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フッ化物についてよく知ろう　—う蝕予防の知識と実践— ･････････････････････････ 50
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Periodontics for Special needs Patients　障害者・有病者の歯周治療 ･･･････････ 38
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＜や行＞
やってる？ 歯の移植・再植　成功への近道 DENTAL DIAMOND 増刊号  ････････････････････ 44
遺言　—LEGACY OF THE STARS— ･･･････････････････････････････････････････ 80
有病者歯科ポケットブック　全身疾患VS歯科治療 ････････････････････････････････ 69
要介護高齢者の摂食・嚥下障害と口腔ケア（DVD） ････････････････････････････ 91
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若手歯科医のための臨床の技50・保存修復 ･････････････････････････････････ 61
私の愛すべき道具たち　—臨床に役立つ歯科器具・器材の有効活用— DENTAL DIAMOND 増刊号  ･･ 13
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歯学の基礎から臨床の実際、患者学、更には歯科関連領域まで幅広く取りそろえていま
す。臨床家やスタッフのチェアーサイドに、歯学生のテキストに是非どうぞ。

書　籍 （増刊号・別冊含む）

  ▼ 臨床一般

DENTAL DIAMOND MOOK

歯科用レーザー
臨床まるごと大事典
渡邊　久	（東医歯大大学院准教授）
西山俊夫	（神奈川県・開業）
津田忠政	（東京都・開業）編
A4判・204頁	 本体5,800円+税
'03/9発行 

現在市販されているすべての歯科用レーザーの実際を紹介。
今後、導入を予定している歯科医院やすでに購入したけれども
臨床現場での活用が不十分な先生方に対し、各種レーザー機
器の治療法や安全性についてハードとソフトの両面から三次
元的情報を提供する。

DENTAL DIAMOND 増刊号 
備えて安心
チェアーサイドの主訴対応マニュアル
和気裕之	（神奈川県・開業）
外木守雄	（日大歯学部特任教授）
玉置勝司	（神歯大教授）編
A4判変型・188頁	 本体4,400円+税
'04/7発行  

歯科臨床で遭遇するさまざまな主訴にスポットをあて、症状を
的確に把握して診断するためのポイントや、実際の対応や治療
法などに関する最新の考え方を日常臨床に即した形でコンパ
クトに解説。また、医療を取り巻く環境の変化に対応して、臨床
検査の必要性、危機管理や医事紛争の考え方などにも言及。

DENTAL DIAMOND 増刊号 
メディカル・インタビュー　—医療面接—
—求められる言葉の医療行為—

井上　孝	（東歯大教授）
矢島安朝	（東歯大教授）
大澤有輝	（千葉県・開業）編
A4判変型・140頁	 本体4,400円+税
'04/10発行  

現在、歯科医師の約半数は対話能力が不十分といわれている。
ヒトを知る能力、ヒトとやり取りできる能力、情動指数がどれほ
ど大事かが、臨床で問われる。話し上手すなわち聴き上手に
なるには？　医学は病人を相手にする科学と捉え、それ相当の
学習と訓練が必要である。本書は、ヒトから評価される歯科医
師になるための本である。
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DENTAL DIAMOND 増刊号 
歯科医院のための
感染対策実践ガイドライン
小森康雄（神奈川県・開業）編
A4判変型・148頁	 本体4,400円+税
'05/10発行  

ユニバーサルプリコーションしていますか？　厚労省は、院内
感染対策は特定機能病院だけではなく、歯科を含めた一般診
療所も義務化を求める報告書を提出した。本書は、感染対策
の実際を開業医向けに平易で安価に、科学に基づいた根拠で
即、実践できる構成にした。個人情報保護法や交叉感染などの
疑いで訴訟問題が起こった場合の正当性の証明等にも対応。

DENTAL DIAMOND 増刊号 
私の愛すべき道具たち
─臨床に役立つ歯科器具・器材の有効活用─

島田和基	（東京都・開業）
秋本尚武	（鶴見大歯学部）
笠井俊一	（東京都・開業）
葭田秀夫	（埼玉県・開業）編
A4判変型・168頁	 本体4,400円+税
'06/7発行  

開業医の先生方が、日常臨床を行う上で欠かすことのできな
い器具・器材に焦点をあて、各ジャンル別に“すぐれモノ”を
ピックアップし、その使い勝手、使用時のポイントやちょっとし
たアイデア、周辺機器などを紹介。治療の効率化とともに患者
の満足度アップ、さらには医院経営の安定化に役立つ玉手箱。

DENTAL DIAMOND 増刊号 
そこが知りたい！
日常臨床のテクニックＱ＆Ａ
加藤正治	（東京都・開業）
田中五郎	（神奈川県・開業）
行田克則	（東京都・開業）
和嶋浩一	（慶應義塾大医学部講師）
渡邊　久	（東医歯大大学院准教授）編
A4判変型・176頁	 本体4,400円+税
'07/4発行  

若い歯科医師のなかには、治療効果が上がらずに悩んでいる
方も見受けられます。それらの悩みは、日頃の治療にちょっとし
たテクニックを加えたり、別の角度からアプローチすることによ
り治療のコツを得て、解決できることも少なくありません。本
書では、そうした悩みに応えるべく、臨床現場に即した、教科
書にはない、しかも使用頻度の高い臨床テクニックを取り上げ、
QA 方式でまとめました。“ そこが知りたい ！ ”と思っていたテ
クニックが満載の 1 冊。

DENTAL DIAMOND 増刊号 
臨床のアクシデント&
ピットホール	—その対処と予防法—
和気裕之	 （神奈川県・開業）
中川洋一	 （鶴見大歯学部講師）
吉田秀人	 （神奈川県・開業）
貞光謙一郎	（奈良県・開業）編
A4判変型・216頁	 本体4,800円+税
'08/8発行  

日常臨床で起き得る歯科臨床でのアクシデントを、「緊急性の
高いアクシデント」、「診断と治療のピットホール」、「歯科治療時
のトラブル」の３つに分け、さまざまな治療分野から全 67 の
アクシデントを抽出し、その対処法と予防法を、それぞれの臨
床分野の最前線で活躍されているエキスパートに、具体的にわ
かりやすく解説していただいた。
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DHstyle 増刊号 
スカンジナビアン	スタイル
口腔メインテナンス
関野　愉	 （日歯大生命歯学部准教授）
佐藤謙次郎	（千葉県・開業）
星野由香里	（歯科衛生士）編
B5判・152頁	 本体2,800円+税
'08/9発行 

メインテナンスの先進地域・スカンジナビアの歯科治療をモデ
ルに、歯周疾患だけでなく、カリオロジーからの捉え方や、ク
ラウン・ブリッジ、インプラント等の補綴治療、矯正治療など、
口腔全体を捉えた総合的なメインテナンスを紹介。北欧流の
メインテナンスの知識やスキルが身につく1 冊である。

DENTAL DIAMOND 増刊号 
予後を考察する
─長期観察症例からの検証─

下野正基	 （東歯大名誉教授）
染谷成一郎	（東京都・開業）監
A4判変型・160頁	 本体4,800円+税
'09/4発行  

長期経過症例を検証することによって、その経過から確信でき
ること、学ぶべきこと、認識を新たにすること等、多くの示唆
が得られる。本書では、各分野を代表する臨床のエキスパート
に、自ら手がけた症例の長期予後を振り返っていただき、治療
方法の変遷やメインテナンス時のケアなど、さまざまな角度か
ら臨床のポイントを解説いただいた。

DENTAL DIAMOND 増刊号 
小児歯科は成育医療へ
—今を知れば未来がわかる—

吉田昊哲	 （神奈川県・開業）
嘉ノ海龍三	（兵庫県・開業）
山﨑要一	 （鹿児島大大学院）編
A4判変型・172頁	 本体4,800円+税
'11/04発行  

一般歯科で役立つ小児歯科の 5＋87 のヒント集 ！ 成育医療
へ向けた取り組みや小児の発育・発達、食育の推進、育児支
援、咬合誘導を中心とした「総論」と、小児歯科臨床の現場
で役立つ 87 のヒントを集めた「各論」の２部構成。一般歯科
医療よりも 10 年、20 年先に進んでいるといわれる小児歯科
医療の実際を集約した、明日からの臨床に活用できるチェアー
サイド必備の 1 冊 ！ 

DENTAL DIAMOND 増刊号 
超音波骨切削機器それぞれ
—その実力と臨床応用—

依田　泰	（東京都・開業）
木津康博	（神奈川県・開業）
萩原芳幸	（日大歯学部）編
A4判変型・172頁	 本体4,800円+税
'12/4発行         

ここ数年、超音波骨切削機器が注目されている。繊細な骨切
除や骨整形が可能でありながら、周囲軟組織に損傷を与えな
い安全性を有し、数社・数機種の薬事承認がなされ、使用可
能な機種が出揃っている。これらの超音波骨切削機器を取り上
げ、製品の特徴、臨床応用の実際例を紹介。また、超音波の
基礎やＱ＆Ａなど、開業医の視点で有益な情報を詳細に解説。

DHstyle 増刊号 
子どものお口の
スペシャリストになろう
奥　猛志	（鹿児島県・開業）
田中英一	（東京都・開業）
早﨑治明	（新潟大大学院）編
B5判・156頁	 本体3,000円+税
'12/9発行 

小児歯科臨床における歯科衛生士の業務は、一般歯科と比較
して多岐にわたっており、重要な役割を担っている。本増刊号
では、小児歯科臨床に携わる歯科衛生士が子どもたちと接す
るうえで知っておくべき知識と臨床のエッセンスを、小児歯科
分野で専門的にご活躍の先生方に執筆いただき、わかりやすく
まとめている。
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DENTAL DIAMOND 増刊号 
歯の長期保存の臨床
—私はこうして歯を守る･！—

下地　勲	（東京都・開業）
千葉英史	（千葉県・開業）編
A4判変型・172頁	 本体4,800円+税
'13/4発行  

カリエス、歯根破折、歯周病など、抜歯に至る要因は数多くあ
るものの、歯科医師の努力次第で十分に保存できる歯が、抜
歯の診断を受けてしまうケースも決して少なくはない。歯科医
療の最大の目標は、「天然歯の保存」にあることは言うまでもな
く、また患者の抱いている歯科医療に対する期待も同様に“歯
を残すこと”にあるのは確かである。抜歯を避け、長期に保存
するための方策とその考え方を詳細に解説。

DENTAL DIAMOND 増刊号 
臨床力アップにつながる
歯の破折の診断と処置
北村和夫	（日歯大附属病院教授）
貞光謙一郎	（奈良県・開業）編
A4判変型・180頁	 本体5,000円＋税
'14/10発行

臨床で遭遇する歯冠破折や歯根破折など、歯の破折に的を絞
り、開業医が行うべき診断と処置を、最新の知見を元に解説し
ている。さらには、歯の破折の予防、抜歯後の対応までを症
例別に網羅。一般開業医の歯の破折に対する最新のガイドとな
り、日常臨床のスキルアップに繫がる必携の 1 冊である。

DHstyle 増刊号 
みんなが知りたい
ホワイトニングQ&A
椿　知之	（東京都・開業）
永瀬佳奈	（歯科衛生士）
山口麻衣	（昭和大歯学部）編
B5判・120頁	 本体3,200円＋税
'15/9発行

マスメディアなどでホワイトニングが取り上げられる頻度が高
まっている今日、一般の人の“白い歯”に対する欲求は高まっ
ています。しかしながら、実際に多くの症例を行っている歯科
医院はまだ一部であり、ホワイトニングを行っていくうえで数々
の疑問が出てきていると思います。そのような疑問にお答えす
るのが本増刊号です。Q&A 形式で簡潔に、わかりやすく、ホ
ワイトニングに関するあなたの疑問にお答えします！

DENTAL DIAMOND 増刊号 
診査・診断ナビゲーション
日常臨床でのヒント集

牧　宏佳	（ナオ歯科クリニック）
谷本幸司	（東京都・開業）編
A4判変型・180頁	 本体5,000円+税
'16/4発行 

近年、高齢者や周術期患者の口腔ケア、口腔機能の維持が注
目され、一般歯科における修復治療や補綴治療において、新た
な局面を迎えている。患者を長期にフォローしていくには、現
状を正しく把握し、患者の背景や将来を加味した治療プランが
必要である。本書では、「初診時の診査・診断」にスポットを当
て、歯の保存を最優先にどのように診査・診断し、どのように
治療計画を立案するのか、その考え方やポイントを解説する。

DENTAL DIAMOND 増刊号 
子どものう蝕治療と
リスクマネジメント
木本茂成	（神歯大大学院）
弘中祥司	（昭和大歯学部）
田中晃伸	（茨城県・開業）編
A4判変型・204頁	 本体5,000円+税
'16/7発行  

「子どものう蝕治療とリスク管理」にスポットをあて、う蝕の治療
と予防の最前線はもちろん、子どもたちの明るい未来のために
歯科医療が果たすべき役割について多方面から詳細に解説。
妊産婦指導から始まる０歳からう蝕予防、乳歯列期、混合歯列
期、学童期における口腔衛生指導のあり方にも言及。さらには
食事指導や習癖の改善など、子どもの成長に伴うリスクマネジ
メントを網羅。いまの時代に必携の書。
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DENTAL DIAMOND 増刊号 
日常臨床における難症例集
—求められる診断と適切な対応—

大谷一紀	（東京都・開業）
三橋　晃	（神奈川県・開業）
山城正司	（NTT東日本関東病院　歯科口腔外科）編
A4判変型・204頁	 本体5,400円+税
'17/4発行  

難症例と思われる患者が来院した際、多くの疑問と不安が頭を
よぎり、診査・診断、治療計画の立案に苦慮することは少なく
ない。本書では、日常臨床で遭遇する保存修復、補綴、口腔
外科の各分野の難症例をピックアップ。実際に難症例と思われ
る患者が来院した場合、どのような観点から診査・診断を行い、
治療を進めていけばよいかをエキスパートが解説する。

DHstyle 増刊号 
ドリル式
歯科衛生士臨床の
BASIC	of	BASIC	52
株式会社Tomorrow	Link　監
濵田智恵子（歯科衛生士）
片山章子　　（歯科衛生士）
横山朱夏　　（歯科衛生士）
青木　薫　　（歯科衛生士）編・著
B5判・132頁	 本体3,200円+税
'17/9発行  

昨今、先輩歯科衛生士がいない現場も多く、いても診療で忙し
くて後輩の教育に時間を割けずに困っている方が多くいます。
そこで、臨床現場で働くうえで、最低限これだけは押さえてお
きたい、ベーシックかつ実践的な知識を見開きでコンパクトに
まとめ、ドリル形式で学べる本書を企画しました。
本書は、経験の浅い方でも学べる作りになっており、基本的な
ことをいまさら聞きにくい方、歯科衛生士の仕事に復帰したい
けれど、ブランクがあって不安な方などにもぜひ活用いただき
たい 1 冊です。

