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10月の新刊書籍

　インプラント業界をリードする世界のエキスパート75名が、その知識、技術、そしてフィロ
ソフィーを惜しみもなく披露している一冊。内容としては、適切な埋入ポジション、硬・軟組
織の増生、サイナスフロアエレベーション、無歯顎補綴、インプラント周囲炎、長期メインテ
ナンス、合併症など、全分野を網羅。もちろん、最新の情報とテクニックも掲載されており、
最高水準のインプラント治療を提供しようとしている臨床家必携の書である。

世界を代表するエキスパート75名のインプラント臨床および研究記録が1冊に！

［編集者からの一言］
インプラント治療の中で、自分が一番好き
な分野の世界最高レベルの“治療内容、
臨床術式、研究内容”が絶対に見つかる
はず。これぞまさに、インプラント歯科学の
“宝箱”！　すべてがここに詰まっている。

1 ■Myron Nevins／Hom-Lay Wang＝監著
小野善弘／窪木拓男＝監訳
五十嵐　一／勝山英明／桑原俊也
佐々木　猛／園山　亘／中田光太郎
中村社綱／水上哲也／山﨑長郎
＝翻訳統括

■536頁
■A4判変型
■定価　本体36,000円（税別）
■モリタ商品コード：208040738
■ISBN：978-4-7812-0772-8

増補新版　インプラントセラピー
臨床的アプローチと成功の根拠 第2版

別冊

PRD YEARBOOK 
2020
岩田健男／山﨑長郎
和泉雄一＝主席編集
2020／8発行
定価　本体6,400円（税別）
モリタ商品コード
208040732

正しい臨床決断をするための
エビデンス・ベースト・
インプラントロジー
小田師巳／園山　亘＝著
2020／8発行
定価　本体12,000円（税別）
モリタ商品コード
208040725

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

スーパー図解　補綴治療！
クラウン（天然歯＆インプラント），ブリッジ，ラミネートべニア，インレー

　「ワンランク上の補綴治療を患者さんに」と日々 診療に向き合うすべての臨床家に使ってほ
しい、患者向け補綴治療ガイドブックにして、「治療説明の虎の巻」。お口の美と健康、良
好な予後を生む補綴治療はどこがどう違うのか？　歯科医師は何に手間をかけ苦心してい
るのか、そしてその理由とは？　補綴の基礎の学びはもちろん、カリスマ歯科医師の洗練さ
れた説明力と、本格的な治療説明用図解がこれ一冊で手に入ります。若手歯科医師必携！

洗練されたこの患者説明をGETせよ！　カリスマ歯科医師が贈る自費治療の説明虎の巻。2
■土屋賢司＝著
■152頁
■A4判変型
■定価　本体8,800円（税別）
■モリタ商品コード：208040739
■ISBN：978-4-7812-0792-6

［編集者からの一言］
若手歯科医師やスタッフの「患者説明の虎
の巻」として、患者さん向け「補綴治療ガイ
ドブック」として。これ一冊で両方に使えま
す。「nico」連載（2017年9月号〜2018年
12月号）に大幅に加筆しました。

イラストレイテッド
歯冠修復
アドバンステクニック
─ ハンズオンで学ぶ  

製作ステップの勘所：  
天然歯＆インプラント─

土屋賢司＝著
2011／3発行
定価　本体10,000円（税別）
モリタ商品コード
208050430

別冊

ジャパニーズ エステティック 
デンティストリー 2015／2016
山﨑長郎／土屋賢司
千葉豊和／木林博之
森田　誠／金成雅彦
Sartori N／Kano P
Shin JH／Chung DK＝著
2015／11発行
定価　本体6,000円（税別）
モリタ商品コード
208050690

nico 2020年1月号
特集　意外と知らない？   
被せ物長持ちナビ！
土屋賢司＝著
毎月10日発売
定価　本体1,600円（税別）
モリタ商品コード
208040027

1．増補新版　インプラントセラピー
2．スーパー図解　補綴治療！
3．歯周病およびインプラント周囲組織の疾患と状態に関する新分類

4．

5．歯科ITサービス入門
別冊

［編集者からの一言］
1999年以来の改定となった今回の歯周
病分類では、歯周炎のステージ／グレード
という新しい診断の枠組みが導入されまし
た。今後より多くの人に理解され、標準化
していくことが期待されます。
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21世紀版　
インプラントのための
重要12キーワード
ベスト240論文
世界のインパクトファクターを決める
Web of Science 
2001年以降から選出
一般社団法人日本
インプラント臨床研究会＝編
2019／7発行
定価　本体7,500円（税別）
モリタ商品コード
208040655

シリーズ　MIに基づく
歯科臨床vol.05
ペリオドントロジー＆
ペリオドンティクス

（上巻・下巻）
月星光博＝編著
上巻　2018／10発行
下巻　2019／4発行
定価　本体上巻14,000円（税別）
定価　本体下巻16,000円（税別）
モリタ商品コード
上巻　208040143
下巻　208040275

GPとDHのための
ペリオドントロジー
築山鉄平／宮本貴成＝著
2018／4発行
定価　本体13,000円（税別）
モリタ商品コード
208040106

　アメリカ歯周病学会・ヨーロッパ歯周病連盟共催による2017ワールドワークショップの会議録で、歯周
病学・インプラント学の専門家によるレビューおよびコンセンサスレポートの全訳を収録。今回は歯周炎の
分類において、重症度・複雑度（ステージ）や進行リスク（グレード）に応じた基準が示され、併せてインプ
ラント周囲疾患についての定義づけが行われた。今後の臨床、研究に必須となる最新ガイドラインである。

