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口腔漢方処方早わかりガイド
セルフケア指導 脱！誤解と思い込み
歯周治療モチベーションアップの鍵
「ずっと元気」
をかなえる歯科患者学
別冊

エンド・マテリアルセレクション
別冊

Digital Dentistry YEARBOOK 2021

よくわかる！ 口腔疾患でよく使われる漢方薬32種の使い分け
王 宝禮＝著
■104頁
■B5判
■ 定価5,500円
（本体5,000円＋税10％）
■モリ
タ商品コード：208040773
■ISBN：978-4-7812-0809-1
■

保険に生かせて不定愁訴にも効く

口腔漢方処方早わかりガイド
口腔乾燥症や抜歯後疼痛・歯痛、口内炎などの不調を訴えてくる患者に対し、西洋薬を
処方しても効果や改善がみられず、お困りの術者も多いのではないか。そこで西洋薬の次
の一手として副作用が少なくマイルドな効き目の「漢方薬」をオススメしたい。本書では歯科
で有効な32種の漢方薬を厳選し、体質別に処方薬を提示。また、意外と知られていない歯
科保険適用の漢方薬11種についてふれ、日常の保険請求にも生かしてもらいたい！

別冊

本書は口腔疾患でよく使われる漢方薬32種
の使い分けの診断ポイントをはじめ、漢方
薬の薬価点数早見表や処方せんの書き方
に至るまで、歯科医院ではじめて漢方薬を
取り扱う先生にも役立つ内容になっている。
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関連書籍

［編集者からの一言］

薬 YEARBOOK '19／'20

患者に聞かれても困らない！
歯科医師のための
「薬」飲み合わせ
完全マニュアル
朝波惣一郎／王 宝禮
矢郷 香＝監修
2019／4発行
定価6,050円
（本体5,500円＋税10％）
モリタ商品コード
208040278

薬 ’17／’18

歯科保険請求 2021

歯科
疾患名から治療薬と
処方例がすぐわかる本
朝波惣一郎／王 宝禮
矢郷 香＝編
2016／3発行
定価5,500円
（本体5,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208050710

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
2021／4発行
定価9,900円
（本体9,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208040064

当たり前だと思ってきたセルフケアの常識を覆す1冊
高柳篤史＝監著
相田 潤／遠藤眞美
佐藤涼一／鈴木誠太郎
山岸 敦＝著
■116頁
■A4判
■ 定価5,500円
（本体5,000円＋税10％）
■モリ
タ商品コード：208040774
■ISBN：978-4-7812-0810-7
■

セルフケア指導

「慣例」や「みんなが言っている」等の情報にはとかく誤解や思い込みがつきもので、セル
フケアに関しても例外ではない。本書ではそのような流布する口腔清掃・口腔保健に関する
32の誤解・思い込みを、科学的根拠と、誤解が生じた背景をもって解き明かす。根拠となっ
た論文の抄訳やガイドライン、その解釈、臨床での効果的な方法がわかり、すぐにも患者さ
んへの指導に活用したい1冊である。

歯周病学の迷信と真実

1つの誤解につき3～4ページで解説している
ため、スキマ時間を使って最新の対応法が
入手できます。各誤解が生じた背景を読む
ことでセルフケア指導の歴史の一端を見る
ことができ、読み物としても楽しめる1冊です。

関連書籍

［編集者からの一言］

脱！誤解と思い込み

今はこうする！最新の解釈&臨床

その論文の解釈は
正しいか？
関野 愉／小牧令二＝著
2012／11発行
定価6,160円
（本体5,600円＋税10％）
モリタ商品コード
208050516

文献ベースで歯科臨床の
疑問に答える

チェアサイドQ&A
予防歯科編 PART1

於保孝彦＝監著
予防歯科臨床教育協議会＝編著
2018／12発行
定価3,850円
（本体3,500円＋税10％）
モリタ商品コード
208040156

世界最強の
歯科保健指導
中巻

歯科の世界は
こんなにおもしろい
岡崎好秀＝著
2019／7発行
定価12,100円
（本体11,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208040654

患者さんとの信頼関係を築くために必要な“キーポイント”が詰まっている1冊！
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佐々木 猛＝著
48頁
■A4判
■ 定価4,400円
（本体4,000円＋税10％）
■モリ
タ商品コード：208040776
■ISBN：978-4-7812-0825-1
■
■

