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子どもの歯と口の成長のすべてがわかり、そ
のつまずきや遅れを診察室で診る・対処でき
るようになる本です。図版たっぷりの紙面で
は、歯の萌出、食や呼吸にかかわる組織の解剖、
咬合育成、食べる能力の成長、各成長段階に
おいて望ましい食事形態、口腔機能発達不全・
遅延の種類に応じ、歯科でできる対処法や訓
練がわかります。かかりつけ歯科医院だから
できる、定期的な来院が始まった子どもたち
と親の支え方をぜひ見つけてください。

本書は 2017 年に刊行された『プレオルソで
治す歯ならび＆口呼吸　子どもにやさしいマ
ウスピース型矯正装置』の続刊である。前作
では、初めてプレオルソを使う歯科医師、ま
た患者への説明・コンサル用にプレオルソ治
療を解説し好評を得た。本書はそのアドバン
ス版として、プレオルソを使った小児矯正治
療の長期経過をより詳細に写真付きで紹介し、
さらに他装置との併用やうまくいかなかった
場合のリカバリー方法まで解説した超実践的
症例集である。

日本ヘルスケア歯科学会代表である著者が、
非切削う蝕治療を取り入れた新しいう蝕治療
について解説した一冊。著者の医院での長期
臨床データベースや、国内外での活動で得た
知見をもとに、多くの臨床例を提示している。
新しいう蝕の診断方法である「ICDAS」、「XR」、
最新のフッ化物情報、カリエスリスクアセス
メントの方法、口腔内写真撮影の方法などを
実例とともに詳細に解説した、非切削う蝕治
療の最新手引き書。

近年増えている、口呼吸、お口ポカン、発音
が悪い、食べ方が汚い、低位舌、舌が前に出
るといった口の機能の異常を訴える子どもた
ちは「口腔機能発達不全症」かも！　これら
の症状は放置すると歯ならびを悪くするので、
「口腔筋機能療法」（MFT）で改善することが
大事。本書はMFTをシンプルに、全ページカ
ラーでわかりやすく、誰でもできるように工
夫し、保護者が子どもに歯磨きしてあげるよ
うに実践できる内容になっている。

「痛い」「通院が大変」「子どもが非協力的」な
どとためらいつつも、親御さんが気になるの
が歯科矯正。しかし低年齢であればマウスピー
ス型矯正治療でそんなイメージを変えられる
かも。本書は、矯正装置の中でも痛みが少なく、
簡便に導入できる「プレオルソ装置」に特化
したコンサルテーションツール。治療効果や
導入手順など、患者さん向けの解説がある他、
多数の症例でその効果をイメージできる。

小児歯科医と矯正歯科医の共同執筆による、
子どもたちの歯列と口腔機能の「診かた」「育
てかた」がわかる本。不正咬合の芽を早期に
発見し、正常な機能や形態へと導いていくた
めのノウハウが、症例や実践法とともに現場
目線で解説されている。子どもたち一人ひと
りの発達段階や状態に適した歯列・口腔機能
への予防的アプローチが学べる１冊。
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診察室でもぐもぐの発達を
支える本
子どもの成長にあわせた口と食、
くせの観察・指導法

続・プレオルソで子ども
の歯ならびを治す！
機能的マウスピース矯正装置
の使い方

歯を守る  う蝕治療
非切削う蝕治療へのパラダイムシフト

悪い歯ならびは予防できる！

予防矯正® のための
口腔筋機能療法

プレオルソで治す
歯ならび＆口呼吸
子どもにやさしい
マウスピース型矯正装置

どう診る？  どう育てる？
子どもたちの歯列と口腔機能
小児歯科医と矯正歯科医が
実践法を教えます
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鼻呼吸促進に長年尽力してきた内科医が、“お口ぽかん”
による弊害や鼻呼吸推奨の根拠、鼻閉解消法、保健指導
のヒントなど、あまり知られていない数々の“呼吸トリ
ビア”を、コミカルなイラストを多用して平易に解説。
鼻呼吸は、不正咬合やオーラルフレイル、姿勢との関連
だけでなく、コロナ&インフル予防においても昨今注目
を集めている。本書は患者への動機づけの活用はもとよ
り、患者や医療者の健康を守るためにも見逃せない 1冊。

「食べることは、生きること」。子どもたちが上手に「噛
める・食べられる・呼吸できる」よう実践することで、
多くの患者さんが笑顔になる著者の医院。この取り組み
を「手づかみ食べ」など 15本の動画とともに解説。小児
歯科が注目され、「口腔機能を育てる診療体制」が求めら
れる今、本書の「0歳からの成育歯科プログラム」を活
用してみましょう。

ライフワークとして子どもたちの咬合育成にかかわる著
者による、拡大床治療の“道しるべ”となる 1冊。一般
開業医が導入できる、拡大床治療の適応症・設計・調整
法などを 1,000 枚以上の写真や長期症例とともに解説。
拡大床治療の開始時期を小学校 2年生までと定め、臨床
で必要になる患者説明やMFTの方法も実例で紹介してい
る。購入者特典として、著者が日常臨床で活用する本書
掲載の資料がダウンロード可能。

寝つきが悪い、夜中に目が覚める、日中の眠気がつらい、
起床後に口が乾く、イビキがあるなど、睡眠に関して悩
みを抱えている人は少なくない。睡眠がとれていなけれ
ば、生活・仕事のパフォーマンス低下はもちろん、心身
の健康に悪影響を及ぼす。本書では、生活上のヒントや
眠りに関する簡単なチェックテストなど、患者さんとの
コミュニケーションに役立つ情報を中心に紹介。患者だ
けでなく歯科医療者自身の健康管理にも役立つ 1冊。

わが子に健全な歯列や口腔機能を望む保護者が、赤ちゃ
んを連れて歯科医院を受診した場合、歯科医院側は何を
提供できるだろうか。本書には、生後間もない赤ちゃん
からのアプローチが余すことなく示されている。実践的
な診査方法や授乳・離乳食・姿勢などの指導の他、開業
医で取り組むにあたって必要な発達等の知識も解説。妊
婦歯科健診で来院した母親にも伝えたいものばかりで、
小児歯科領域以外の歯科医師・歯科衛生士も必読の 1冊！

子どもたちをう蝕のない健全な永久歯列に導くには、う
蝕予防を行いながら乳歯列期から混合歯列期を経て永久
歯列期になるまでの各ステージの“正常像”を知り、“異常”
にいち早く気づき対応することが大切である。本書では、
成長発育の過程を、規格性のある約 1,500 枚の口腔内写
真で紹介しながら、初期う蝕の診断や成長期の異常のみ
つけ方と対応のコツをわかりやすく解説。子どもたちを
みる機会の多いホームドクターの必読書である。

鼻呼吸  歯医者さんの
知りたいところがまるわかり
鼻と口の呼吸で何が違う？ なぜ違う？

子どもたちが上手に噛める・
食べられる・呼吸できるよう
になる本

「食」を軸にした乳幼児期からの
口腔成育の実践

ホームドクターによる
小学校 2 年生までに始める
拡大床治療

睡眠と呼吸  歯医者さんの
知りたいところがまるわかり
つい誰かに伝えたくなる最新トピックス

0 歳からの口腔機能と
歯列の育て方

「赤ちゃん歯科」入門者のための
基本知識と実践ノウハウ

ホームドクターによる
子どもたちを健全歯列に
導くためのコツ

歯と口の成長 小児歯科関連書籍歯と口の成長 小児歯科関連書籍

QPC-ShoniShika.indd   2 2023/03/20   15:52




