載の 1 冊である。

小児歯科患者への取り組みに関して、コ・デンタルスタッ
フを含めた診療の実際、食育や健康支援、さらには各企
業の製品情報や学術トピックスに至るまで幅広く紹介し
ている。一人の患者さんといかに生涯を通じて関わりを
持つことができるか。これからの小児歯科医のあり方、
地域での役割、取り組みの実践例を満載した一般臨床医、
専門医必読の書。

A4 判

A4 判変型

140 ページ

本体 6,500 円（税別）モリタ商品コード：208050619

外傷歯の診断と治療 増補新版

192 ページ

本体 8,500 円（税別）モリタ商品コード：208050314

乳歯列期における外傷歯の診断と治療
第2版

シリーズ MI に基づく歯科臨床 vol.01
月星光博 著

木村光孝 監修
高木裕三／前田隆秀／田村康夫／香西克之 編集

11 か国で翻訳出版された『外傷歯の診断と治療』の増補
新版。外傷歯は感染のないあるいは少ない歯科疾患で、
その患者は低年齢層であることから、若年者ゆえの高い
生体治癒力を期待できる。つまり、できるだけ被せない・
抜髄しない・抜歯しない治療、minimal intervention（MI）
が必要で、また可能なのである。本書は「外傷歯」を 11
の症状に分類し、各々の症状を「分類と定義」「診査・診
断のポイント」「治療方針」「治療の流れ」などの項から、
多くの見やすい図版を交えて解説。

小児期に乳歯の外傷で来院した場合、患児およびその保
護者への対応、外傷歯の検査、診断、治療方針の決定な
どに関して確立されたものはなく、日常小児歯科臨床に
おいても戸惑うことが多い。本書はそれらのガイドとな
るべく、2005 年に初版が刊行され、多くの読者に好評を
博した。このたび第 2 版を企画するにあたり、基礎に立
脚した最新の知見を盛り込むことで、より内容の充実を
図り、外傷別に多くの症例を総覧できるよう配慮した。

A4 判変型

A4 判変型

244 ページ

本体 9,300 円（税別）モリタ商品コード：208050340

注

文

124 ページ

本体 5,500 円（税別）モリタ商品コード：208050562
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（〒

増補新版
第2版
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