本書は、「歯周病とは？」
「歯周治療は何を
するのか？」をどのように患者さんに説明す
れば“納得”いただけるのか、多くのイラスト
を用いて解説！ 読めば患者さんとより深
い信頼関係を築けること、間違いなしです！

関連書籍

［編集者からの一言］

患者さんも“納得”！ Dr. ササキタケシの

歯周治療モチベーションアップの鍵
歯周治療を奏功させるには、患者さんと医療従事者の間の良好な信頼関係のもと、長期
にわたる継続的な加療、管理が必要です。しかし、患者さんの治療へのモチベーションは、
永遠には続きません。そこで本書では、患者さんが“納得”できる、かつ歯周治療へのモチベー
ションがアップするような説明を行うためのキーポイントを詰め込みました！ 歯科医師のみな
らず歯科衛生士、その他のデンタルスタッフ必読の書です。

患者さんのやる気が変わる！
スタッフも楽しくなる！
歯周治療を成功に導く
世界標準のコミュニケーション技法

ＰＭ
Ｉペリオドンタルモチベー
ショナルインタビューイング

新田 浩／礪波健一
土岡弘明＝監著
2020／2発行
定価5,500円
（本体5,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208040695

このまま使える
Dr.もDHも！
歯科医院で患者さんに
しっかり説明できる本

患者教育に重要なトピック14

朝波惣一郎／伊藤加代子／井上 誠／北迫勇一
倉治ななえ／児玉実穂／小牧令二／品田佳世子
下野正基／代田あづさ／杉田典子／須崎 明
関野 愉／高木景子／高橋 治／高橋未哉子
浪越建男／柳井智恵／吉江弘正＝著
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佐々木 猛＝著
2018／11発行
定価9,900円
（本体9,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208040153

2017／10発行
定価7,590円
（本体6,900円＋税10％）
モリタ商品コード
208050800

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目2番6号 クイントハウスビル
TEL. 03-5842-2272
（営業） FAX. 03-5800-7592 e-mail mb@quint-j.co.jp

https://www.quint-j.co.jp

図解！
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高橋英登／高見澤たか子＝著
■208頁
■A5判
■ 定価4,180円
（本体3,800円＋税10％）
■
モリタ商品コード：208040777
■ISBN：978-4-7812-0808-4
■

関連書籍

［編集者からの一言］

日本歯科医師連盟会長・高橋英登先
生が解説。 口絵ではイラストを用いて
口腔ケアグッズの使い方から、 唾液腺
マッサージ、嚥下のパタカラ体操まで詳
しく記載しています。
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患者さんに知ってほしいことを伝えます。
患者さんが知りたいことに答えます。

「ずっと元気」をかなえる歯科患者学

知りたいこと あなたにかわって歯医者さんに聞きました

ノンフィクション作家と歯科医師との対話を通して、口腔ケアの大切さを患者さんに訴える。
口腔ケアの正しい知識と方法を患者さんが身につければ、大きな病気を防ぐことができ、健
康寿命を伸ばすことができる。歯科医院側は、患者さんの不安や疑問を知り、患者さんと
の信頼関係を作っていくコミュニケーションアイテムのひとつとしてご活用できる書籍。待合室
に置きたい1冊であり、歯科医療関係者の新人に読んでもらいたい書籍。

にしだわたるドクターの
歯医者さんに行きたくなる
お口と糖尿病のお話

西田 亙＝著
2020／7発行
定価4,070円
（本体3,700円＋税10％）
モリタ商品コード
208040722

辻本恭久＝監著
阿部 修／笠原明人／北村和夫
澤田則宏／清水藤太／武市 収
辻本真規／寺内𠮷継／中川寛一
坂東 信／山田國晶＝著
■144頁
■A4判変型
■ 定価7,040円
（本体6,400円＋税10％）
■
モリタ商品コード：208040778
■ISBN：978-4-7812-0812-1
■

関連書籍

「抜髄・感染根管治療」をテーマに、
マイクロスコープ下での根管治療を行っ
ている12人のプロフェッショナルのテク
ニックについて、 厳選したマテリアルと
ともに紹介しています。
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関連書籍

