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1月の新刊書籍
1．あなたの根管治療はここがまちがっている！
2．メインテナンスが増える 患者説明 超入門
3．DHとDRのための歯周ポケット鑑別ガイド
4．やってみなはれ

5．
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根管治療で失敗する
本当の理由
難症例・トラブル・再根管治
療を克服するための指針と
鉄則
鶴町　保＝著
2016／3発行
定価8,800円

（本体8,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208050709

治癒の歯内療法　第3版
エンドのバイオロジーと
イノベーション
月星光博／福西一浩
泉　英之＝編著
外賀　泰／安藤彰啓
仲田憲司／月星太介＝著
2021／10発行
定価22,000円

（本体20,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208040801

GPのエンド，
専門医のエンド
GPにもできる米国式無菌的
処置のテクニック
石井　宏＝監著
黒瀬尚利／池田洋之
小笠原正卓／小野里太郎
湯本真幸／青山　登＝著
2020／7発行
定価10,450円　

（本体9,500円＋税10％）
モリタ商品コード
208040719

　他医院で治療を失敗した患者の再根管治療を多く手がける筆者が、その失敗の原因、
リカバリー成功のポイントはなんだったのかを解き明かす！　陥入根管、大きな根尖部病変、
水酸化カルシウムが効かない症例、根管外感染などの治療困難歯の克服のために、実践
臨床例やイラストなどを提示して「なぜ根管治療が失敗したのか？」「どうすれば根管治療を
成功させられるか？」の視点から、新技術で変革を成し遂げている根管治療を分析・解説。

エンドの失敗した原因と、成功した治療法が明らかにされた！

［編集者からの一言］
現在、歯内療法の領域で話題の最新の再
生歯内療法などについても、そのコンセプ
トと最適技法について、 臨床例を交えて
紹介されています。
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■鶴町　保＝著
■128頁
■A4判変型
■定価8,800円

（本体8,000円＋税10％）
■モリタ商品コード：208040821
■ISBN：978-4-7812-0854-1

あなたの根管治療はここがまちがっている！
失敗の原因，成功のポイントはなんだったのか？

　メインテナンス率アップに向けたスタッフの学びは喫緊の課題。忙しい業務の合間の学び
にぴったりな患者説明入門書が誕生しました。「治療から継続管理に移行する際、ベテラン
の先生たちはどんな説明をしているの？」。豊富な図解と短い文章で要点がわかりやすく短
時間で読めるので、隙間時間を使った時短学習が可能。そして巻末付録のカードで即実践！　
カードを繰り返し使ううちに、説得力ある患者説明がいつの間にか身につきます。

隙間時間に学んでカードで即実践！スタッフルーム必携の時短学習書。2 ■伊藤 中／植野正之／景山正登
加藤正治／北迫勇一／五味一博
須崎 明／土屋賢司／花田信弘
平野正徳／福島正義／山﨑要一
山崎てるみ／山本 寛＝著

■128頁
■A4判変型
■定価7,590円

（本体6,900円＋税10％）
■モリタ商品コード：208040822
■ISBN：978-4-7812-0851-0

［編集者からの一言］
忙しい診療時間のなかで「なぜ定期的メイン
テナンスが必要か」を要領よく説明するのは
至難の業。この道ウン十年の先生方がどん
な言葉で患者さんを説得しているのか、その
手の内を学んでまずは真似してみましょう！
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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
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

別冊
YEARBOOK 2020
スタッフにも読ませたい！
人生100年時代の予防・
メインテナンス
伊藤　中／小島美樹
吉備政仁＝監著
2020／1発行
定価7,040円

（本体6,400円＋税10％）
モリタ商品コード
208040692

そのまま使える！ 
スキルも上がる！ 
ブラッシング指導テクニック
だれも教えてくれなかった、
結果を出す技と伝え方
石原美樹＝著
2021／8発行
定価5,500円

（本体5,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208040793

メインテナンスが増える 患者説明 超入門
そのまま使える！ スタッフ教材＋患者説明用カード13

　その病
ポケット

変は本当にペリオ？　歯周ポケットの存在、歯肉の腫脹、エックス線写真上での骨吸
収——。口腔内を診る際にはつい歯周治療（ペリオ）に傾倒しがちだが、そのすべてがペリオ
で治癒するとはかぎらない。
　深いポケットの原因がわからず迷うときに疑ってほしい4つの病変をビジュアルに解説した、歯
周治療にこだわる歯科衛生士・歯科医師のためのガイドブック。

深いポケットの原因に迷うときに疑ってほしい4つの病変をビジュアルに解説
■森田久美子＝編著

下野正基／平井友成
大川敏生＝著

■92頁
■A4判変型
■定価6,600円

（本体6,000円＋税10％）
■モリタ商品コード：208040823
■ISBN：978-4-7812-0850-3

［編集者からの一言］
エンド・ペリオ病変、セメント質剥離、歯
根破折、咬合性外傷など、深いポケット
の原因となる病変の鑑別ポイントをていね
いに解説。 ハイレベルなDH、DRに届け
たい1冊です！
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驚くほど臨床が変わる！
こだわりペリオサブノート
瀧野裕行＝監著
岩田光弘／小野晴彦
大川敏生／金子潤平
平山富興＝著
2018／11発行
定価11,000円

