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6月の新刊書籍

　歯周再生療法には科学的根拠に基づく治療の「テクニック」と「ストラテジー」が必要であ
る。本書では10年以上の歯周再生療法の長期症例を中心に、多くの臨床写真・イラストを
用いて詳細に解説を記し、その「成功の要因」「失敗の原因」などについて考察、現時点で
どの治療法がもっとも「予知性の高い歯周再生療法」か検討した。その精細なテクニックは
もちろん、術前・術後の管理、術後併発症への対応についても余すところなく解説。

その歯は本当にホープレスか、問い直すことになる

［編集者からの一言］
2005年刊のベストセラー『再生歯科のテク
ニックとサイエンス』の著者らが、歯周再生
療法を成功させる技法・材料・適応を最新
知見から検証。そのテクニックを超拡大写
真とイラストでSTEPごとに超詳細に解説！
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■宮本泰和／尾野　誠＝著
■440頁
■A4判
■定価　本体30,000円（税別）
■モリタ商品コード：208040713
■ISBN：978-4-7812-0751-3

再生歯科の
テクニックとサイエンス
歯周・審美・インプラント
吉江弘正／宮本泰和＝編著
2005／11発行
定価　本体13,000円（税別）
モリタ商品コード
208050118

コンセプトをもった
予知性の高い
歯周外科処置
改訂第2版
小野善弘／宮本泰和
浦野　智／松井徳雄
佐々木　猛＝著
2013／1発行
定価　本体19,600円（税別）
モリタ商品コード
208050526

エビデンスに基づいた
ペリオドンタル
プラスティックサージェリー
イラストで見る
拡大視野での臨床テクニック
中田光太郎／木林博之＝監著
岡田素平太／奥野幾久／小田師巳
尾野　誠／園山　亘／都築優治
山羽　徹＝著
2016／12発行
定価　本体18,000円（税別）
モリタ商品コード
208050742

　患者さんから「歯を白く、キレイにしたい！」と言われるのに、ホワイトニングのやり方がわか
らない。“ホーム”“オフィス”“デュアル”のうち、どの方法を患者さんに勧めたらいいのか判断
がつかない。さらにホワイトニング関連薬剤や機器の特徴もわからない…といったホワイトニン
グ初心者のための解説書。さらに、近年、患者さんから要望が強い歯肉を本来の健康的
な色調に取り戻す“ガムピーリング”についても取り上げている。

白くなる歯・ならない歯、歯肉の色を取り戻すガムピーリングも丸わかり！
■新井聖範／中島航輝／長尾龍典＝著

五十嵐　一／池田　寛／石井宏明／岩城正明
越前谷澄典／大槻克彦／落合久彦／小野瀬弘記
庄野太一郎／鈴木仙一／長谷川　孝／林　昭利
村松弘康／森本太一朗／脇田雅文＝執筆協力

■56頁
■B5判
■定価　本体3,600円（税別）
■モリタ商品コード：208040715
■ISBN：978-4-7812-0749-0

［編集者からの一言］
ホワイトニングといえば、ホーム、オフィス、
デュアルが一般的だが、患者の需要が高
まりつつある歯肉のホワイトニング、いわゆ
るガムピーリングも盛り込み、今のトレンド
に即した内容になっている。

ホワイトニング
コンサルテーション
─�患者啓発用ガイドブック＆�
コンサルティング・�
マニュアルブック─
飯田吉郎／田嶋美樹＝著
2006／9発行
定価　本体10,000円（税別）
モリタ商品コード
208050167

ホワイトニングに
強くなる本
久光　久＝監修
東光照夫／古川匡恵＝著
2011／8発行
定価　本体5,000円（税別）
モリタ商品コード
208050452

ホワイトニング＆
プリベンション
「白い歯」からはじまる
カリエスフリー時代の
臨床アドバイス10
椿　智之＝著
2011／10発行
定価　本体3,800円（税別）
モリタ商品コード
208050463
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まずはこの1冊から！　はじめてのホワイトニング

歯周再生療法を成功させるテクニックとストラテジー
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　超高齢社会の日本では、これまで通院していた患者さんが将来ほぼすべて通院不可能に
なると考えられます。そんなとき、「よかったらお家に行きますよ」と言って訪問診療に切り替
えられたら、患者さんはどんなに安心することでしょう。本書は、これから在宅訪問診療をは
じめる歯科衛生士向けに、訪問診療の制度・お作法から専門的口腔ケアの勘所・介護者
への口腔ケア指導まで、在宅訪問で口腔衛生管理を行うためのすべてをお教えします。

はじめて在宅訪問診療へ出かける前に読んでおきたい1冊！2
■菊谷　武＝監修

有友たかね／十時久子／角田愛美
村田　碧／川﨑恵美／高島良代
藤元流八郎／伊藤信子／ペラルタ京子
齊藤　智／伊藤房恵／尾関麻衣子
補永博之／谷口弥生＝著

■128頁
■A4判変型
■定価　本体5,200円（税別）
■モリタ商品コード：208040714
■ISBN：978-4-7812-0750-6

［編集者からの一言］
「訪問に行くことになったがまず何をすればよ
いかわからない」「行きたい気持ちはあって
も最初の一歩が踏み出せない」「すでに行っ
ているけど手探り状態で自信がない」といっ
た訪問初心者向けにわかりやすく解説！

訪問歯科診療
プランニングの極意
─�エキスパートたちの実例で
みる、摂食嚥下をめぐる
諸問題解決の糸口─

飯田良平＝監著
飯田貴俊／田村文誉／戸原　雄
野本たかと／原　豪志／町田麗子
横山雄士／渡部　守＝著
2019／11発行
定価　本体5,000円（税別）
モリタ商品コード
208040676