歯周治療の方向性とインプラント治療の再評価を示した最新ガイドライン
■Kenneth S. Kornman

Maurizio S. Tonetti＝共編
村上伸也＝監訳
日本歯周病学会
日本臨床歯周病学会＝共訳

■320頁
■A4判
■定価　本体6,800円（税別）
■モリタ商品コード：208040740
■ISBN：978-4-7812-0773-5

歯周病およびインプラント周囲組織の疾患と状態に関する新分類
アメリカ歯周病学会（AAP）／ヨーロッパ歯周病連盟（EFP）共催
2017ワールドワークショップ会議録

4．歯科医師・歯科技工士のための最新ラミネートベニア ─現在の到達点─
別冊
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　1980年代から進化を続け、今や臨床に不可欠な技法となったラミネートベニア。本別冊は、
こうした状況にもかかわらず、意外にもまとまった情報が得られない近年の状況を受けて登
場。歯科医師向けには症例選択から支台歯形成、そして印象採得や装着に至る具体的な
方法を示し、また歯科技工士向けには耐火模型法とプレス法の基礎から応用までを完全網
羅。これ1冊でチェアサイドもラボサイドも満足できる、ラミネートベニア情報の宝庫！

これ1冊でチェアサイドもラボサイドも満足できる、ラミネートベニア情報の宝庫！

［編集者からの一言］
最近、ラミネートベニアの情報がまとまった
出版物が入手できないというご意見が多く
寄せられています。本別冊はそうした読者
の声に完全対応。最近、ありそうでなかっ
たラミネートベニアの本、ついに登場です。

エステティック
クラシフィケーションズ
複雑な審美修復治療の
マネージメント
山﨑長郎＝著
2009／2発行
定価　本体25,000円（税別）
モリタ商品コード
208050309

別冊

ジャパニーズ エステティック 
デンティストリー 2020
山﨑長郎＝編集委員長
山﨑長郎／中野忠彦／中村茂人 
高橋　健／岩田　淳／橋村吾郎 
志田和浩／関　錦二郎
Jan-Frederik Güth
ほか＝執筆
2019／12発行
定価　本体6,400円（税別）
モリタ商品コード
208040684

別冊

ジャパニーズ エステティック 
デンティストリー 2019
山﨑長郎＝編集委員長
山﨑長郎／日髙豊彦／六人部慶彦 
大谷一紀／湯浅直人／佐々木俊哉 
佐藤洋司／飯田吉郎
Riccardo Becciani
ほか＝著
2018／12発行
定価　本体6,400円（税別）
モリタ商品コード
208040157

■六人部慶彦＝監著
内山徹哉／大谷一紀／岸本憂太
鈴木　淳／政廣明徳／松川敏久
山田和伸／湯浅直人／吉村知久
脇　宗弘＝著

■168頁
■A4判
■定価　本体6,000円（税別）
■モリタ商品コード：208040741
■ISBN：978-4-7812-0774-2

4

スーパー図解　補綴治療！
（モリタ商品コード：208040739）

増補新版　インプラントセラピー
（モリタ商品コード：208040738）

歯周病およびインプラント周囲組織の疾患と状態に関する新分類
（モリタ商品コード：208040740）

10

月刊誌「ザ・クインテッセンス（2020年10月号）」

月刊誌「QDT（2020年10月号）」

月刊誌「歯科衛生士（2020年10月号）」

月刊誌「nico（2020年10月号）」歯科医師・歯科技工士のための最新ラミネートベニア ─現在の到達点─
（モリタ商品コード：208040741）

歯科ITサービス入門
（モリタ商品コード：208040742）

別冊

歯科医師・歯科技工士のための最新ラミネートベニア ─現在の到達点─

「スタッフの気持ちがわかる」
「するべきことが見える」
歯科医院経営を
安定させたい院長へ
77のアドバイス
黒飛一志／濵田真理子＝著
2016／10発行
定価　本体3,500円（税別）
モリタ商品コード
208050740

歯科医院経営
実践マニュアル vol.17
これで万全！
歯科医院の
受付・事務マニュアル
田上めぐみ＝著
2008／4発行
定価　本体2,000円（税別）
モリタ商品コード
208050267

歯科保険請求2020
お茶の水保険診療研究会＝編
東京医科歯科大学
歯科同窓会社会医療部＝監修
2020／4発行
定価　本体9,000円（税別）
モリタ商品コード
208040063

［編集者からの一言］
歯科ITサービスを特集した類を見ない本
書。 巻頭企画では、 船井総合研究所の
松谷直樹氏に「歯科クリニックの最新業務
効率化戦略」と題し、歯科界のIT化の現
状から生産性向上策、そして今後の展望
まで解説いただいた。

5

　本書は、歯科医療情報のIT化により生まれたサービス、具体的にはレセコンや予約シス
テム、自動釣銭機などの最新IT製品を特集。クリニックでの実際の活用事例や導入メリット
について詳細に解説した。昨今の歯科医院経営において関心の高い、スタッフ不足による
業務の効率化、新型コロナウイルス（COVID-19）対策としての働き方の多様化や待合室な
どでの衛生対策など、デジタル時代の“新しい働き方”へのヒントが満載。

各社レセコン、予約システムのランニングコストがわかる巻末付録付き！
■クインテッセンス出版＝編
■104頁
■A4判変型
■定価　本体5,000円（税別）
■モリタ商品コード：208040742
■ISBN：978-4-7812-0776-6

別冊

別冊

別冊 　
歯科ITサービス入門
レセコン，予約システム，自動釣銭機の最前線
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