歯科なるほどホント学
井上　孝	（東歯大教授）著
B5判変型・136頁	 本体3,300円+税
'00/9発行  

一般臨床医が日常あまり学ぶ機会の少ない病気のメカニズム
や原因・病態をはじめ、臨床の常識について考察。著者の豊
富な知識と経験のもと、歯科の病理・病態論を身近なものに
置き換えてわかりやすく解説。GP はもとより学生や卒直後の
ドクターに最適な読み物。

歯科なるほどボウケン学
井上　孝	（東歯大教授）著
B5判変型・132頁	 本体3,100円+税
'01/5発行  

『歯科なるほどホント学』に続く“なるほど”シリーズ第 2 弾。
第 1 弾で、病理学者＋歯科医である著者は、歯科臨床の常識
を病理学の立場から“なるほど・ホント”の世界へ方向転換し
てくれた。本書はその著者が病理医として剖検で遭遇したこと
や幼少から現在までのさまざまな場面をエッセイにまとめた。

歯科なるほどケンサ学
井上　孝	（東歯大教授）著
B5判変型・116頁	 本体3,100円+税
'03/5発行  

一般医科では臨床検査が広範に臨床に取り入れられている
が、テクニック中心の歯科医療では日常臨床に検査が入り込む
余地が少ない。しかし、医療は医学に基づくものであり、医学
が病態を解明することは変わるはずがない。そんな著者の思
いが「歯科なるほどシリーズ」の第 3 弾の本書に凝縮されて
いる。歯科医も知っておくと大変便利な検査学の実態を著者
一流の軽妙な筆致で書き下ろした。
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歯科なるほどイロイロ学
井上　孝	（東歯大教授）著
B5判変型・116頁	 本体3,200円+税
'10/4発行  

歯科なるほどシリーズ「ボウケン学」「ホント学」「ケンサ学」の
完結編。歯科寓話、歯科医療、病理、検査、世界の歯科事情
など、多種多様な視点から今後の歯科界の未来を予見してい
る。病理学者＋歯科医である著者の長年の経験と知識からの
エッセイは、ときに鋭く、ピリッと辛口。読みものとしてもおも
しろい。

140字の歯科臨床
タカシのツイッター
井上　孝	（東歯大教授）著
B6判・148頁	 本体2,000円＋税
'14/1発行

いまでもガラパゴス携帯をこよなく愛する筆者が、140 字以
内の文章と写真で、歯科臨床をツイート。「歯科の思いこみ」「被
覆と歯周病」など、病理学者の目を通した歯科臨床、あわせて

「知られざる日本人」「パンダ」など、教育者、社会人としての
視点から現在の社会に対するユーモアを交えてのつぶやきも。

「なるほど」「ほんと!?」と読者が反応する140 項目を収録。

保険診療の患者さんが
「自費でお願いします」
ドクター20人の「自由」プレゼンテーション

塩田博文	（福島県・開業）他　著
A4判･128頁	 本体5,800円+税
'04/7発行 

医院経営は年々むずかしい。保険だけじゃお先は暗い。かと
いって、自費というのもシキイが高い。困った困ったの医院の
現状に風穴を開け、活性化のヒントとなるのが本書だ。保険の
患者をスムーズに自費へ移行させるノウハウを、症例で追求し
た、経営と臨床のハイブリッド版。悩める院長先生に贈るホット
メッセージ。

自由診療それぞれ
—患者治療の最高最善—

近藤隆一	（東京都・開業）
南　清和	（大阪府・開業）
寺西邦彦	（東京都・開業）他　著
A4判･132頁	 本体5,800円+税
'05/4発行 

患者にとっての最高最善の治療とは何か？　エビデンス＋患
者の特質＋治療技術の3つといえるだろう。12 人の筆者が得
意としているパート（インプラント、クラウン・ブリッジ、ホワイ
トニング、ペリオ、レーザー、総義歯、パーシャル・デンチャー、
予防）を執筆し、最高最善の治療を問いかけている。

自由診療のステップbyステップ
腕を上げたい	うまくなりたい
吉田秀人	（神奈川県・開業）他　著
A4判・104頁	 本体5,800円+税
'05/11発行 

意欲的な臨床家なら「腕を上げたい」「うまくなりたい」と思う
のは当たり前である。この 2 つをキーワードとして自由診療に
着目し、自由診療でスキルアップした症例を 12 人の臨床家が
紹介する。そして、「私にとっての自由診療とは」と題して、そ
れぞれの臨床家が自由診療に対する想いを語っている。
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歯科用半導体レーザーの
基礎と実践テクニック
西山俊夫	（神奈川県・開業）監・著
A4判・128頁	 本体10,000円+税
'06/10発行 

歯科用レーザーは歯の治療において欠かせない物となってい
ます。なかでも半導体レーザーは小型軽量、値段も比較的廉
価で歯科の臨床に導入しやすいレーザーと言えます。本書で
は半導体レーザーの基礎的知識とさまざまな臨床例を取り上
げ、DVD では正しい使い方と臨床応用例を紹介。

低侵襲で質の高い
CO2レーザー臨床
荒川義浩	（大阪府・開業）著
A4判・100頁	 本体7,000円+税
'13/4発行 

CO2 レーザーを用いて行う“質の高い低侵襲治療”を解説し
た症例集。症例は、う蝕治療や根管処置を含めた硬組織疾患
への応用を 14 例、抜歯や粘膜疾患等に対する軟組織への応
用を19 例収載している。CO2レーザーによる低侵襲治療は、
術者・患者双方にストレスが少なく、予防歯科時代のツールと
して最適。

レーザー歯学の手引き
一般社団法人日本レーザー歯学会　編
A4判・132頁	 本体7,000円＋税
'15/4発行

本書は、一般社団法人日本レーザー歯学会が監修した、レー
ザー治療の手引きとなる参考書です。レーザーの基礎から
安全管理、臨床への応用など、必要な情報をコンパクトに
まとめ、認定医や専門医を目指す方々の指針ともなるように
配慮されています。レーザー治療の一部は、保険診療に認
められ、歯科医師国家試験、CBT にもレーザーに関する問
題が出題されるようになり、一般の方々への認知も進んでい
ます。レーザー治療を手がける、または手がけようとされる
方々の座右の書です。

歯を長期に守る救歯臨床
—スタディー・グループ「救歯会」の
　ケースプレゼンテーション—

黒田昌彦	（東京都・開業）
伊藤公二	（東京都・開業）
西原英志	（東京都・開業）
服部夏雄	（東京都・開業）
法花堂治	（千葉県・開業）著
A4判・112頁	 本体7,000円+税
'08/4発行 

歯を抜かないで治療して欲しいという患者さんの要望が増え
ている。スタディー・グループ「救歯会」では、従来では抜歯
に至ったケースをいかに長くもたせるかを研究テーマに臨床
を行い、本書では会員の中から 5 人の先生が長期の 25 症例
を発表。

聞くに聞けない
臨床手技のピンポイント３７
松本勝利	（福島県・開業）編・著
A4判・128頁	 本体6,000円+税
'08/12発行 

日常臨床のなかで「今さら聞けない」といった、初歩的だが奥
の深い事項に遭遇したことはありませんか。本書は、そうした
事項 37 を選んで、若手歯科医師から熟練歯科医師まで気楽
に読めるように、できるだけ多くの写真や図を掲載し、わかりや
すく解説している。また、キーワードやピンポイント・アドバイ
スを設けて、自分の知識が不安になったとき素早く引き出せる
構成になっている。
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医院すたいる	診療スタイル
それぞれ
村岡秀明	（千葉県・開業）編
A4判・156頁	 本体7,000円+税
'09/4発行 

自分の歯科医院を特徴づける近道は、得意技をもつことであ
る。それが診療スタイルになり、医院の売りになる。本書は著
名な臨床家（25 名）の先生方に自医院とその診療スタイルを
紹介していただいた。これから「医院すたいる」「診療スタイ
ル」を固めようとする先生方にとっては大いに参考になる。

Making	Smile
—キレイな口元で素敵な笑顔になるために—

須崎　明	（愛知県・開業）著
A5判・リング製本・56頁　本体3,800円＋税
'14/9発行

コンポジットレジン材料の発展や接着技術の進化など、審美歯
科治療の選択肢は増しています。しかし、どんな治療方法があ
るのか、わからないまま悩んでいる患者さんが多いのも事実。
そんな患者さんに納得して治療を選択いただき、口元がキレ
イになり、そして笑顔を取り戻し、心も元気になっていただく。 
ストーリーとステップで「審美歯科治療」を紹介し、自由診療
にもつながる新コンセプトの治療案内ツールです。

はじめる・深めるMFT
お口の筋トレ実践ガイド

山口秀晴	（東京都・開業）
大野粛英	（神奈川県・開業）
橋本律子	（歯科衛生士）編
A4判変型・132頁　本体5,000円＋税
'16/2発行

『月刊DHstyle』の人気連載が待望の書籍化。症例編、Q&A
など大幅加筆しました。「MFTってよく知らないけど興味が
ある」　「MFT についていろいろなことを知りたい！」という
声に応えるべく、わかりやすく、丁寧に、MFT の“魅力”と

“効果”をご紹介しています。MFT を学ぶはじめの一歩とし
て、MFT に関する知識の整理として、オススメの一冊です。

日常臨床の
レベルアップ＆ヒント72
北村和夫	（日歯大附属病院教授）
岩渕博史	（神歯大大学院准教授）
飯野文彦	（東京都・開業）
田中晃伸	（茨城県・開業）
坪田有史	（東京都・開業）編・著
A4判・184頁	 本体8,000円＋税
'15/12発行

本書は、「コンポジットレジン修復」、「歯内療法」、「歯周治療」、
「クラウン・ブリッジ」、「インプラント」、「有床義歯」、「外科手
術」、「小児歯科」、「高齢者歯科」など、日常臨床におけるほ
ぼすべての領域のなかから、全 72 項目を厳選。各分野を専 
門とする先生方に、それぞれ創意工夫を凝らしているポイント
や注意点といった“勘所”を中心に解説いただき、2 頁もしく
は 4 頁で端的に編んでいる。読みやすく、日常臨床のレベル
アップに直結する、開業医にうれしい一冊。

治療のリスクと選択肢
リスクを回避した治療を選択する
“Multidisciplinary･Approach”

渡辺隆史	（福島県・開業）著
A4判変型・224頁	 本体13,000円＋税
'17/4発行

安全・安心・確実な治療を行うために、「正しい診断」、「患者利
益を追求した治療」「低侵襲治療」「矯正を取り入れたマルチ
ディシプリナリーアプローチ」「矯正医とのインターディシプリナ
リーアプローチ」をキーワードに、「予後のリスクを回避するた
めの治療方法の選択肢」をディシジョンツリーに示し、わかりや
すく紹介。
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包括的歯科診療入門
現象と時間の視点から

小川廣明	（山口県・開業）著
A4判・244頁	 本体13,000円＋税
'17/11発行

う蝕、歯周疾患、欠損歯列、咬合崩壊、審美障害などの多様
な病態を現す患者に対し、どのように診断し、どこから手をつ
ければよいのだろうか。顎口腔系にみられる疾患は、種々の原
因因子、関与因子が複雑に絡み合っており、開業医には歯科
全般にわたるバランスのとれた診断能力と手技が要求される。
本書では、『月刊デンタルダイヤモンド』2015 年 1 月号から
2016 年12 月号まで連載した同名コーナーに大幅加筆し、修
復、歯周、補綴、咬合、審美を含めた包括的歯科診療の真髄
を解説。基本に忠実な処置の積み重ねのうえに成り立つ、歯
科臨床の到達点がここにある。

いますぐはじめる！
やさしい感染管理　
小宮山彌太郎	（東京都・開業）監
山口千緒里	 （歯科衛生士）著
B5判変型・104頁	 本体3,500円+税
'16/6発行 

感染管理の徹底はコストがかかり、経営を圧迫する……。そ
れって本当でしょうか？「必要のない薬剤の使用や意味のない
清掃行為の撤廃による“経費削減”」「安心・安全な医院という
評判による“増患”や“採用の応募増”」など、実は医院経営を
潤す、オイシイ取り組みなのです。図版を多用してわかりやす
い本書を各人 1 冊携え、いま、すぐ、はじめましょう！

唾液のチカラQA
小川郁子（広島大学病院	口腔検査センター）
北川雅恵（広島大学病院	口腔検査センター）著
B5判変型・108頁	 本体3,400円+税
'17/4発行 

食べる喜びや会話する楽しみを感じ、健康で心豊かな生活を送
るために欠かせない唾液の重要性は、広く 一般にも知られる
ようになりました。そんな身近な唾液について、みなさんはど
のくらいご存じでしょうか？
本書は、知っているようで実は知らないことも多い唾液につい
て、読みやすい Q＆A 形式で正しい知識を整理しています。
また、唾液を用いる検査、唾液の減少によるドライマウス（口
腔乾燥症）への適切な対処、さらには唾液腺の病変について
も解説している、“使える”情報がもりだくさんです。

ハイジニストワークの
クリニカルQA
NDL 株式会社
長谷ますみ（歯科衛生士）他　監
B5判変型・232頁	 本体4,800円+税
'17/1発行 

臨床現場の歯科衛生士は、さまざまな悩みを抱えています。
その内容は、スケーリング・ルートプレーニングなどの技術的
なことから、丁寧に説明しても患者さんに伝わらないといった
コミュニケーションに関することまで、星の数ほどあります。大
半の歯科衛生士は、悩みを相談できる先輩や同僚がいないの
が現実でしょう。本書は、そのような悩みを多く取り上げ、端的
に答える Q&A 形式で構成し、手に取りやすいサイズで作りま
した。本書を“頼れる先輩”として、ぜひご活用ください。

  ▼ 補綴・咬合

DENTAL DIAMOND 増刊号 
メタルフリー自由自在
—審美・健康を考えた最新臨床の実際—

高橋英登	（東京都・開業）
島田和基	（東京都・開業）
山本尚吾	（東京都・技工所開業）編
A4判変型・194頁	 本体4,400円+税
'02/3発行  

患者の審美的な要求やアレルギー回避などの観点から、口腔
内の金属を一掃しようとする試みが高い関心を集めている。こ
うした時代背景を踏まえ、メタルフリー臨床の考え方、経緯、
製品の特徴や正しい術式などの最新情報を整理し、臨床を実
践するうえで参考となる情報を収載した。
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DENTAL DIAMOND 増刊号 
オールセラミックスの
最前線	—エキスパートから20のアドバイス—
加藤正治	（東京都・開業）
島田和基	（東京都・開業）
松永興昌	（福岡県・開業）
南　清和	（大阪府・開業）編
A4判変型・168頁	 本体4,800円+税
'08/10発行  