食べる力を失わせない
高齢者にかかわる人のための
食支援ハンドブック
長谷剛志＝著
2019／8発行
定価　本体3,500円（税別）
モリタ商品コード
208040661

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　本体4,800円（税別）
モリタ商品コード
208040281

集まれ！ 訪問歯科衛生士ビギナーズ
在宅口腔衛生管理スタートブック
訪問依頼への対応から日常的口腔ケアの指導まで

1．歯周再生療法を成功させるテクニックとストラテジー
2．集まれ！ 訪問歯科衛生士ビギナーズ　在宅口腔衛生管理スタートブック
3．まずはこの1冊から！　はじめてのホワイトニング

5．歯科衛生士国試対策集　2021年対応
4．歯内療法のパラダイムシフト

別冊
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　三種の神器の登場（マイクロスコープ、コーンビームCT、Ni-Tiファイル）とMTAの開発に
より、ここ10年で歯内療法の考え方自体が様変わりしているなかで、歯内療法にもパラダイ
ムシフトが起こっている。そのパラダイムシフトの概要を分野別に画像診断から外科的歯内
療法までの16編に分けて解説。さらに著名著者陣の勧めるMATERIALから現在の歯内
療法のトピックスを探ることができる1冊。

歯内療法の最新トピックスと著者陣の勧めるMATERIAL

［編集者からの一言］
監著者の北村和夫先生を筆頭に、歯内療
法領域の著名な、そして豪華な著者陣でお
贈りする1冊。あの先生が、このMATERIAL
を使って、こうやって治療しているというのが
一目瞭然。明日の臨床に役立つ情報が満載。

歯内療法成功のための
コーンビームCT活用術
Cone�Beam�Computed�
Tomography�in�Endodontics
Shanon�Patel／Simon�Harvey
Hagay�Shemesh
Conor�Durack＝編著
月星光博（日本語版）＝著
興地隆史＝監訳
2018／1発行
定価　本体11,000円（税別）
モリタ商品コード
208040094

写真とエビデンスで
歯種別に学ぶ！
歯内療法に生かす
根管解剖
CBCT・歯科用顕微鏡・
透明標本でひも解く
根管の秘密
吉岡隆知＝著
2019／6発行
定価　本体14,000円（税別）
モリタ商品コード
208040649

治る歯髄 治らない歯髄
歯髄保存の科学と臨床
泉　英之＝著
2018／10発行
定価　本体12,000円（税別）
モリタ商品コード
208040144

　本書は既出問題の中から出題傾向の高いものを厳選し、「出題基準」の教科別、項目別
に整理し直し、簡潔な解答・解説を加えた（2020年3月実施分は全問を巻末に一括掲載）。
また、類似問題を効率的に学べるように「主問題」と「関連問題」に分け、問題ごとにテーマ
がわかるように配慮した。そのため「主問題」をおさらいすることで直前対策にも対応でき、
「関連問題」を解くことでより理解を深めることができる。国試受験生必携の書。

長年の問題分析の蓄積がより効果的な学習をサポートする「国試制覇のための必携書！」

［編集者からの一言］
年々、写真を見せて問う問題が増えていま
す。選択肢の中にも難解な用語が含まれ
たものもあります。より多くではなく、より
出題頻度の高い問題からマスターすること
が合格への近道です。

新・歯科衛生士教育
マニュアル
歯科臨床の基礎と概論
栢　豪洋／升井一朗
石川隆義／山田隆文＝編
2015／4発行
定価　本体2,700円（税別）
モリタ商品コード
208050660

新・歯科衛生士教育
マニュアル
小児歯科学
木村光孝／牧　憲司
有田憲司／五十嵐清治
尾崎正雄／齊藤正人
渡部　茂＝編
2014／12発行
定価　本体3,000円（税別）
モリタ商品コード
208050641

すぐひける、現場で役立つ
歯科衛生士のための
ポケット版 
最新歯科用語辞典
栢　豪洋／升井一朗／石川隆義
玄　景華／小菅直樹／雫石　聰
濵元一美／本間和代
鱒見進一＝編
2016／12発行
定価　本体3,500円（税別）
モリタ商品コード
208050750

■歯科衛生士国試対策研究会＝編
■400頁
■B5判
■定価　本体3,500円（税別）
■モリタ商品コード：208040717
■ISBN：978-4-7812-0754-4

■北村和夫＝監著
吉岡隆知／神戸　良／石井　宏／田澤建人
興地隆史／吉岡俊彦／泉　英之／岩谷眞一
西田太郎／五十嵐　勝／阿部　修／八幡祥生
齋藤正寛／前田英史／木ノ本喜史／北村知昭
鷲尾絢子／新谷明一／寺内𠮷継／月星光博＝著

■170頁
■A4判変型
■定価　本体6,400円（税別）
■モリタ商品コード：208040716
■ISBN：978-4-7812-0752-0
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集まれ！ 訪問歯科衛生士ビギナーズ　在宅口腔衛生管理スタートブック
（モリタ商品コード：208040714）

歯周再生療法を成功させるテクニックとストラテジー
（モリタ商品コード：208040713）

まずはこの1冊から！　はじめてのホワイトニング
（モリタ商品コード：208040715）

月刊誌「ザ・クインテッセンス（2020年6月号）」

月刊誌「QDT（2020年6月号）」

月刊誌「歯科衛生士（2020年6月号）」

月刊誌「nico（2020年6月号）」歯内療法のパラダイムシフト
（モリタ商品コード：208040716）

別冊

歯科衛生士国試対策集　2021年対応
（モリタ商品コード：208040717）

別冊

歯内療法のパラダイムシフト

歯科衛生士国試対策集　2021年対応
第1〜29回全重要問題解説集
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