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臨床 で 役立 つ ベーシック書籍集
生涯歯を残せる時代の 5 つのスキル

下野先生に聞いてみた

歯科疾患の掌握／主訴対応／生活歯治療／失活歯治療／ ペリオ・インプラントの疑問に答える，指針がわかる
ポジショニング
下野正基

鈴木

彰

著

著
開業歯科医に必要な知識と技能のうち、最初にで
きるようにすべき課題に絞ってわかりやすく習得
法を示したスタートガイド。患者の歯科疾患の鑑
別や主訴対応に活用できる知識をまとめた 1、2 章、
必須の基本手技である 1 歯の生活歯・失活歯う蝕
治療がステップ バイ ステップでわかる 3、4 章、
臨床上のベースとなる治療姿勢をビジュアルで学
べる 5 章の「5 つの柱」で構成。口腔内の長期安定
を実現する、新時代の歯科医療に必要な基礎が身
につく必携書。

19 のスタディグループなどから講演依頼を受けた
ときに寄せられた「臨床的疑問」に、「基礎からの
回答」という形式をとりながら、歯科臨床と関連
する基礎歯学の新しい情報をわかりやすくコンパ
クトに解説。SRP 時にセメント質はどこまで削去
すべきか？ 肉芽組織はどこまで掻把すべきか？
など、多数の臨床の問いに答える。たくさんのわ
かりやすい図説（病理組織像やイラスト）とエビ
デンス（根拠となる文献）を明示して解説。
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中村健太郎の補綴即解シリーズ 01

歯周外科 見て学んで始めるガイド

伵合の謎を解く！

歯周基本治療から手技習得のポイント，術後のケアまで

なぜ、伵合は見た目で診断できないのか？
中村健太郎

著

小方頼昌

著

伵合学、咀嚼学を探求しながら、多くの開業歯科
医に講義を行う著者がたどりついた答えは、「目に
は見えない、そして難解な伵合こそ、検査と診断
をしなければならない」という点であった。伵合
に検査と診断が必要な理由と実践方法について、
臨床ケースとエビデンスをもとに、多くのイラス
トを用いて「伵合と咀嚼の謎解き」に挑戦した新
しいタイプの書。

歯周外科の基本が術式別に理解できる実践アトラ
スで、歯周基本治療から術前準備、術後のケアに
至るまで全 22 項目を治療の流れに沿って解説し、
単元ごとに引きやすく構成している。術式はキュ
レッタージ、新付着術、歯肉切除術、フラップ手術、
GTR 法、エムドゲイン、リグロス、遊離歯肉およ
び結合組織移植術を取り上げ、それぞれの実際例
が連続写真によってひと目で理解できる。臨床医、
研修医、歯周外科に携わる歯科衛生士にも役立つ
一冊。

A4 判 216 ページ 本体 14,000 円（税別）モリタ商品コード：208040086

A4 判変型 168 ページ 本体 11,000 円（税別）モリタ商品コード：208050798

臨床で困らない歯内療法の基礎

わかりやすいイラスト口腔外科小手術

治療の Step-by-Step で理解する！
吉岡隆知

著

朝波惣一郎／植木輝一／田辺晴康／扇内秀樹
2016 年「ザ・クインテッセンス」の人気連載が一
部加筆を経て待望の書籍化。新旧の世界的なエビ
デンスと近年大きく進化した器材を踏まえ、卒後、
臨床の現場に出た際に「まず、これだけ知ってい
れば、エンドは困らずできる！」という内容を、
900 点以上の豊富な写真とイラストで治療工程順に
詳説。本書では、日本で手に入らない特殊な器材
は一切使っていない。大学で教わった学問と実際
の臨床との伱間を埋める、エンド臨床の最良の教
科書！

A4 判変型 288 ページ 本体 12,000 円（税別）モリタ商品コード：208050779

著

口腔外科や一般臨床の外科系で行われる手術は、
口腔内から簡単にアプローチできるものがほとん
どである。歯の外傷、消炎手術、口腔前庭拡張術、
歯槽堤形成術、骨瘤除去術などは、日常臨床を行
う上で習得が必須になっている。そこで医科大学
や医学部の口腔外科で研修医や若手教室員に指導
してきたベテラン 4 名の先生方に、イラストを交
えて手術の術式と注意点をわかりやすく執筆して
いただいた。口腔外科小手術修得の格好の指南書。