“メタルフリーによる生体の調和”をテーマに、これから取り組
もうとしている読者にも向けて、オールセラミックスの有利な
点をさまざまな角度・視点から提示し、日常臨床においてスタ
ンダードなものにするためのポイントについて解説。また、近
年のオールセラミックスを考えるうえで欠かすことのできない
重要な点として、患者とのコンサルテーションやラボサイドとの
連携、メインテナンス、トラブル回避の方法などを示す。

DENTAL DIAMOND 増刊号 
開業医のための
明快・咬合臨床
—診査・診断から治療まで—

寺岡康利	（東京都・開業）
龍田光弘	（兵庫県・開業・大歯大講師）編
A4判変型・160頁				本体4,800円+税
'11/07発行  

「難解」から「明快」へ正常な咬合を解き明かす。従来からの
咬合治療に対するアプローチに加え、咬合の長期安定にかか
わる健全な顎関節、神経筋機構、咬合の 2 次元的な調和が必
要であることに着目。診断基準となる咬合の基礎知識や診断
のための器具・器材の紹介など、日常臨床に欠かせない咬合
における最新知見を整理し、咬合治療のポイントを事例を交え
てわかりやすく解説。咬合臨床を「難解」から「明快」へと導
く必携の 1 冊 ！

前歯部欠損補綴の
トリートメントデザイン
小川勝久	（東京都・開業）
木本克彦	（神歯大大学院教授）著
A4判・148頁	 本体9,000円＋税
'14/4発行

近年、上顎前歯部の少数歯欠損に対し、インプラントが第一選
択とされつつある。しかしながら、従来の固定性ブリッジ、そ
して接着性ブリッジ等の長短も併せて説明し、選択の幅を広げ
ることで、患者満足度の向上はもちろん、トラブルの回避にも
繋がる。本書は、補綴治療オプションとそれに伴う補綴前処置
の付加的手技を点数化し、かつ術者の技量を評価する“自己
チェックリスト”を収載。術者個々人の技量と患者の希望に合
わせた、よりよい治療計画をデザインできる１冊。

「TCH」見逃していませんか？
診査・診断・是正・指導のポイント

木野孔司	（木野顎関節研究所）監・著
佐藤文明	（東京都・開業）編・著
和気裕之	（神奈川県・開業）
西山　暁	（東医歯大大学院）
澁谷智明	（日立製作所横浜健康管理センタ）
中山玲奈	（東医歯大大学院）
兜森彩日	（歯科衛生士）著
A4判変型・160頁	 本体8,000円＋税
'16/7発行

近年、顎関節症の原因の１つとして上下歯列接触癖（Tooth 
Contacting Habit：TCH）が注目されており、顎関節症患
者の多くは、この TCH を是正することによって顎関節症の症
状が消失することがわかってきた。さらには、肩こりなどの不
定愁訴への関与も明らかになってきており、歯科発の新たな
領域として関心が高まってきている。本書では、TCH の概念
を明確にし、日常臨床における診査・診断、是正と指導につい
て、わかりやすくご解説いただいた。患者さんのためにも是非
ご一読を！

行田克則の臨床アーカイブ
補綴メインの長期100症例
行田克則	（東京都・開業）著
A4判・272頁	 本体20,000円＋税
'15/4発行

さあお立会い。本書に登場するのは、補綴介入したケースで、
平均経過年数 18 年 5ヵ月、再補綴率 0.15％、補綴歯以外
の生存率 98.3％という、驚異の 100 症例！　自費による補
綴治療は 10 年もつのは当たり前、再治療は 20 年を超えて
からと考える筆者による、有言実行の証が詰まったこの１冊は、

「百見の価値」あり！　この稀覯本を手に取り、自身の目でとく
とご覧あれ。
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第1大臼歯のミステリー
咀嚼のランドマークを探せ
主機能部位に基づく
実践咬合論　
加藤　均
（東京証券業健康保険組合診療所	第二診療部）著
A4判・144頁	 本体8,600円+税
'10/11発行 

「ヒトはどこで咀嚼しているのだろう ？」 。歯科医学における永
遠の課題を研究テーマにした著者が、第 1 大臼歯の知られざ
る機能状況や重要性を明らかにしてたどり着いた「主機能部位
咀嚼理論」。咀嚼に重点をおいて機能的咬合面形態を作製する
という実践的な咬合理論について解説。

中沢勝宏の
誰にでもわかる咬合論
中沢勝宏	（東京都・開業）著
上村一樹　作画
A4判変型・110頁	 本体10,000円+税
'11/2発行 

異彩を放つ咬合論をアトラスで魅せる。従来の咬合論は、顎
関節機能に全く問題のない患者を前提に構築されている。し
かし、顎関節機能の正常な患者を探すのは困難である。長年、
顎関節症治療を専門にして見えてきた「咬合」の事実を解説。
顎関節を熟知している著者だからこそ、難しいと言われる咬合
をやさしく解き明かす ！

小出	馨の臨床が楽しくなる
咬合治療
小出　馨	（日歯大新潟生命歯学部教授）監・著
A4判・150頁	 本体8,000円＋税
'14/3発行

「顎関節と咬合については、大学で教わった内容だけではほと
んど理解できていないため、実際の臨床でいつも不安がある」
という先生方は多い。そのような声に応えるべく、『月刊デンタ
ルダイヤモンド』にて連載した「顎関節と咬合に強くなろう─
毎日の臨床が楽しくなる」に数多くの新たな知見を加え、臨床
に不可欠な顎関節と咬合に関連する重要事項をわかりやすく
示した。咬合治療を身近で楽しいものに変える１冊。

これって本当に顎関節症？
歯科医院で鑑別診断するためのAtoZ

原田　清	（元	東医歯大大学院）監
和気裕之	（神奈川県・開業）
澁谷智明	（日立製作所　横浜診療所）編・著
B5判・144頁	 本体6,000円＋税
'15/7発行

顎関節症は歯科が診る病気として広く認知されている。近年、
顎関節症の病態や病因に関する研究が進歩し、治療法は可逆
的な保存療法が中心。そして、開業医が適切な診察と検査を
行い、的確に診断して初期治療を行えば症状の改善が期待で
きる。そのためには、開業医においても鑑別診断が不可欠。本
書は、開業医が安全・確実に顎関節症を診療するための「顎関
節症の鑑別診断と治療の最新情報」を網羅した、チェアーサイ
ド必携の書。

支台歯形成の
ベーシックテクニック
岩田健男	（東京都・開業）著
A4判・180頁	 本体9,000円+税
'11/10発行 

支台歯形成の原則と課題に基づいた支台歯形態を示し、支台
歯のデザインとその適応症、形成法のノウハウを部位別、ケー
ス別に解説。実際の形成法の手順を追いながら、日常臨床に応
用できるテクニックをステップごとにわかりやすくまとめた。ビ
ギナーはもちろん、支台歯形成の技術をより一層高めたい方
にも役立つ 1 冊。
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  ▼ 有床義歯

DENTAL DIAMOND 増刊号 
私のPD臨床
─気鋭のケースプレゼンテーション─

渡辺宣孝	（神奈川県・開業）編
A4判変型・180頁	 本体4,400円+税
'07/7発行  

患者さんに喜ばれる、嚙める、話せる、痛くないパーシャルデ
ンチャーの臨床にスポットをあてた増刊号。第１部では全国で
活躍されている 20 名の臨床家による気鋭のケースプレゼン
テーション。初診からメインテナンスまで、長期にわたる個性
あふれるパーシャルデンチャー臨床を紹介。第２部では、パー
シャルデンチャーの設計と製作はもちろん、術前診査や術後管
理までの基礎とその考え方を詳述。パーシャルデンチャー臨床
における最新の“バイブル”。

DENTAL DIAMOND 増刊号 
患者に喜ばれる
パーシャルデンチャー
五十嵐順正	（元	東医歯大大学院教授）
岡崎定司	 （大歯大教授）
馬場一美	（昭和大歯学部教授）
谷田部　優	（東京都・開業）編
A4判変型・164頁	 本体4,800円+税
'12/7発行  

どんな治療においても、“患者に喜ばれる”という観点は必要
不可欠な要素の一つ。本増刊号では、“患者に喜ばれる”をコ
ンセプトに、PD 臨床の基礎からメインテナンス、注意すべき
プロブレムリスト、更には最新材料や最新テクニックまで網羅。
また、巻末には、臨床現場で役立つ便利な“患者説明用ツー
ル”を収載した。PD を本格的に学びたい方、見直したい方、
そして新たな臨床応用を知りたい方に最適な 1 冊 !

DHstyle 増刊号 
いまこそ知りたい･そろそろ知りたい
デンチャーQ&A
谷田部　優	（東京都・開業）
前畑　香	 （神奈川県・開業）編
B5判・148頁	 本体3,200円+税
'16/9発行 

デンチャーを長期に機能させるためには、歯科衛生士らによる
適切なメインテナンスと指導が望まれますが、デンチャーにつ
いて学ぶ機会はあまりないのが現状です。そこで、デンチャー
の基本からメインテナンス方法まで、「いまさら聞きにくいこと」
や「そろそろ知りたいこと」を 1 項目 2 頁を基本とした Q&A
形式でやさしく、わかりやすく学べる本書を企画しました。院内
で広くご活用ください。

村岡秀明の総義歯臨床図鑑
村岡秀明	（千葉県・開業）著
A4判・116頁	 本体10,000円+税
'02/2発行 

よくわからない人が読んでもよくわかる。よくわかっている人
が読めば、ものすごくよくわかる。総義歯作りと、著者・村岡
秀明という歯科医のこと。患者とのやりとりのなかに総義歯作
りのエッセンスがちりばめられている。「総義歯作りのポイント」
と「総義歯作りの楽しさ」を綴ったこれまでにない本。

村岡秀明の総義歯咬合採得
咬合調整
村岡秀明	（千葉県・開業）著
A4判・80頁	 本体10,000円+税
'03/4発行 

前編の咬合採得の項では、患者が旧義歯を持っている場合と
持っていない場合のそれぞれに対応した咬合採得の手順を解
説。後編の咬合調整では、その方法と手順、咬合調整の実際と
調整時のポイントについて症例を示しながら解説。巻末に、咬
合採得と咬合調整の流れをチャートで示しわかりやすく説明。
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全部床義歯実況講義
フルマウスリコンストラクションの第一歩

水口俊介	（東医歯大大学院教授）編・著
A4判・120頁	 本体6,500円+税
'16/5発行 

『月刊デンタルダイヤモンド』で 2014 年 1 月号〜 12 月
号に連載され人気を博した「全部床義歯臨床 基本の“き”」
が、待望の単行本化！ 写真を多用し、全部床義歯を具体的
に明確でわかりやすく、一気通貫で解説。義歯に関するスキ
ルアップに最適な一冊です !!

デンチャーライニング
—義歯裏装の臨床と基礎の最前線—

濱田泰三	 （東北大大学院教授）
村田比呂司	（長崎大大学院教授）著		
B5判・190頁	 本体6,200円+税
'01/8発行 

高齢者や寝たきり老齢者の急増とともに、その口腔内環境の
維持、改善を図るうえでデンチャーライニングは大きな役割を
果たしている。本書では、とくに軟組織の状態や咀嚼、咬合、
また患者のニーズに合った材料の物性を理解・選択した理想
のライニングの臨床を追う。

ティッシュコンディショナー
濱田泰三	（東北大大学院教授）編・著
B5判・104頁	 本体6,200円+税
'07/4発行 

ティッシュコンディショナー（組織調整材、粘膜調整材）が紹介
されてから40 年以上が経過した。日常臨床では定着したよう
だが、十分に理解されていない部分も多い。
そうした疑問等に答えるティッシュコンディショナーのすべてを
盛り込んでいる。臨床をはじめ使用目的、組成、理工学的性
質、安全性、機能的効果、取り扱い方、メンテナンス、市販製
品リスト等を掲載している。

義歯の洗浄
—デンチャープラーク・フリーの最前線—

濱田泰三	（東北大大学院教授）
二川浩樹	（広島大歯学部教授）
夕田貞之	（㈲ナミテック）著
B5判・138頁	 本体5,600円+税
'02/9発行 

市販の義歯洗浄剤にはいろいろな組成のものが出まわり、多く
の患者が使用している。また、最近はデンチャープラークが高
齢者の誤嚥性肺炎とも関わりがあることがわかってきた。この
ような状況を踏まえ、介護の分野や高齢者の日常生活におい
て実践の参考となるよう義歯の洗浄と義歯洗浄剤について整
理するとともに、義歯製作に関わる臨床医にも有益な資料を多
数掲載。

義歯安定剤
濱田泰三	 （東北大大学院教授）
村田比呂司	（長崎大大学院教授）
夕田貞之	 （㈲ナミテック）
玉本光弘	 （広島大歯学部附属技工士学校）
貞森紳丞	 （広島大大学院准教授）著
B5判・106頁	 本体5,600円+税
'03/6発行 

歯科界でタブーとされてきた市販の義歯安定剤は、無視する
ことが出来ないほど患者の関心が高い。義歯安定剤は不適切
な義歯を補うことだけの用途と思われるが、最近は床下粘膜と
床のインターフェースを取りもつ重要なケースも増えてきた。
そこで義歯使用者の QOL 向上のために歯科医療従事者が義
歯安定剤について再考するきっかけになる情報を掲載。
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デンチャースペース義歯
～その理論と製作法～

田中五郎	（神奈川県・開業）著
A4判・112頁	 本体6,000円+税
'16/9発行 

超高齢社会において総義歯の需要がますます高まりをみせる
ものの、顎堤吸収が進んだ患者さんを満足させる義歯を作
るのは容易ではありません。そこでお勧めしたいのが、「デン
チャースペース義歯」です。デンチャースペースとは失った歯牙
や歯槽骨がもともとあった位置のことを指し、そのデンチャー
スペースにマッチした義歯をデンチャースペース義歯といいま
す。本書ではデンチャースペース義歯の理論とその実践を一
つ一つポイントごとに解説し、臨床経験を補えるような基準や
テクニックを紹介しています。総義歯製作で悩むすべての歯科
医師に読んでいただきたい一冊です。

総義歯製作ガイダンス
—人工歯排列および顆路測定と咬合器—

豊田静夫	（元	九州歯科技工専門学校）
鬼塚智仁	（元	九州歯科技工専門学校）著
B5判･104頁	 本体5,000円+税
'01/8発行 

新しく改良した咬合器（モービルスペイシー ST）と顔弓の特
徴と使用法、また咬合器を使用する際に必要な顆路傾斜角の
測定に利用されるチェックバイト法など、最新の情報に基づい
た正確な義歯を製作するための臨床術式を詳述。