11年目となったDigital Dentistry YEARBOOKをお
届けします。数年前まで実用性が疑問視されていた
3Dプリンターも今や最終義歯が製作できる時代。ま
た、保険CAD/CAMも全歯種対応となり、デジタ
ル化の流れは止まりません。最新情報をぜひ本誌で！

“食育”は
歯科医療を変える

食を変えれば、
う蝕もペリオも治る
丸森英史／武内博朗＝編著
2008／12発行
定価4,180円
（本体3,800円＋税10％）
モリタ商品コード
208050301

別冊

エンド・マテリアルセレクション

12人のプロフェッショナルによる抜髄・感染根管治療テクニック
本書では、
「抜髄・感染根管治療」
をテーマに、根管治療を行っているプロフェッショナル12人
のアプローチ方法や治療方法を掲載。どのような材料・器械を使用しているのか、各ステップの
写真と解説に加え、その一部は動画にて治療ごとの実際の動きや、使用器具などの処置中の
様子を詳細に示している。
「読む」
だけでなく
「見る」
！12人の“珠玉の臨床テクニック”がここに集結！

Withコロナ時代の
マイクロスコープ活用法
～感染対策の実際から拡大視
野が可能とする精密治療まで～
日本顕微鏡歯科学会＝編
2021／4発行
定価6,050円
（本体5,500円＋税10％）
モリタ商品コード
208040772

ビジュアライズド
イラストレーションズ
How to Endodontics

別冊

歯内療法の
パラダイムシフト

北村和夫＝監著
2020／6発行
定価7,040円
（本体6,400円＋税10％）
モリタ商品コード
208040716

The State of the Art
寺内𠮷継＝著
2010／11発行
定価14,960円
（本体13,600円＋税10％）
モリタ商品コード
208050412

レジンブロックからダイナミックナビゲーションまで、
デジタル歯科の今がここにある！

■

［編集者からの一言］

歯科の伝説
検証ファイル！

抜髄・感染根管治療における12人の“珠玉の臨床テクニック”がここに集結！

マイクロデンティストリー
YEARBOOK 2021

日本デジタル歯科学会＝監修
■334頁
■A4判
■ 定価7,480円
（本体6,800円＋税10％）
■
モリタ商品コード：208040779
■ISBN：978-4-7812-0811-4

むし歯・歯周病・歯のみがきかた
その常識、ホントにほんと？

伊藤公一／田上順次
桃井保子／八重垣 健＝著
2019／2発行
定価5,280円
（本体4,800円＋税10％）
モリタ商品コード
208040269

別冊

［編集者からの一言］

2 0 2 1

別冊

Digital Dentistry YEARBOOK 2021
Digital Dentistryの最新情報を毎年アップデートする
「Digital Dentistry YEARBOOK」
。創
刊11年目となる2021年の本号は、巻頭総説論文1編、海外翻訳論文2編、そして参画企業22社の
担当者が直接執筆した製品紹介文26編と、各企業が有力ユーザーに依頼した使用レポート19論文
で構成。
実用化がますます進む3Dプリンター、
インプラント手術用ダイナミックナビゲーション装置をはじめ、
ジルコニア材料やミリングマシンなどももちろん網羅。2021年も、Digital Dentistryの今がここにある！
デジタル・モノリシック・
インプラントレストレーション

保険診療でできる
メタルフリー修復治療

Longevityを追求した，
機能と審美が両立する
ジルコニアモノリシック上部構
造製作のためのプロトコール
山下恒彦＝著
2020／5発行
定価7,700円
（本体7,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208040710

─全歯種対応・CAD/
CAM冠のすべて─
小峰 太＝監著
2021／3発行
定価7,480円
（本体6,800円＋税10％）
モリタ商品コード
208040761

別冊

インプラント
YEARBOOK 2021

認定専門医資格取得までの
道筋とこれからの専門医制度
公益社団法人
日本口腔インプラント学会＝監修
2021／4発行
定価7,480円
（本体6,800円＋税10％）
モリタ商品コード
208040771

注 文 書

お名前
ご住所

冊

冊

冊

冊

TEL
（〒

貴院名

−

FAX

）

ご指定歯科商店
営業部行

支店・営業所
FAX：03-5800-7592

※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をいただき、代金引換宅配便でお送り致します。
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