（本体10,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208040152

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14,300円

（本体13,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208040106

肉芽の科学と臨床
ペリオ・抜歯・エンド・
GBR・インプラント周囲炎で
の対応
下野正基＝編著
牧野　明／藤木省三／岡　賢二
山根源之／吉岡隆知／平井友成
自見英治郎／三上　格＝著
2021／12発行
定価8,580円

（本体7,800円＋税10％）
モリタ商品コード
208040815

3
DHとDRのための歯周ポケット鑑別ガイド
その病変は本当にペリオ？ 

臨床に生かす！　GPによる限局矯正［LOT］
　YEARBOOK 2022別冊
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1

メインテナンスが増える 患者説明 超入門
（モリタ商品コード：208040822）

あなたの根管治療はここがまちがっている！
（モリタ商品コード：208040821）

DHとDRのための歯周ポケット鑑別ガイド
（モリタ商品コード：208040823）

やってみなはれ
（モリタ商品コード：208040825）

月刊誌「ザ・クインテッセンス（2022年1月号）」

月刊誌「QDT（2022年1月号）」

月刊誌「歯科衛生士（2022年1月号）」

隔月刊誌「QDI（2022年1号）」 

月刊誌「nico（2022年1月号）」

　今、歯科界のインフルエンサーと言えば、この2人“中田光太郎”と“瀧野裕行”のゴールデ
ンコンビがタッグを組み、「歯科人生語録」をまとめた。ともに京都で育って、京都で開業し、
世界を股にかけて活躍する彼らが、日頃何を考え、毎日をアクティブに活動しているのか。
何事もまずは「やってみなはれ」の信念で取り組む生粋の京都人2人が、臨床だけではなく
医院マネジメントさえも成功させている秘密が、本書で明らかとなる！

歯科界を生き抜く上で大切な“やってみなはれ”の精神、お教えします

［編集者からの一言］
1965年生まれの中田光太郎先生と1966
年生まれの瀧野裕行先生の名コンビが贈
る、京都弁バージョンの親父の小言。人
生経験が豊富な両先生が放つ、きらりと光
るワードセンスは必読に値する1冊です。
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歯科開業学
親父の小言に学ぶ
上村恭弘／河原英雄
河津　寛＝著
2005／3発行
定価1,980円

（本体1,800円＋税10％）
モリタ商品コード
208050083

切る　縫う　結ぶ
ビジュアルで学ぶ　
歯周外科手術の原点
中田光太郎＝著
2020／2発行
定価6,600円

（本体6,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208040693

驚くほど臨床が変わる！
こだわりペリオサブノート
瀧野裕行＝監著
岩田光弘／小野晴彦
大川敏生／金子潤平
平山富興＝著
2018／11発行
定価11,000円

（本体10,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208040152

■中田光太郎／瀧野裕行＝著
■184頁
■A5判
■定価2,970円

（本体2,700円＋税10％）
■モリタ商品コード：208040825
■ISBN：978-4-7812-0852-7

4
やってみなはれ
粋で雅な歯科人生語録

　一般臨床家（GP）自身がLOT（限局矯正）を行うメリットについて、斯界の気鋭歯科医師
が症例を通して解説。ワイヤーや矯正用アンカースクリュー、インプラントを用いた圧下、傾
斜歯のアップライト、挺出といった少数歯のLOTから、病的歯牙移動（PTM）に対する多数
歯のLOTまでを学ぶことができる。各論文の最後には「この症例に最適なオススメ矯正器具」
も掲載。GPがLOTを始める際の格好の入門書といえる。

一般臨床家が限局矯正［LOT］を始める際の格好の入門書が完成！

［編集者からの一言］
斯界の著者陣により、アップライトや挺出、
圧下、叢生の改善など、少数歯から多数歯
のLOTまでさまざまな症例が提示され、GP
によるLOTの有用性とそのポイントが学べま
す。LOTを始めたい読者必読の別冊です。
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天然歯にこだわるGPの
総合歯科臨床
矯正・エンド・ペリオ・
インプラントの治療戦略
金成雅彦＝著
2021／7発行
定価19,800円

（本体18,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208040786

必ず上達　矯正臨床
日常臨床のための
全顎矯正入門
中島稔博＝著
2019／3発行
定価11,000円

（本体10,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208040271

矯正歯科治療の基本と
類似症例が必ず見つか
る！ラーニングステージ別
臨床例60
GPによる包括的歯科治療の
ために
石井彰夫＝著
2021／9発行
定価22,000円

（本体20,000円＋税10％）
モリタ商品コード
208040796

■加治初彦＝監著
石井彰夫／伊藤智美／入江裕介
上野博司／金成雅彦／杉山達彦
土田晃太郎／中島稔博／武川泰久
米澤大地／米田はる／渡辺隆史＝著

■130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：208040826
■ISBN：978-4-7812-0853-4

5
別冊 YEARBOOK 2022
臨床に生かす！　GPによる限局矯正［LOT］
挺出，アップライト，圧下，叢生改善から多数歯LOTまで

YEARBOOK 2022
臨床に生かす！　GPによる限局矯正［LOT］
（モリタ商品コード：208040826）

別冊
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