塩田博文語録
—塩田イズムは義歯作りにも通ず—

塩田博文	（福島県・開業）著
A5判変型・120頁	 本体2,800円+税
'13/8発行  

本書は、好評発売中の『塩田博文の義歯力』にある箸休め的
コラム「臨床福袋」が大変好評で、読者から寄せられた「こう
いったものをもっと読みたい」という多くのリクエストに答えた
1 冊です。“美味しいときは、幸せなとき”（塩田語録から）。こ
の状況を作りだすのに、歯科医師の力は欠かせません。56 話
の語録とほのぼのとした挿画が、あなたの心を支えてくれるこ
と間違いなし。

塩田博文の
軟化パラフィンワックス
臼歯部咬合法って何？
塩田博文	（福島県・開業）著
A4判・152頁	 本体12,000円+税
'03/8発行 

著者考案の軟化パラフィン臼歯部咬合法（軟パラ法）で、落
ちる・切れない・当たる・噛めないなど義歯の不調に対し、ど
のように対応したらよいか、そのテクニックを紹介。義歯作りで
もっとも大切といわれる咬合調整、義歯の成否を分ける水平的
顎位の確実に間違いのない採得の手法を解説。新義歯製作時
にも軟パラ法は有効であると詳述。

塩田博文の義歯物語
自費が生まれるとき
塩田博文	（福島県・開業）著
A4判・256頁	 本体19,000円+税
'04/10発行 

医療を取り巻く状況は、自費が生まれにくい環境にある。本書
は補綴治療を行うとき患者の気持ちになって、本心で患者が
自費を受け入れてもらうために、こういう方法なら誤解を招か
ない、また術者も後ろめたさを感じないという著者の手法を紹
介。患者との信頼関係を築きながら著者は「金属床」のすべ
てについて記述。
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1枚の写真ではじまる
12人の義歯臨床
村岡秀明	（千葉県・開業）編・著
A4判・80頁	 本体5,000円+税
'10/2発行 

それぞれの臨床家の義歯作りには、きっかけがある。それを
「１枚の写真」であらわした。写真を通して展開される内容は、
「治療用義歯」「フラビーガム対応デンチャー」「最終印象の
評価法」「訪問診療における義歯治療」など、さまざま。義歯
の形がみえてくる12 人の臨床家の義歯ストーリー。

機能的でより美しい

Dr. カワラダによる
審美補綴臨床
川原田幸三	（三重県・開業）編・著
A4判・164頁	 本体9,000円+税
'11/4発行 

口腔外科ならびに総義歯を究めた筆者に、審美補綴の観点か
ら、歯冠修復、局部床義歯、総義歯の３つのステージで解説
いただいた。インプラントにも劣らない審美的で機能的な補綴
物は、医院の信頼を高め、患者を幸せにしてくれるだろう。

インプラントパーシャルデンチャー
IARPDの臨床
亀田行雄	（埼玉県・開業）監・著
A4判・154頁　本体8,500円＋税
'15/3発行

本書で提案するインプラントパーシャルデンチャー（IARPD）
に関しては、以前より臨床にて行われていたにもかかわらず、
多数歯欠損補綴の治療選択肢に含まれることはあまりありま
せんでした。本書では IARPD に関して、現時点でわかってい
るエビデンスを整理し、従来の補綴装置との利点だけでなく欠
点も明確にしました。インプラントの埋入からメインテナンスま
で、症例も多数掲載し、臨床に即した内容になっております。
IARPD を治療のオプションとして取り入れる一助となれば幸
いです。

Denture	World
—義歯で口福になるために—

戸田　篤	（歯科技工士）著
A5判・リング製本・68頁　本体3,400円+税
'13/4発行             

義歯を道具ととらえ、患者さんにとって良い義歯を選択し、上
手に使っていただく。そんな、患者さんを「口福」にし、義歯
のイメージを変える新感覚の義歯案内書です。全ページフル
カラー、写真掲載 100 点以上、デンチャーの種類や特徴を患
者さんにわかりやすく、簡潔にまとめました。診療室、待合室
に置いていただくのはもちろん、義歯を製作する歯科技工士さ
んにも利用していただきたい 1 冊です。

DENTURE	1st	book
ビジュアルでわかる総義歯作製“超”入門

前畑　香	（神奈川県・開業）著
A4判・124頁	 本体7,000円＋税
'16/3発行

“大”がつくほど総義歯治療が嫌いだった著者は、義歯治療全
般を得意としていた御尊父の急逝に伴い、義歯患者ばかりの
医院を承継することに……。以後、数多のセミナーを受講し、
文献を渉猟して、多くの先達から得た知識をもとに編んだ本書
は、“超”初心者でも成功する総義歯治療のポイントが、写真
を中心にまとめられている。「こんな本がほしかった」を形にし
た一冊！
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デンチャーメインテナンス
谷田部優	（東京都・開業）監
前畑　香	（神奈川県・開業）編・著
三宅宏之	（宮城県・開業）
湯田亜希子（北海道・ひだまり歯科）著
B5判変型・100頁	 本体3,500円＋税
'17/9発行

義歯が患者の口腔内で長く安全に機能し続けるためには、正し
い知識のもとで日々のケアを行う“デンチャーメインテナンス
の実践”が不可欠です。本書は、義歯の機械的清掃および化
学的清掃のノウハウ、義歯洗浄剤をはじめとするおよそ 100
の関連製品の紹介、医院で行うプロケアの方法などを、豊富
な写真を中心にやさしく解説。歯科医療従事者はもちろん、看
護師をはじめとする多職種、義歯装着者とその介護者にも役立
つ一冊です。

ニシムラメソッド
―咬合圧平面法を用いた総義歯作製―

西村政仁	（埼玉県・開業）編・著
A4判・100頁	 本体5,800円＋税
'15/11発行

総義歯を作ったが、患者から「痛くて噛めない」「義歯が外れ
る」などと訴えられ、総義歯づくりに悩む歯科医師は多い。本
書は咬合論を探求し、経験のなかから生み出された咬合圧平
面法を用いた総義歯づくりを詳述。具体的にはセファロ画像を
PCソフトで分析・設計した作製法で、新たな視点の総義歯臨
床をわかりやすく紹介。

コンプリートデンチャー
鈴木哲也のマスター1
ランクアップのための知恵と技

鈴木哲也	（東医歯大大学院教授）
古屋純一	（東医歯大大学院教授）著
A4判・228頁	 本体12,000円＋税
'17/4発行

新義歯、旧義歯（修正）に関わらず「よい義歯」の製作には、
「あるべき姿」の理解が欠かせない。その一番の近道は「辺
縁形成のステップ」を通して「義歯の形態、印象採得の本質を
考えること」と筆者は言う。本書では、そのような観点から整
理された口腔の解剖学的、生理学的、理工学的知識の義歯製
作への生かし方をステップごとに解説。鈴木流、「誰でもできる
義歯製作のノウハウ」が軽妙な語り口と５００点にも及ぶ図版で
まとめられている。

  ▼ 開業医のための実践デンチャーシリーズ

塩田博文の義歯力
塩田博文	（福島県・開業）著
A4判・200頁	 本体8,600円+税
'13/2発行 

義歯作りはなかなか難しいと思っている先生方は多い。本書
は、先生方が知りたい義歯作りのコツやツボを、塩田義塾にお
ける質疑応答形式でまとめたもの。質問にそった症例も数多く
提示している。また、ちょっと違った視点から義歯作りを語った
コラム「臨床福袋」には、義歯臨床のヒントがたくさん詰まっ
ている。

村岡です。
村岡秀明	（千葉県・開業）著
A5判・176頁	 本体4,400円+税
'13/4発行 

いまや総義歯製作の名人の域に達した村岡秀明先生の、総義
歯臨床への思いがぎゅっと詰まった本です。本書を読めば、村
岡先生が患者に喜ばれる総義歯を作れるのは、ユーモアセン
スに溢れたあったか〜いハートの持ち主だからだ ！ ということ
に気づかれることでしょう。十八番の「コピーデンチャーの作
製」の手順も掲載しています。
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総義歯臨床のHands-on
松下　寛	（東京都・開業）
杉山雅規	（歯科技工士）著
A4判・172頁	 本体7,200円+税
'13/11発行 

総義歯作りでは、いろいろな工程での「手・加減」をマスター
することが重要。咬合診査・調整、咬合採得、印象採得等、
経験の浅いドクターにも、その微妙な手・加減をわかり易く紹
介している。患者が希望する保険、自費にも広く対応でき、症
例も多数掲載。

What	is	Suction	Denture	?
佐藤勝史	（山形県・開業）著
AB判・88頁	 本体8,000円＋税
'14/8発行

上顎総義歯の吸着が達成されたら、次は下顎総義歯の吸着で
ある。上下顎の総義歯が吸着すると、安心して会話が楽しめ、
食卓のバリエーションが豊かになり、食事もリズミカルにでき
る。本書では、「下顎総義歯吸着システム」のコンセプトとメカ
ニズムを著者なりに咀嚼してわかりやすく解説し、初めて吸着
義歯を臨床に取り入れたい先生方に適した製作法を紹介。ま
た、吸着が得られなかった症例に対する対処法にも言及。

This	is	Suction	Denture！
佐藤勝史	（山形県・開業）著
AB判・112頁	 本体9,000円＋税
'17/12発行

本書は『What is Suction Denture?』に続く、“吸着”下顎
総義歯マニュアルの第二弾。より義歯の安定度が増し、より吸
着度が増すためのアドバンス編。内容がより読者に伝わるよう
更なるビジュアル化に努めた。上顎総義歯同様に、下顎総義
歯でも８割程度の吸着は当たり前となる世界を実感していた
だきたい。すべては、困っている無歯顎患者さんの笑顔のた
めに。

1歯欠損から1歯残存までを補綴する
Best	Denture	Design
谷田部　優	（東京都・開業）著
A4判・128頁	 本体7,200円＋税
'15/3発行

パーシャルデンチャーは、「1 歯欠損」から「1 歯残存」まで
の欠損修復に対応でき、歯が存在するほとんどすべての欠損
が適応症例となる。本書では、あまたの欠損分布のなかから、
とくに遭遇することの多い 60 例の設計を掲載。設計のポイン
トや、それを元にして考えられる設計を箇条書きにし、必要な
ときに取り出せる構成となっている。基本を理解すれば、バリ
エーションはさらに広がるだろう。

  ▼ クラウンブリッジ

DENTAL DIAMOND 増刊号 
支台歯形成
─次世代に向けて･─

宮内修平	（大阪府・開業）監・編
坪田有史	 （東京都・開業）
貞光謙一郎	（奈良県・開業）
島田和基	 （東京都・開業）編
A4判変型・168頁	 本体4,800円+税
'09/7発行  

日常臨床において毎日のように繰り返し行われてきた歯科診
療の柱となる行為である支台歯形成を、ベーシックの部分か
ら捉えなおすとともに、新たなテクニックや考え方に基づいた
理想的な手法も紹介。レジン充塡やインレー・アンレー、ラミ
ネートベニアなど、さまざまな種類の修復処置における効率的
で確実な形成方法や、口腔内の部位別（前歯、犬歯、小臼歯、
大臼歯）における形成の違いを詳細に解説。
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DENTAL DIAMOND 増刊号 
ここまで進化した
メタルフリー修復＆補綴臨床
坪田有史	（東京都・開業）
島田和基	（東京都・開業）
山本雄嗣	（鶴見大歯学部）編
A4判変型・164頁	 本体4,800円+税
'13/10発行  

メタルフリーの獲得は、患者の審美的要求に応えるだけでな
く、金属アレルギーなどの問題をクリアすることが可能となる。
歯科金属の代替材料として、メタルフリーの需要は増加傾向に
あり、患者のための歯科医療を追求すれば、メタルフリーは時
代のキーワードとなる。本増刊号では、メタルフリー臨床の基
礎知識、実践的な臨床例を詳細に解説。メタルフリーに基づい
た歯科医療を実現するためのガイドとなる1 冊。

デンタルカラーマネジメント　
十人十色
島田和基	（東京都・開業）
南　清和	（大阪府・開業）他　著
A4判・104頁	 本体6,000円+税
'07/12発行 

かつて補綴修復物は、機能面が満たされていれば合格であっ
たが、現在では審美性を加味した修復・補綴物が患者のオー
ダーである。患者の満足する色調を演出するには、歯科医師
＆歯科技工士のコラボレーションが重要である。臨床家と歯科
技工士が症例を中心に情報交換等を含めてデンタルカラーマ
ネジメントの実際を語った。

口腔にやさしい
エコ･サイジングの修復治療
福島俊士	（鶴見大歯学部名誉教授）編・著
A4判・152頁	 本体6,600円+税
'09/9発行 

昨今、できるだけ歯質を残す治療が可能となってきた。本書
では修復治療を７グループに分類し、患者の口腔にやさしく術
者の負担を軽くするというコンセプトのもと、1ステップ前の治
療法で処置をした症例を紹介している。日々の臨床に役立つ
1 冊。

  ▼ インプラント

DENTAL DIAMOND 増刊号 
臨床家のためのインプラント補綴
岩田健男	（東京都・開業）
河津　寛	（東京都・開業）
伊藤雄策	（大阪府・開業）
河原英雄	（大分県・開業）
上村恭弘	（元	兵庫県・開業）
山本美朗	（元	明海大歯学部教授）編
A4判変型・210頁	 本体4,400円+税
'02/8発行  

インプラント補綴は欠損補綴のオプションのひとつとして認知
され、歯科医療を変えようとしている。本増刊号はあくまで臨
床家を対象に企画されたものであり、この治療法の概念、治療
術式、材料など、臨床応用に関する基礎的な考え方が網羅さ
れている。インプラント補綴の正しい普及に欠かせない 1 冊。

DENTAL DIAMOND 増刊号 
開業医のための
失敗しないインプラント
小川洋一	（東京都・開業）
古賀剛人	（千葉県・開業）
松田　哲	（明海大 PDI 東京歯科診療所）編
A4判変型・176頁	 本体4,400円+税
'06/4発行  

本書は、インプラントに取り組んだことのない方、以前取り組ん
だがブランクのある方、ビギナーの方向けの実践指南書であ
る。インプラント治療を成功させるには、確実な診断・手術・
予後における技術に加え、来院からメインテナンスに至るまで
の患者に対する医院の対応も重要な意味をもつ。“失敗しない”
インプラント治療を実践するためのノウハウを、実際例をもと
にわかりやすく収載。
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DENTAL DIAMOND MOOK

インプラント治療を成功に導く
チームアプローチ
依田　泰	（東京都・開業）
金田祐子	（歯科衛生士）監・著
A4判変型・128頁	 本体8,000円+税
'08/3発行  