A4 判 120 ページ 本体 11,000 円（税別）モリタ商品コード：208050759
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臨床 で 役立 つ ベーシック書籍集
必ず上達

A4 判

160 ページ

必ず上達

必ず上達

抜歯手技

支台歯形成

イラストで見るビギナーのためのバー操作ステップバイステップ

堀之内康文 著

岩田健男 著

抜歯は日常の歯科臨床でもっとも頻繁に行われ、避けて
は通れない手術。しかし、そのように頻度の高い処置で
ありながら、納得いくまで手取り足取り、懇切丁寧に習っ
た記憶があるだろうか ? 抜歯に対する誤解・問題点を熟
知している筆者が、若手歯科医師や抜歯が苦手な先生方
が独習でマスターできるようにとの願いを込めて、これ
までの経験をもとに実践的なポイントやコツを、たくさ
んの写真やイラストを使って詳細に解説。

本書は、日常臨床において遭遇頻度の高い全部被覆冠の
支台歯形成手順を、ビギナーのために、体得しやすいス
テップバイステップで示した解説書である。削除量のコ
ントロールやフィニッシュラインの設定などについて、
要点を押さえながら順を追って示す。わかりにくいとこ
ろのないように、形成手順はすべて繊細なイラストで表
され、バーの選択も迷わず読者が臨床で活用できる内容
となっている。

本体 9,600 円（税別）モリタ商品コード：208050398
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GUMMETAL 矯正歯科治療

必ず上達

本体 11,000 円（税別）モリタ商品コード：208050648

ワイヤーベンディング
中島榮一郎 著

長谷川 信 著

アーチワイヤーの作成は矯正歯科治療を行う際、もっと
も大切なことの一つである。本書では種々のループ作成
の基本テクニックとコツを、豊富な連続写真で簡潔にわ
かりやすく図説。臨床写真・イラストによるチェックポ
イントも掲載した。本書における基本的な考え方はリケッ
ツ、ベンチなど先進的な偉大な矯正家の長い臨床経験の
集積である。ここに図説されたループデザインやアーチ
ワイヤー作成時の原則は、これからワイヤーベンディン
グを学ぼうとする読者にとって大変有効で、かつ貴重で
ある。

「屈曲しやすく、高強度」との相反する特長を併せもつ金
属・GUMMETAL。この新時代の金属を、矯正歯科治療用
ワイヤーとして製品化した長谷川信先生自らが、その臨
床への応用を豊富なイラストと症例写真を用いて解説し
ます。「歯の一括移動」を可能にすることで、従来法に比
べて力系、ベンディング、治療ステップをシンプルにし、
治療期間短縮を図れる GUMMETAL ワイヤーの “ トリセ
ツ（取扱説明書）” 決定版です！
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歯冠修復

必ず上達

上

96 ページ
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歯冠修復

下

萩原芳幸 著

萩原芳幸 著

若手歯科医師に欠かせない補綴治療の基本ステップを余
すことなく紹介した「QDT」2007 年 6 月号〜 2008 年 12
月号連載「実践 ! 若手臨床医のための歯冠修復マニュア
ルまずはここから」に大幅加筆・改変した 1 冊。好評を
博した写真によるステップ解説に加え、イラストを多数
追加。よりビジュアルな誌面とした。すべての臨床研修
医・若手歯科医師必携の 1 冊 ! なお、上巻では「Chapter1
印象採得」〜「Chapter16 ポーセレンラミネートベニア
の支台歯形成」までを収録。

補綴治療の基本ステップを余すことなく解説する「必ず
上達 歯冠修復」に待望の下巻が登場。「QDT」での連載当
時には取り上げることのできなかった「ポーセレンラミ
ネートベニアの暫間被覆冠」「個人トレーの製作」「精密
印象採得」「補綴装置の装着」「伵合調整」「伵合分析」な
どが新たに書き下ろされ、上巻とあわせて通読すること
で若手歯科医師に必要な臨床手技をマスターできる。す
べての臨床研修医・若手歯科医師必携の 1 冊！

本体 9,600 円（税別）モリタ商品コード：208050341
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お名前
（〒

ご指定歯科商店

医院名
）

ご住所
TEL

FAX

支店・営業所

営業部行

FAX：03-5800-7592

2017-12

※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頂き、代金引換宅急便でお送り致します。
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