インプラント治療を成功に導くには、治療に関わるすべてのス
タッフに幅広い知識と技術が求められる。そして、綿密なチーム
アプローチが欠かせない。本書は、『月刊 DHstyle』の 2007
年 1 月号から12 回にわたって連載したものをベースに、写真
やコラムなどを追加し、また DVD「手術前準備と清潔な環境
づくり」を付属することで、より実践的な内容に再構成したも
のである。

裸のインプラント
原　正幸	（愛知県・開業）
井上　孝	（東歯大教授）著
A4判・112頁	 本体7,600円+税
'06/4発行 

本書では大学人・井上 孝と開業医・原 正幸がそれぞれの観
点でインプラントを語り、問題提起をしている。インプラントを
行ううえで必要な EBMと（井上）、試行錯誤をしながらも、患
者に喜ばれるためにインプラント治療を行ってきた臨床の軌跡

（原）。それぞれのインプラントへの熱い思いが、インプラント
治療を変えていくヒントになるだろう。

それからの
裸のインプラント
井上　孝	（東歯大教授）
原　正幸	（愛知県・開業）著
A4判・128頁	 本体8,200円+税
'08/4発行 

『裸のインプラント』の続編。インプラントを考える会の７人衆
が、自分たちの臨床を掲げて井上先生に挑む。インプラント治
療を通して歯科における臨床検査、歯科医療のあり方が伝わっ
てくる本。

インプラントの
トラブル解決 FAQ
原　正幸　編・著
＋	インプラントを考える会
B5判・136頁	 本体6,000円+税
'12/2発行 

歯科治療におけるインプラントは、患者・術者、双方に有益な
治療法だが、プラス面が多い分、リスクが伴う治療法でもある。
本書は、インプラント治療でのトラブルに遭遇した臨床医が、ど
のように対応し解決していったかを、QA のスタイルで示したも
のである。誠意をもってインプラント治療に取り組み、問題を
解決していった例は、読者を勇気づけ、トラブル回避の手がか
りとなるだろう。

インプラントのセーフティーネット
─臨床検査のある風景─

井上　孝	（東歯大教授）
矢島安朝	（東歯大教授）
松坂賢一	（東歯大教授）
武田孝之	（東京都・開業）著
B5判・112頁	 本体6,400円+税
'09/5発行 

インプラント治療の需要が増えている一方で、予後不良や不具
合が生じているケースも少なくない。臨床検査は、インプラント
治療を成功させ、安定した予後を得るために不可欠である。本
書は、検査をとおしてどのような情報を得るのかを詳説した「基
礎編」、検査から症例を考察した「臨床編」の２部より構成。患
者に安心してインプラント治療を受けてもらうために、また、ド
クターが安全なインプラント治療を行うために、臨床検査の要
点をまとめた。



31

臨床医のためのインプラント治療原論
─世界的標準治療の臨床戦略と判断基準─

古賀剛人	（千葉県・開業）
佐藤るり	（元	古賀テクノガーデン歯科）著
A4判・148頁	 本体12,000円+税
'09/10発行 

月刊誌連載中から大好評の内容に、新たに加筆したインプラン
ト本の誕生。「日常臨床への誤りの少ないインプラント応用を
ピラミッドのごとく各ステップを積み上げて説明を試みた。バイ
オロジーの礎にエビデンスを重ね、症例を鳥瞰図のごとく俯瞰
し、最後にエキスパートの経験を提示する手法で、インプラン
トを用いた歯科臨床の正攻法を述べたつもりである」（本書よ
り）。

自家骨によるインプラント
治療のための骨造成法
澤　裕一郎	（静岡県・開業）著
A4判・164頁	 本体13,800円+税
'11/1発行 

インプラント治療においての骨造成法は骨量不足症例の解決
法として避けては通れない治療法である。特に難症例になるほ
ど自家骨移植による骨造成法が効果的であり、そのような患者
へのインプラント治療は、患者の人生を変えてしまうほど劇的
である。これまで敬遠されがちであった自家骨移植について詳
細に解説し、インプラント難症例に遭遇した際の解決策を示す。

DHが行う
インプラントメインテナンス
のスタンダード
岩﨑美和	（歯科衛生士）	著
木津康博	（神奈川県・開業）監
A4判・56頁	 本体3,600円+税
'11/11発行 

インプラント治療の普及により、天然歯とインプラントが混在す
る口腔が増えてきました。患者さんに長期にわたって快適にイ
ンプラントを使用していただくためには、歯科衛生士によるメイ
ンテナンスが欠かせません。本書は『月刊 DHstyle』の連載
に加筆し、より実践的な内容にまとめたものです。ワンランク
アップの歯科衛生士を目指して、本書をぜひご活用ください。

DHが語る
インプラントが
おもしろいほどわかる本
岩井理子	（歯科衛生士）
小川洋一	（東京都・開業）著
A5判・152頁	 本体3,200円＋税
'15/3発行

インプラント治療では、歯科医師と歯科衛生士で役割は違って
も、身につける知識は同じでなければなりません。本書では、
インプラントの構造から、天然歯との共通点・相違点、長期予
後の安定に欠かせない咬合や清掃性を考えた歯冠形態まで、
文献からの考察をもとに Q&A で解説します。また、滅菌ガウ
ンや滅菌グローブの装着、ドレーピングなどの無菌テクニック
も豊富な写真で紹介。さらに、メインテナンスに役立つツール
も多数掲載しました。読んで学んで、見て楽しい、基礎と実践
が詰まった一冊です。

  ▼ インプラント修復の臨床基本手技シリーズ
本シリーズは、インプラント治療における診査診断、外科手術、補綴、トラブル対応、メインテナンスといった分野ごとの手
技や術式の要点を基礎から習得できる内容になっている。一般臨床家や若手歯科医を対象に、確実かつ安全にインプラント
治療を行うための知識をわかりやく解説する。

インプラント修復の臨床基本手技1
診査・診断
小宮山彌太郎	（東京都・開業）監
松永興昌	 （福岡県・開業）編・著
A4判・92頁	　本体7,000円+税
'13/6発行            

本書のテーマである「診査・診断」は、歯科医院において治
療が施される際には、どのようなケースでもはじめに必ず行わ
れる大切な行為である。インプラント治療を安心して行うため
の、日々の臨床に役立つ項目で構成している。
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インプラント修復の臨床基本手技２
外科
小宮山彌太郎	（東京都・開業）監
河奈裕正	 （慶應義塾大医学部）編・著	
A4判・108頁	 本体7,600円+税
'12/3発行 

インプラント治療における外科処置の要点をまとめた。埋入手
術や縫合などのスタンダードな外科手技はもちろん、術前の準
備・術後管理のポイント、術中偶発症の対処法、術中のドク
ター間・スタッフ間のチームワークのあり方に至るまで、実践
に役立つ 50 項目を解説した。

インプラント修復の臨床基本手技 3
補綴
小宮山彌太郎	（東京都・開業）監
関根秀志	 （東歯大水道橋病院）編・著	
A4判・104頁	 本体7,400円+税
'13/4発行 

インプラント治療における補綴物作製の知識やテクニックを詳
説。インプラント体、アバットメントなどの構造や機能の解説を
はじめ、印象採得・咬合採得・試適・装着に至るまでの実際の
術式も簡潔に紹介している。臨床のヒントを 47 項目掲載。

インプラント修復の臨床基本手技４
トラブル対応とメインテナンス
小宮山彌太郎	（東京都・開業）監
木津康博	 （神奈川県・開業）編・著	
A4判・96頁	 本体7,000円+税
'11/10発行 

インプラント治療の予後にポイントを絞り、日常臨床で遭遇す
るさまざまなミスやトラブルの対処法・予防法、またインプラン
ト特有のメインテナンス方法などをまとめた。臨床手技のエッ
センスを見開き 2 ページで 44 項目収載。

インプラント修復の臨床
基本手技シリーズ　4冊セット
各１冊、合計４冊、ケース入り
A4判　本体29,000円+税
'13/6発行  

本シリーズはインプラント治療における臨床の基本手技を、分
野別にまとめたものである。臨床家として第一線で活躍されて
いるインプラントロジストの方々にそれぞれ実践的な内容で解
説いただいた。“基本手技”と銘打っているが、各巻ともインプ
ラント治療のみに限らず、歯科臨床のさまざまなステージで役
立つ知識が掲載されている。

  ▼ 保存修復

DENTAL DIAMOND 増刊号 
審美修復
ここが知りたい	Ｑ46
千田　彰	（愛知学院大歯学部教授）
三浦宏之	（東医歯大大学院教授）
南　清和	（大阪府・開業）
塩野英昭	（埼玉県・開業）編
A4判変型・154頁	 本体4,400円+税
'05/7発行  

審美の基礎、保存修復 ( 間接法・直接法 )、歯肉の問題や歯
の変色への対応、欠損補綴からメンテナンスまで、日々の臨床
で役立つ審美修復の基礎や知識、最新の材料・器材を応用し
た臨床テクニックとそのコツを Q&A スタイルでわかりやすく
解説。審美修復を極めるための疑問にズバリ答えた46のヒン
ト ! !
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DENTAL DIAMOND 増刊号 
コンポジットレジン修復の
ベーシック&トレンド
診査・診断からメインテナンスまで

宮崎真至	（日大歯学部教授）編
A4判変型・168頁	 本体5,000円＋税
'15/7発行

コンポジットレジン修復では、段階を踏まえたうえで基礎的な知 
識の把握とともに、テクニックの習得が必要となる。本書では、
コンポジットレジン修復のベーシックとなる基礎知識、基本手技
について、ステップごとに解説。一つ一つのステップを確実に
こなし、長期臨床耐久性を得るためのエッセンスが散りばめら
れたチェアーサイド必携の一冊である。

DENTAL DIAMOND 増刊号 
修復と補綴のLongevity
治療の“Re”にサヨナラしよう

坪田有史	（東京都・開業）
柵木寿男	（日歯大生命歯学部）編
A4判変型・132頁	 本体5,000円＋税
'15/10発行

歯科の器材・器具や修復材料等は絶えず進化を続け、機能性
と審美修復を兼ね備えた治療が可能となっているが、修復前
の準備や接着操作に不備があったり、材料の物性等を十分に
理解せずに治療を行い、補修が必要になることもある。修復
物や補綴物をいかにして長持ち（Longevity）させるか。そし
て、歯科治療の「Re」（やり直し）をいかにしてなくすか。本増
刊号では、そのためのポイントやテクニックをご紹介いただく。

猪越重久のMI臨床
—接着性コンポジットレジン充塡修復—

猪越重久	（東京都・開業）著
A4判・152頁	 本体8,400円+税
'05/3発行 

本書の内容を一言に要約すると、「う蝕検知液を使いこなして
過不足のない歯質削除を行い、接着性コンポジットレジン修復
を充塡しやすい時期に行えばいい」。東医歯大の保存修復学教
室に 20 年 8ヵ月在籍し、侵襲性の低い医療をめざした著者
の、学問と臨床が一体化した内容の濃い 1 冊。

接着がゆく
猪越重久	（東京都・開業）編
A4判・144頁	 本体6,000円+税
'06/9発行 

CR 用接着性レジン、レジンセメントのどれを選択し、使用する
か、お悩みの先生方へのガイドブック。現在市販されているCR
用接着性レジン12 品、レジンセメント 9 品を取り上げ、メー
カーによる製品紹介と臨床家による症例提示をセット。接着の
最前線をわかりやすく整理。

臨床の達人5　眞坂信夫
接着臨床を究める
眞坂信夫	（東京都・開業）著
A4判・168頁	 本体7,400円+税
'10/10発行 

「歯を残したい」との想いで臨床 40 年。臨床を 10 年ごとに
区切り、患者にとって喜ばれる歯科医療へのチャレンジの軌跡
を語る。４-META/MMA-TBBレジンや i-TFC システム・根
築１回法を臨床に導入し、成果を残してきた。また、長期経過
症例から見えてきたものから、明日の歯科医療に対して提言
を行っている。
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LET'S	WHITENING
—歯医者さんと一緒に白い歯願望の旅に出よう—

近藤隆一	（東京都・開業）著
B5判・80頁	 本体3,800円+税
'01/4発行 

ホワイトニングとはどのような治療で、どこまで歯が白くなるの
か、またその効果とリスク、疑問点などホワイトニングの初歩
知識から治療の流れまでを患者が理解しやすいように写真・イ
ラストを用いてやさしく解説。患者説明用にも最適。

  ▼ 歯内療法

DENTAL DIAMOND 増刊号 
ライフステージと歯内療法
—歯の長期保存のために—

興地隆史	 （新潟大大学院教授）
石井信之	 （神歯大教授）
井澤常泰	 （東京都・開業）
木ノ本喜史	（大阪府・開業）編
A4判変型・164頁	 本体4,800円+税
'13/7発行  

いつの時代も、歯科医療には「歯の保存」が求められる。本
増刊号では歯の長期保存を試みるうえで欠かせない処置の一
つである歯内療法を、“ライフステージ”という切り口から編集。
歯内療法の最新コンセプトやストラテジーを縦軸、患歯のライ
フステージを横軸として位置づけ、小児から高齢者の各世代に
質の高い歯内療法を提供するための指針となる、これからの日
常臨床に欠かせない 1 冊 ！

エンジンファイルON
阿部　修	（東京都・開業）著
国島康夫	（東京都・開業）監
B5判・108頁	 本体5,600円+税
'05/4発行 

歯の長期的予後に大きな影響を及ぼす歯内療法を、安全で確
実に、そして少しでも効率的に行うにはどうすればよいか。その
１つの手段としてエンジンファイルの応用がある。コンパクトな
本に、歯内療法の基礎知識と、エンジンファイルの使用方法・
手順、臨床ケースまでがわかりやすくまとめられている。

歯内療法のインデザイン
青木慎一郎	（東京都・開業）編
A4判・128頁	 本体5,800円+税
'06/2発行 

根管治療を行うにあたって必要な器具や薬剤等を多角的にと
らえた、歯内療法をガイドする本。器材は、エンジンファイル、
Ni-Ti ファイル、手術用顕微鏡、他 5 編。薬剤は、3Mix-MP
法、他 2 編。システム＆テクニックでは、LightSpeed、JH エ
ンドシステム、他 2 編、そして対患者への、痛みのコントロー
ル、他 1 編を収録。

機能的な歯内治療
～痛みの防止と残した歯の価値を高めるために～

庄司　茂	（東北大大学院講師）著
B5判・192頁	 本体8,400円+税
'11/3発行 

本書では、歯内治療を求められた歯が◎本当に治療して残す
価値があるのか／◎残すことは可能なのか／◎患者に更なる
痛み等の負担をかけずに残すために、何をなすべきか／◎治
療中あるいは治療後に患者さんから訴えられた痛みにはどの
ように対処すべきか／◎歯を長期・安定的に機能させるため
の歯内治療後の修復・補綴処理について、多くのページを割
いている。
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歯内療法における
臨床思考の技術
高橋慶壮	（奥羽大教授）著
A4判・180頁	 本体12,000円＋税
'14/4発行

日常臨床で歯内療法は避けて通れない。しかし、失敗が多いの
も事実。失敗の原因は、手技の研鑽不足以外に「未知」、「無
知」、「不注意」、「誤判断」、「手順の不遵守」、「調査・検討の不
足」である。本書では失敗の少ない医療を実践する為に、謎
解きの手法＝「臨床思考（臨床推論）」の方法論を丁寧に解
説。後半では、症例を交え解説を行っている。「どんな手を打
つか？」日常臨床でよりよく考えるための実践方法を本書の中
からつかんでほしい。

世界の標準的なガイドラインと
歯内療法専門医の臨床から学ぶ
歯牙破折の分類・診査・
診断・マネージメント
石井　宏	（東京都・開業）監・著
尾上正治・清水花織・李　光純　著
A4判・146頁	 本体8,000円＋税
'15/6発行

歯牙破折を体系的にまとめた類書は少ない。歯牙破折には、
様々なタイプがあり、診断の間違いは適切でない治療法の選
択につながり、破折歯牙の寿命に直接影響がでます。本書は、
垂直性・水平性歯牙破折において分類を明確化し、各カテゴ
リーにおいて診査・診断・治療について、エビデンスに基づい
た具体的な解説を行っています。最後の第 4 章では、実際の
対応をイメージしていただくため、症例集としてできるだけ多く
の症例も掲載、今後の臨床におけるアプローチの参考になれ
ば幸いです。

Contemporary	Endodontics
外科的根管治療の必要性

井澤常泰	（東京都・開業）
吉岡隆知	（東京都・開業）編・著
A4判・136頁	 本体9,000円+税
'16/10発行 

一般歯科医が苦手とすることが多い、根管治療。処置できる
症例と、専門医が行うべき症例の見極めについて、診断、治
療方針の決定、治療技術などを解説。マイクロスコープ使用
時のポジショニングや、使用器具についても詳説された一冊。

歯内療法の三種の神器
すぐに役立つ世界標準のテクニック&最新トレンド

北村和夫	（日歯大附属病院教授）編・著
A4判・176頁	 本体8,000円+税
'16/11発行 

近年、歯内療法における器具・器材、薬剤などの進歩は著しい。
特筆すべきは、歯内療法の「三種の神器」といわれる「マイク
ロスコープ」、「NiTi ファイル」、「歯科用 CBCT」の普及で、こ
れらを使いこなすことにより、再治療などの頻度を格段に抑え
られる。本書はこれら三種の神器以外にも、歯内療法における
世界標準のテクニックや最新のトレンドについて、各分野の第
一人者がメリット・デメリット、使用時の「＋α」のポイントなど
を余すところなく解説。すべての臨床家に役立つ歯内療法の
バイブル！

歯内療法の
レベルアップ＆ヒント
北村和夫	（日歯大附属病院教授）編・著
A4判・204頁	 本体8,500円+税
'17/10発行 

歯周治療や歯内療法、小児歯科など、全 10 カテゴリーに関す
るテーマを集め、各専門家が創意工夫や注意点といった臨床
の“勘所”を端的にまとめた『日常臨床のレベルアップ &ヒン
ト 72』。本書はその各論シリーズの第一弾。歯内療法に長け
た“超”豪華執筆陣らが、珠玉のアイデア＆テクニックを惜しみ
なく披露しています。いままでの歯内療法書籍にはない充実の
内容を、ぜひご一読ください。
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藤本研修会
Standard･Textbook①･･
Endodontology
石井　宏	（東京都・開業）監
伊藤創平	（千葉県・開業）
牛窪敏博	（大阪府・開業）
牛島正雄	（福岡県・開業）
梅田貴志	（東京都・開業）
尾上正治	（東京都・開業）
田中浩祐	（石井歯科医院）
林佳士登	（東京都・開業）
檜山雄彦	（神奈川県・開業）
渡邉征男	（東京都・開業）著
A4判・228頁	 本体14,000円+税
'17/10発行 

北米の臨床研修プログラムを日本で学ぶことができると、長年
高く評価され続けている藤本研修会。その充実したプログラム
に準じて構成された「藤本研修会 Standard Textbook」シ
リーズの第１弾『Endodontology』は、膨大なエビデンスと
臨床経験に裏打ちされた歯内療法の真のスタンダードを学ぶ
ことができる待望の一冊です。
歯内療法において、何をみるべきか、どんなリスクがあるのか、
そしてその手技にはどんな効果があるのかを、日常臨床での
活用・応用を想定して解説しています。「臨床力を上げたい」と
願う歯科医師必携の一冊として、ぜひご一読ください。

  ▼ 歯周治療

DENTAL DIAMOND 増刊号 
ペリオ	この疾患に
この治療法の新展開
鴨井久一	（日歯大名誉教授）監
河田克之	（兵庫県・開業）
岩田哲也	（愛知県・開業）
武内博朗	（神奈川県・開業）編
A4判変型・174頁	 本体4,400円+税
'03/10発行  

歯周疾患の治療に対するアプローチは、患者個々の年齢、症
状、おかれた環境などに応じた診断と治療が求められている。
これらの背景を踏まえて臨床医が歯周治療に取り組む際の診
断の基準や治療法の選択条件を示しながら術式の実際を紹
介。より合理的で信頼性の高い歯周治療を実践するうえで大
変参考となる内容。

DHstyle 増刊号 
歯周１st
─ペリオ治療の疑問をスピード解決！─
金子　至	（長野県・開業）
三辺正人	（千葉県・開業）
吉野敏明	（神奈川県・開業）
渡辺隆史	（福島県・開業）編
B5判・148頁	 本体2,800円+税
'09/9発行 

DHがスペシャリストである歯周治療の疑問を、「歯周検査」、「モ
チベーション」、「ブラッシング」、「SRP」、「全身リスク管理」な
どにカテゴライズし、読みやすい Q&A で端的に解説。診療の
合間に読んで、すぐに納得・解決・臨床活用できるチェアーサ
イド必携の 1 冊。

DHstyle 増刊号 
育もう!		歯周病検査力
小西昭彦	（東京都・開業）
新田　浩	（東医歯大大学院准教授）
牧野　明	（富山県・開業）
茂木美保	（歯科衛生士）編
B5判・140頁	 本体3,000円+税
'11/9発行 

歯科衛生士に必要不可欠な“検査力”を育む。本増刊号では、
さまざまな歯周病の検査に関する基本的な知識・技術、その
検査結果の意味することをわかりやすく整理し、臨床例をあげ
ながら、歯科衛生士ならではの歯周病検査力がアップするよう
にまとめられている。患者さんからも歯科医師からも信頼され
る歯科衛生士になるために必要な情報が満載。
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DENTAL DIAMOND 増刊号 
インプラント時代の
歯周マネジメント
和泉雄一	 （東医歯大大学院教授）
申　基喆	（明海大歯学部教授）
二階堂雅彦	（東京都・開業）
松井徳雄	（東京都・貴和会理事長）編
A4判変型・228頁	 本体4,800円+税
'11/10発行         

いま、最も知りたい歯周治療の最新情報を収載 ！　インプラン
トが治療オプションの一つとして確立され、歯周病患者にも歯
周治療後の咬合再構築の一手段として選択される時代に入っ
た。その一方で、peri-implant diseases など、新たな問題
も看過できない。このような背景から、歯周治療に関する技術、
知識を整理し、最新の術式、トピックを多くの臨床例とともに紹
介する本号を企画。最も時代のニーズに即した最新情報満載
の歯周治療ガイドブック ！

DENTAL DIAMOND 増刊号 
歯周病治療の臨床
疾患改善のキモは歯科医師にアリ！

飯野文彦	 （東京都・開業）
大八木孝昌	（神奈川県・開業）編
A4判変型・176頁	 本体5,000円＋税
'15/4発行

“日本人の８割が罹患している”ともいわれる歯周病だが、近年
の歯周病治療は急速に進歩を遂げた。しかし、基礎を見落とし
た歯周病治療が行われてしまい、なかなか改善がみられない
場合や、治療を歯科衛生士に任せっきりにして、歯科医師がほ
とんど治療にかかわらない場合も多いようである。本増刊号で
は、歯周病を治すには何が必要なのか、治療の基礎を見直し、
歯科医師がおさえておくべきポイントを解説する。

スタンダード歯周治療
—知識と技術が結びついた実学をめざして—

泉澤勝憲	（東京都・開業）著
B5判・180頁	 本体7,500円+税
'00/4発行 

第 1 章では歯周組織破壊のメカニズムと免疫、第 2 章では歯
周病の原因と治療の原理、第 3 章はプラークコントロールから
最新の治療法エムドゲインまでの技術について解説。第 4 章
では一つの症例を示しながら患者への動機づけや治療説明を
通して歯周治療の実態を追う。

6ミリ以上の歯周ポケットも
改善できる8つの階段
谷口威夫	 （長野県・開業）
山岸貴美恵	（歯科衛生士）著
B5判変型・174頁	本体8,000円+税
'16/5発行 

歯科衛生士がしっかりとSRPができて、患者さんが本気になっ
てブラッシングをしてくれたら、ほとんどの歯周病は改善できま
す。しかし、そのためには歯科医師や歯科衛生士をはじめとす
る歯科医療従事者が、患者さんとの信頼関係を築き、患者さ
んが自ら治そうと思える環境を作ってあげることが大切です。
患者さんに寄り添い、共に歩む歯周治療はおもしろい！ その
実際をご紹介します。

歯周病悪化の原因はこれだ
リスクファクターを知れば
難症例も怖くない

稲垣幸司	（愛知学院大短期大学部教授）
南崎信樹	（山口県・開業）編・著
A4判・156頁	 本体7,600円+税
'17/4発行 

国民の罹患率が 8 割を超えるという歯周病。この深刻な事態
に、罹患率低下に向けたさらなる努力が求められている。しか
し、歯周病が思ったように改善せず、頭を悩ませている歯科医
療従事者は多い。本書では、歯周病のリスクファクター（喫煙、
糖尿病、咬合性外傷、口呼吸、加齢など）に焦点をあて、適
切なアプローチ法の提示により、歯周病予防と効果的な治療
の成果に繋がることを目指した。医科と歯科の垣根を越えた豪
華執筆陣によるリスクファクター解説は、歯科医療従事者必読
だ。
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歯周病と全身疾患
最新エビデンスに基づくコンセンサス

特定非営利活動法人	日本臨床歯周病学会　監
二階堂雅彦（東京都・開業）
築山鉄平				（福岡県・つきやま歯科医院）編・著
A4判・140頁	 本体7,500円+税
'17/4発行 

近年、歯周病と全身疾患の関連性がクローズアップされ、歯科
界の内外で大きな注目を集めてきた。いま、超高齢社会で蔓延
する疾患のほとんどが加齢に伴う慢性疾患（chronic disease 
of aging）であり、その慢性疾患の原動力となるのが「炎症」
である。歯周病は感染症だけではなく、外的ストレスに対する
生体の炎症反応の結果であり、「炎症」という視点に立てば、
歯周病も立派な全身疾患の１つである。本書では、歯周病と
全身疾患との関連メカニズムやエビデンス、診療ガイドライン
など、現時点での最新情報を網羅している。

母子にやさしい歯科医院
女性のライフステージと口腔管理

和泉雄一	（東医歯大教授）監・著
A4判変型・128頁	本体8,000円+税
'17/6発行 

“かかりつけ歯科医院”として患者さんの口腔の健康を守るた
めには、口腔内の変化を見極める診査・診断力が不可欠です。
そして、患者さんの口腔管理にあたっては、個々のライフス
テージにおける特有の症状を理解したうえで、対応しなければ
なりません。とくに、女性の場合は、ホルモンバランスなどの
影響で、各ライフステージごとに口腔内が変化することを考慮
して対応する必要があります。本書は、女性特有の症状から時
代を先取りした治療、予防について、歯科医師と歯科衛生士が
どのようにかかわっていけばよいかを取り上げた、一冊です。

PERIODONTAL	FLAP
—フラップ手術実践テクニック—

申　基喆	（明海大歯学部教授）著
A4判・112頁	 本体11,000円+税
'05/4発行 

深い歯周ポケットの除去や清掃性の良い歯周組織形態を得る
ために、欠かすことができない歯周外科処置。本書では、フ
ラップ手術の基本から臨床テクニックまでを紹介。多数の臨床
写真、イラスト、図表で解説。初心者にわかりやすい実践のた
めの解説書。同タイトルの映像版（DVD）と併せて利用する
ことができる。

Periodontics	for
Special	needs
Patients
障害者・有病者の歯周治療

和泉雄一	（東医歯大教授）
長田　豊	（長崎県口腔保健センター診療部長）監・著
A4判・172頁	 本体9,000円+税
'17/1発行 

歯科治療に特別な配慮が必要な方（スペシャルニーズペイシェ
ント）は、健常者に比べて口腔清掃が困難であることが多くあり
ます。また、薬物によるドライマウスや歯肉の増殖、遺伝性疾
患、糖尿病、染色体異常などによる免疫機能や抵抗力の低下
などを有する方は、歯周病が重症化しやすい場合もあります。
本書は、そのような方における歯周病の特徴と治療法および
術後の定期管理などについて、臨床例を交えて解説していま
す。今後増加が見込まれるスペシャルニーズペイシェントの歯
周治療を学べる、画期的な実践書です。

歯周外科とインプラント外科手術のための
縫合
申　基喆	（明海大歯学部教授）著
A4判・112頁	 本体10,000円+税
'09/3発行 

歯科医療の発展に伴い歯科領域における治療のオプションも
大きく変化し、その最たるものがインプラント治療や組織再生
療法であるといえる。本書では、歯周外科では最も基本となる
ポケット除去のためのフラップ手術をはじめ、再生療法、プラス
ティックサージェリー、さらにはインプラント外科処置などのさ
まざまな条件に応じた縫合テクニックを症例写真やイラストを
用いて、わかりやすく解説。
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コレクテッド	エビデンス
vol.1
弘岡秀明	（東京都・開業）著
A4判・164頁	 本体8,000円+税
'07/4発行 

EBM（Evidence Based Medicine）に基づいた歯周治療を
行うに当たって、必要な論文が網羅されている。論文の概要と
その結果を紹介し、著者の臨床への見解を述べている。その
1として、細菌、非外科処置、外科処置、抗菌薬、根分岐部
病変、咬合性外傷、歯周組織再生の論文 125 項目を紹介し
ている。

コレクテッド	エビデンス
vol.2
弘岡秀明	（東京都・開業）著
A4判・148頁	 本体8,000円+税
'07/7発行 

EBM に基づいた歯周治療の第 2 弾。エムドゲインとGTR、
歯肉歯槽粘膜形成手術、歯周と補綴の関係、歯周と矯正の
関係、歯周とインプラントの関係、Supportive Periodontal 
Therapy の論文 117 項目が紹介されている。特に歯周とイ
ンプラントについては、44 項目の論文が取り上げられている。

コレクテッド	エビデンス
vol.3	症例集
弘岡秀明	（東京都・開業）
菅野太郎	（東北大大学院）著
A4判・212頁	 本体10,000円+税
'13/4発行 

本書では５つの症例を取り上げ、エビデンスに基づいてどのよ
うに治療計画を立てて治療実践したか、長期予後はどうであっ
たかを紹介。さらに、ケースごとの治療途中で遭遇する問題点を

“Clinical Discussion Point”として取り上げ、vol.1、vol.2
で掲載したエビデンスを基に論じて解決し、治療方法の選択過
程を、歯周治療、インプラント治療、歯周補綴に焦点をあてて
解説。さらにインプラント周囲病変に関するエビデンスを追補
として掲載。

コレクテッド	エビデンス
シリーズ3冊セット
各１冊、合計３冊、ケース入り
A4判　本体26,000円+税
'13/7発行 

vol.1、vol.2 では歯周治療の核となるエビデンスを掲載し、
vol.3 ではそれらのエビデンスに基づいた症例を紹介していま
す。この 3 冊を相互に参照することで、著者らがエビデンスを
基にどのように治療計画を立て、解決したのかがわかります。 
シリーズの完成を記念したケース付きです。

くすりが活きる
歯周病サイエンス
王　宝禮	（大歯大教授）編・著
B5判・108頁	 本体5,000円+税
'07/8発行 

薬物療法を活かした歯周病治療が日常の臨床で応用され、そ
の有効性が報告されてきた。本書では、抗菌薬を安全に、ま
た効果的に歯周治療に用いるために、その薬理作用、正しい使
い方、副作用、相互作用をわかりやすく解説した。また、抗菌
薬を用いた 16 症例は実践に役立つ内容にまとめられている。
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新・上間京子のシャープニング
そのまんま図鑑
上間京子	（歯科衛生士）編・著
A4判・32頁	 本体3,000円+税
'12/10発行 

前書から5 年。上間スクールで歯科衛生士の育成をしながら、
自らも進化していった上間京子のシャープニングのテキストで
す。辿り着いたのは、「シャープニングは歯科衛生士に必要な
手の力と器用さと、触感という究極の繊細さを訓練する大切な
道である」ということ。上間京子のシャープニングの流儀をよ
りわかりやすく示します。

上間京子のSRP
そのまんま図鑑
上間京子	（歯科衛生士）著
A4判・40頁	 本体3,000円+税
'07/12発行 

『上間京子のシャープニングそのまんま図鑑』の SRP 編。ス
ケーリング・ルートプレーニングは、歯周治療に欠かせないテ
クニックです。シャープニング編と同様に写真を中心に解説し
た内容は、SRP のレベルアップを目指している歯科衛生士に
最適。

SRPのArt	&	Science
—長谷ますみ流クリニカルメソッド—

長谷ますみ	（歯科衛生士）著
A4判・100頁	 本体5,000円+税
'11/8発行 

患者さんが笑顔になる SRP のテクニック満載 ！　“患者さんに
も術者にもやさしい SRP”。本書はその習得に必要な「知識」と

「技術」を、歯周基本治療の要点を整理する「ベーシック編」、
中等度歯周病への対応を身につける「ミドル編」、そして重度
歯周病や根分岐部病変へのアプローチを可能にする「アドバン
ス編」の３段階で解説。経験から導き出されたテクニックのコ
ツやポイントを、豊富なビジュアルとともにひも解く全 DH 必
読の書。

患者さんに喜ばれる　
歯ブラシコーディネート術
NDL ㈱　監
長谷ますみ	（歯科衛生士）
玉木恵理子	（歯科衛生士）
津田志麻	 （歯科衛生士）
休　尚子	 （歯科衛生士）著
A4判・96頁　本体5,000円+税
'13/12発行        

もし患者から、「どんな歯ブラシがいいの ？」「いま使っている
歯ブラシではダメ ？」 と聞かれたら……。患者の口腔内を診て、
環境的因子や解剖学的因子、全身的因子を理解したうえで根
拠に基づいた説明を行い、適切な歯ブラシを選べれば、患者
満足度は高まり、ホームケアのモチベーションがアップするこ
と、間違いなし ！　それを可能にする本書は、使い方次第で治
療の成功や医院経営をも助ける1 冊 ！

教えて先輩！
ハイジニストワーク
お悩み相談室へようこそ
青木　薫	（歯科衛生士）著
B5判・176頁	 本体3,400円＋税
'15/6発行

『月刊 DHstyle』の人気連載「先輩 DH に聞く！ ハイジニスト
ワークお悩み相談室」が待望の書籍化。読者の皆様から寄せ
られた歯科衛生士業務に関する“40 のお悩み”を「歯周治療
に取り組むときに」「う蝕予防、どうすればいいの？」「患者さん
となかよくしたい」「なるほど！ そうだったのか！」の 4 章に分
類し、著者が懇切丁寧に解説します。“後輩”との会話形式で
展開されていくので、臨床経験の少ない若手歯科衛生士でも
読み進めやすく、スタッフ教育に最適。臨床のレベルアップに
役立つこと間違いなしの一冊です。
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  ▼ 歯科矯正

DENTAL DIAMOND 増刊号 
始めて、学んで、MTM
髙橋正光	（東京都・開業）
市村賢二	（東京都・開業）
大野秀夫	（山口県・開業）
秤屋尚生	（千葉県・開業）編
A4判変型・208頁	 本体4,400円+税
'07/10発行  

MTM の症例紹介だけではなく、不正咬合の状態や必要とされ
る歯牙移動の様式に応じて、明日から使えるテクニックを具体
的に紹介。治療方法についても、種類のみではなく、同じ不正
咬合に対しての数種類の対処を掲載した。また、矯正歯科材
料の発展に伴う新しい不正咬合へのアプローチ方法（ブラケッ
トレス、ワイヤーレス矯正やインプラント矯正など）、実際の患
者との係わり合いやマネジメント、専門医との連携も含め、歯
牙を移動させるために必要となる知識を提供する。

開業医のための
矯正治療ナビゲーション
青島　攻	（元	矯正専門医）著
A4判・192頁	 本体12,000円+税
'03/7発行 

著者主催の講習会に参加する受講者には、矯正専門医と同じく
らいの成果を挙げている GP が多い。GP に矯正の実力をよ
り一層高めてもらうためのテクニックを紹介している。ストレー
トアーチワイヤーテクニック法の治験例を参考例として取り上
げ、初診から資料の収集、診査・診断、インフォームド・コン
セント、治療、保定、メインテナンスなどについて各ステップ毎
にきめ細かく解説。

GPのための
予防矯正臨床5W1H
萩原　均	（神奈川県・開業）著
A4判・170頁	 本体9,500円+税
'06/3発行 

不正な永久歯咬合を予防するための小児の矯正にスポットを
当てた。まず、予防矯正 10 のパターン（24 症例）を示し、
次いで具体的な予防矯正・本格矯正のケースプレゼンテーショ
ン（15 症例）を通して、どこまで治療し、どこから専門医にま
かせるか等を考察。また、予防矯正上、こんなことが起こった
ら Q＆A、おもな器材一覧を収録。

歯並びコーディネーター
—白い美しい歯並びは美と健康のシンボルです—

日本成人矯正歯科学会　編
B5判・104頁	 本体4,400円+税
'08/5発行 

矯正歯科医院スタッフが、矯正治療の流れから料金体系まで
正確な情報を患者さんに提供するための基礎知識をまとめま
した。

GPのための
床矯正・矯正のすすめ
鈴木設矢	（東京都・開業）編・著
A4判・244頁	 本体14,600円+税
'08/10発行 

床矯正は可撤式矯正装置を使用して、抜歯しないで不正歯列
を治す保存的歯科治療。本書はその床矯正を導入したい先生
への入門書であるとともに、既に導入している先生方の更なる
飛躍を目指している。床矯正の５W１H、バイオセラピーの重
要性、ケースプレゼンテーション、床矯正の導入による医院活
性化、歯科医師のための Q&A など、実践に即した内容で床
矯正のすべてを網羅。
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GPのための
床矯正・矯正のすすめ
活用編
鈴木設矢	（東京都・開業）編・著
A4判・260頁	 本体16,000円+税
'12/4発行 

2008 年に発行した『GP のための床矯正・矯正のすすめ』
の活用編。来院した患者さんに対して床矯正治療をどのように
行っていくか、ドクター・スタッフと患者さんとの関わり、患者
さんとの会話を含めたケースプレゼンテーション、患者さんの
率直な感想などに視点をあて、歯科医院における床矯正治療
に対する“疑問”に答えます。

なぜ？からはじまる
床矯正治療のQ&A	
1st	step
鈴木設矢	（東京都・開業）監・著
大河内淑子	（鈴木歯科医院）
大澤亜弓	 （鈴木歯科医院）
鈴木晴子	（鈴木歯科医院）
田中幹久	 （田中歯科医院）著
A4判・160頁	 本体8,000円＋税
'14/10発行

これまで、多くの人が発症する歯列不正は、とかく矯正歯科専
門医に委ねられてきた。しかし現在、一般開業医でも初期の歯
列不正に保存的に対応し得る床矯正治療が、臨床面ではもち
ろん、経営的な側面からも注目され、多くの患者から支持され
ている。本書では、床矯正治療を治療選択肢に採り入れるな
かで遭遇しやすい疑問や問題について、Q&A 形式で端的にテ
ンポよく解説。院内全体で活用&共有したい情報やヒントが満
載の 1 冊。

口腔機能をはぐくむ
バイオセラピープロモーション	
鈴木設矢	（東京都・開業）監・著
大河内淑子	（鈴木歯科医院）
奥平晴子	 （鈴木歯科医院）
田中幹久	 （田中歯科医院）
花田真也	 （福岡県・開業）
井吉美香	（歯科衛生士）著
A4判・160頁	 本体8,000円＋税
'16/8発行

比較的侵襲性の低い床矯正治療は、おもに床装置を用いたメ
カニカルな治療と、口腔筋機能療法（MFT）や簡易な器具を
用いたトレーニング、食育、悪習癖などの改善といった“バイ
オセラピー”の２つに大別される。本書はその後者を中心に、
Q&A 形式でテンポよく解説。子どもたちの生理的な咬合育成
を達成し得る確率を高めることはもちろん、高齢者の摂食嚥下
機能訓練にも応用できるなど、口腔機能全体をはぐくむバイオ
セラピーをプロモートする、先見性溢れる一冊。

JET	system
—患者さんが思わず「楽しい」と言ってくれる
　新しい矯正システムができました。—

成田信一	（東京都・開業）著
A4判・144頁	 本体8,400円+税
'10/4発行 

JETsystem は、「歯が動くのが早い」「痛くない」矯正治療を
実現させた世界初のシステム。この本では、JETsystem の
試行錯誤の過程とその進化を記した。理論と基礎研究に基づ
いた JETsystem の７つの特徴を示しながら、全10 症例をと
おしてノウハウ、テクニックを紹介。

歯列矯正治療の失敗と
再治療
—臨床現場からのレポート—

菅原準二	（宮城県・開業）	著
A4判・220頁	 本体17,000円+税
'11/7発行 

本書の目的は、失敗原因を特定すること、失敗を未然に防ぐこ
と、安全な矯正治療とは何かを考える礎になることである。経
験豊富な著者が失敗例を示し、解説。再治療を行った 29 症
例を含む 43 症例を紹介した。リカバリースキルを身につける
必携の 1 冊である。
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矯正臨床
･—一般歯科医のための理論と実務･—

髙橋正光	（東京都・開業）
保田好隆	（保田矯正塾主宰）
武内　豊	（千葉県・開業）
齋藤　茂	（さいとう歯動塾主宰）
渡辺隆史	（福島県・開業）著
A4判変型・384頁				本体15,000円+税
'13/10発行

一般歯科医が矯正治療を臨床に取り入れるための画期的な入
門書。まず、正確に診断し、不正咬合をどのように治療するの
かを導く。そのため、効率よく学べるように、“理論編”と“実
務編”の二部構成にした。矯正歯科治療の眼と技は、患者の
ライフステージを考え、カスタマイズした真の口腔治療を可能
にする。

フルパッシブ矯正の
理論と臨床
田村　元	（東京都・開業）著
丸山成暢	（田村矯正歯科）共同執筆
A4判・344頁	 本体20,000円＋税
'14/3発行

田村 元先生が独自に考案・開発した“歯の移動が速く、痛み
が少ない治療により、保定後の安定度を高める”フルパッシブ
矯正。開発の歴史的背景、ブラケットの機構、治療の過程と予
後、具体的な手技の着眼点や注意点などを、考案者・臨床家
の視点から説明する。また、基本的な Q&A とともに、代表的
な症例および緊密な咬頭嵌合を得た症例の模型舌側面観写
真を豊富に紹介。矯正治療の新時代を切り拓く、画新的なフ
ルパッシブ矯正の全貌を体系的に解説する。

  ▼ 口腔外科

DENTAL DIAMOND 増刊号 
よくわかる外傷歯
─症例から学ぶ治療のエッセンス─

須田英明	 （東医歯大大学院教授）
井上美津子	（昭和大歯学部教授）
杉山芳樹	 （岩手医大歯学部教授）
都築民幸	（日歯大生命歯学部教授）編
A4判変型・160頁	 本体4,800円+税
'10/4発行  

日常臨床においては、歯の破折や脱臼などの症例に、緊
急かつ的確に対応しなければならない場合がある。そうし
たときに役に立つ外傷歯の症例を歯冠破折、歯根破折、歯
冠・歯根破折、脱臼、乳歯・幼若永久歯の外傷の５項目に
分けて収載。その術式のコツやカンどころを的確に示す。
また、外傷歯治療にあたっての概要や外傷歯の最新トピッ
クスなど広範囲の情報をわかりやすく解説。

DENTAL DIAMOND 増刊号 
開業医が診る口腔粘膜疾患
—診断から対応まで—

天笠光雄	（東医歯大名誉教授）
草間幹夫	（自治医大医学部教授）
川辺良一	（大船中央病院）編
A4判変型・160頁	 本体4,800円+税
'10/07発行  

口腔粘膜疾患は種々の原因、誘因により生じ、その数は極めて
多い。しかしながら、疾患特有の症状を有するものは少なく、
臨床診断は必ずしも容易ではない。本書では、臨床で遭遇す
る機会の多い疾患、頻度は少ないが重要な疾患について、体
系的に収載した。更に、読者の利便性を考慮し、必要に応じて
症状や部位等からも読めるように構成。診断や疾患の理解に
役立つ「口腔粘膜疾患」対応の決定版。
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DENTAL DIAMOND 増刊号 
開業医のための
安全・確実な抜歯術
—その基礎と臨床—

山根伸夫	（足利赤十字病院）
森島　丘	 （東京都・開業）
古土井春吾	（神戸大医学部）編
A4判変型・172頁	 本体4,800円+税
'10/10発行  

歯科医師にとって抜歯の技術は必要不可欠であり、抜歯術を
正しく習得することが、他の外科手術の礎にもなる。本書では、
普通抜歯から難抜歯まで、さまざまな症例における抜歯操作
の基本手技や縫合、術後管理までを詳細に解説。また、術前
のシミュレーションイメージ構築のために、器材・器具の紹介か
ら、術前診断、インフォームド・コンセント等についても述べて
おり、安全・確実な抜歯を行うための最新ガイドラインとなる。

DHstyle 増刊号 
口腔内の病変・異常に
気づく観察眼を養おう
川辺良一	（大船中央病院）
堀元隆司	（神奈川県・開業）
吉田直人	（神奈川県・開業）編
B5判・148頁	 本体3,000円+税
'13/9発行 

歯科衛生士は患者さんのちょっとした変化に気づくことができ
る立場にあり、そうした変化を発見・報告することは、歯科衛
生士の大切な役割の一つです。こうした役割を果たすために
は、患者さんの口腔内で起こるさまざまな病変や異常に“気づ
く目”、あるいは“見分ける目”が必要となります。本誌はこうし
た観察眼を身につけるための知識がわかりやすく整理された、
臨床の場でお役立ていただけるガイドブックです。

DENTAL DIAMOND 増刊号 
よくわかる歯科小手術の基本
･抜歯から歯周外科まで

齋藤　淳	（東歯大教授）
中川種昭	（慶應義塾大学医学部教授）
清水宏康	（東京都・開業）編
A4判変型・148頁	 			本体5,000円+税
'16/10発行

歯科小手術を行うにあたり、身につけておくべき手技のステッ
プやポイントを、口腔外科分野、歯周治療分野の第一線で活
躍する臨床家が解説。診療室で手に取って、「ああ、こういうこ
とだったのか！」と、重要な点を再確認できるようなヒントが散
りばめられています。歯科小手術の最初の一歩を踏み出す若
いドクターや、さらに確実な処置を目指す方々の心強い味方と
なる一冊です。

DENTAL DIAMOND 増刊号 
やってる？　歯の移植・再植
･成功への近道

塚原宏泰	（東京都・開業）
新井俊樹	（東京都・開業）編
A4判変型・172頁	 			本体5,400円+税
'17/10発行

歯の移植・再植は生体に優しく、元来の歯の機能を活かした方
法であり、条件が合えばたいへん有効な方法です。歯の移植・
再植を成功に導く知識、技術を身につけ、インプラント治療と
適切に使い分けることで、患者満足度の高い治療が実現され
るでしょう。
本増刊号では、歯の移植・再植を行うにあたり、どのような診断
基準で治療にあたればよいのか、基本的な術式の流れと勘所、
よくあるトラブルとその対応を多くの写真を用いて紹介。「歯の
移植・再植」の入門にも再確認にもなる１冊。患者説明にその
まま使える付録つき！
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わたしの難抜歯ストーリー
—確実な診断と処置の実際—

和気裕之	（神奈川県・開業）
立花忠夫	（元	東京厚生年金病院）編
A4判・90頁	 本体6,000円+税
'00/12発行 

歯科治療において抜歯は頻度の高い基本的外科治療だが、と
くに難抜歯は患者の全身状態、偶発症対策など幅広い知識と
技術が要求される。本書では、施術全体を写真、イラストを多
用し簡潔に解説。難抜歯の診断と処置が確実にマスターでき
るように編集。

若い歯科医と研修医のための
口腔外科はじめましょう
佐々木次郎	（東海大名誉教授）監
椎木一雄	 （総合磐城共立病院）
大曽根	洋	（元	都立墨東病院）
金子明寛	 （東海大医学部教授）
山根伸夫	（足利赤十字病院）
太田嘉英	（東海大医学部教授）編
A4判・244頁	 本体7,000円+税
'02/4発行 

口腔外科医が必要な知識、診察、検査、一般処置、患者管理、
手術手技、薬剤の選択と使い方、医療文書などをイラストや写
真を豊富に用いて解説。口腔外科医をめざす若い歯科医や研
修医だけでなく一般開業医にも参考となる情報を満載。

新	スタンダード歯科小手術
伊東隆利	（熊本県・開業）編・著
A4判・184頁	 本体9,400円+税
'10/3発行 

「小さな手術で大きな臨床効果」「いかにして外来小手術を自
分のものとするか」を掲げ、好評を博した前書から12 年。日
常臨床で多く遭遇するケースの対処法はもちろん、インプラン
トをはじめとした外科処置の新しい技術や知見を盛り込みアッ
プデート。小手術の実際を症例中心にまとめ、小手術を臨床に
採り入れることの意義やメリットを解説している。臨床で実践で
きるテクニックを写真やイラストを多用し、わかりやすく示した。

  ▼ 口腔診断・歯科 X 線・全身管理

DHstyle 増刊号 
歯科衛生士のX線読影力 !!
─臨床で120％活用するために─
橋本光二	 （日大歯学部准教授）
三辺正人	（千葉県・開業）
貞光謙一郎	（奈良県・開業）編
B5判・156頁	 本体3,000円+税
'10/9発行 

Ｘ線写真は、歯科疾患の診査・診断はもちろん、患者への説
明、医院内外での症例検討や治療の確認など、日々の臨床に
おいて欠かすことができないものであり、歯科衛生士にもＸ線
写真を読影する力が求められる。本増刊号にはＸ線写真に関す
る知識や活用法がわかりやすくまとめられ、スキルアップに最
適の 1 冊。

DENTAL DIAMOND 増刊号 
歯科の痛みを見極める
—診断・治療･50のQA—

和嶋浩一	（慶應義塾大医学部）編
A4判変型・156頁	 本体5,000円＋税
'14/4発行

患者が訴える痛みを正しく見極め、患者が不安なく治療を受
け入れるための方策を身につけることは、患者との信頼関係
を築くうえでたいへん重要なことである。歯痛と非歯原性疼
痛の鑑別のポイントや、治療困難な痛みへの対応等について、
QA 形式でわかりやすく解説。歯科で対応すべき「痛み」を診
る目を養うための一助となる１冊。
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DENTAL DIAMOND 増刊号 
これからのチェアサイド
CAD/CAM診療ガイド
失敗しないオールセラミック修復のために

草間幸夫				（東京都・開業）
武末秀剛				（東京都・開業）
佐々木英隆（東京都・開業）編
A4判変型・180頁	 本体5,400円＋税
'17/7発行

近年、口腔内スキャナーやチェアサイド CAD/CAM システム
は長足の進歩を遂げ、急速に普及しているが、変化の早さに戸
惑うドクターも少なくない。そこで、デジタルデンティストリー
に関する本物の知識と、豊富な経験をもつ執筆者が集結。本
書は、「歯科のデジタル化に興味がある」「時代に置いていかれ
ないか不安だ」「どこから手をつければよいのか……」といった
ドクターの声に応えた、“真のデジタルデンティストリーの世界”
に導く一冊である。

診断力てすと	第3集
渡辺隆史	（福島県・開業）編
B5判・202頁	 本体4,600円+税
'04/3発行 

診断に苦慮した生の症例 96 編を設問と回答（2 ページ）の
構成で簡潔にまとめた。正しい診断のためには、難症例をより
多く経験し、二次医療機関に紹介する際には、あらゆる可能性
を十分に説明した上で紹介できれば患者信頼度も増す。設問
をＸ線読影や疾患の部位別に分類して読みやすく編集。

診断力てすと	第4集
山根源之	（東歯大名誉教授）編
B5判・200頁	 本体4,600円+税
'08/4発行 

『月刊デンタルダイヤモンド』誌上で長年掲載され、開業の先
生方に人気の「診断力てすと」。今回の第４集は、2004 年〜
2007 年の 95 症例が掲載されている。大学や病院、開業
の先生方が提示した症例は、日常臨床で出会うさまざまなタイ
プのもの。各先生方が鑑別診断する際のサポートになるととも
に、診断力アップのトレーニングに最適。先生自身の力を試し
てみませんか？

デジタルX線
—その導入と活用—

大坪青史	（神奈川県・開業）著
A4判・94頁	 本体7,000円+税
'04/3発行 

著者が進めてきた診療室の IT 化（デジタル化）と、それをど
のように利用し、臨床で活かしているかを詳しく紹介。IT 化の
利点、欠点についても言及。これから X 線のデジタル導入を
考えている歯科医院には、指針となる情報が満載。

鑑別診断
パノラマX線写真
“１人”･で“10分以内”に撮れて、上手に活かせる！

五十嵐千浪	（鶴見大歯学部）
小林　馨	 （鶴見大歯学部教授）編・著
A4判・96頁	 本体3,800円＋税
'15/6発行

歯科医療人として、Ｘ線画像診断は診療上の大きなポイント。
本書は 30 症例のパノラマＸ線画像を提示して、悪性腫瘍か、
悪性腫瘍でないかを診断するもの。パノラマＸ線画像と同時に
CT や MRI などの診断精度の高い画像検査も掲載し、診断を
解説している。本書の活用法の手順に従って読み進むと、あな
た自身の診断精度がわかる。画像診断能力が磨ける最適な一
冊。
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撮れる！	活かせる！
口腔内規格写真
落合真理子	（K’s	シャープニング・歯科衛生士）著
B5判変型・104頁	 本体3,500円＋税
'16/4発行

患者さんの口腔の健康を長期にわたって維持する、予防管理
型の歯科診療。その実践には、初診時や再評価時、そしてメ
インテナンス時において、規格性のある資料による検査が欠
かせない。なかでも口腔内写真は、最も活用頻度の高い資料
で、全来院者の撮影をルーティンに組み込むためには、“1 人”
で“10 分以内”に行えることが望ましい。本書では、口腔内
撮影の手順や知識などを具体的かつわかりやすくまとめ、患者
さんにどのように説明して還元するかまでを紹介。すぐにスキ
ルアップを実感できる、うれしい一冊！

すぐに知りたい！
口腔内規格写真クイックQ＆A
片山章子	 （歯科衛生士）著
片山達治	 （フォトグラファー）監
B5判変型・136頁	 本体4,000円+税
'17/8発行 

患者を生涯診ていくうえで、経時的な変化を追える口腔内写真
は、欠かせない資料の一つです。しかし、カメラの設定や撮影
方法、写真の活用や管理など、次々と湧いてくる疑問に押しつ
ぶされ、何となく撮ったり、撮ること自体を諦めたり……。
本書はよくある 60 の疑問に、まずは 1 〜 2 行ですみやかに
回答。その理由が気になれば、後に続く700 点にも及ぶ豊富
な写真とイラストを中心とした解説でより理解を深められる、マ
ストバイな 1 冊です！

検査・検査値・全身疾患
—歯科医のための全身の見方—

道　健一	 （昭和大名誉教授）
古屋英毅	（元	日歯大名誉教授）
作田正義	 （大阪大名誉教授）
久保木芳徳	（北大名誉教授）編
B5判・260頁	 本体5,825円+税
'93/9発行 

高齢化社会の進展に伴い有病者が増加している状況では、歯
科医も有病者の病状を正しく把握したうえで、歯科治療を行う
ことが求められる。本書は、歯科医にも必要な有病者の臨床
検査データの読み方と疾病の知識を豊富な資料を提示し、わ
かりやすく解説。

口腔医療に必要な臨床検査
井上　孝	（東歯大教授）
松坂賢一	（東歯大教授）著
A4判・100頁	 本体4,400円+税
'12/3発行 

今までの歯科は、削って詰める、欠損を補綴することに終始し
てきたことは否めない。歯科が医療であるならば、診断のため
の検査があり、術式を決めるための検査があり、予後を判定す
る検査がなくてはならない。口腔医療という立場から、臨床検
査や口腔検査の必要性、検査値から病態や症状がみえること
を、わかりやすく解説している。

チャート式
こんな患者が来院したら……
—歯科治療と全身疾患—

和嶋浩一	（慶應義塾大医学部）
井上　孝	（東歯大教授）
和気裕之	（神奈川県・開業）編
B5判・128頁	 本体5,400円+税
'04/4発行 

本書は、有病者が来院したとき、医科的判断から自院で診療で
きる患者であるか、しかるべき施設に診療を依頼しなければな
らない患者であるかの判断の手助けとなる本である。医科的
疾患の解説書ではなく、診療の可否判断、診療の際にどのよ
うな点に注意するのか、治療の流れをチャートに沿って、診療
室で実践する本である。
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歯科治療の安全往来
慢性全身疾患50ガイダンス
佐藤田鶴子	（元	日歯大生命歯学部教授）編
A4判・120頁	 本体4,000円+税
'07/9発行 

平成 19 年 4 月の医療法改定は、開業歯科医院に院内感染対
策、くすりの安全管理、服薬指導などを義務付けるものとなっ
ている。高齢社会を視野に入れ、比較的多い 50 の慢性疾患
の診断基準、治療法、歯科治療時の注意点をわかりやすく解
説。また 50 の慢性疾患の最新情報も満載。

5分で読める！
知りたい全身疾患29
中川洋一	 （鶴見大歯学部附属病院准教授）編
A5判変型・144頁	 本体3,600円+税
'17/7発行 

『月刊デンタルダイヤモンド』の連載で好評を博した「有病高
齢者のチェアーサイドエッセンス」を再編集。少子高齢社会の
進展に伴い、歯科医院に来院する患者さんも、何らかの疾病
を抱えているケースが増えています。本書は医科のさまざま
な疾患にスポットをあて、知っておくべき疾患の原因、処方薬、
歯科治療上の注意点などを収載。1 医院に1 冊、ぜひ備えて
いただきたい書です。

  ▼ 予防歯科

DENTAL DIAMOND 増刊号 
予防歯科
導入と展開のキーポイント
景山正登	（東京都・開業）
髙橋正光	（東京都・開業）
薮下雅樹	（千葉県・開業）
滝川雅之	（岡山県・開業）編
A4判変型・178頁	 本体4,400円+税
'04/4発行  

ここ数年、治療主体から予防中心へと多くの歯科医院が診療
システムの転換を図っている。患者の健康観も高まりつつあり、
その流れは今後も加速していくに違いない。本書では、予防を
実践している19 の歯科医院の実例を紹介。システム作りから
スタッフ教育まで、予防型歯科医院に生まれ変わるためのノウ
ハウがぎっしり詰まった 1 冊。

DENTAL DIAMOND 増刊号 
今日からはじめるPMTC
—進化する歯科医院の作り方—

宮崎真至	（日大歯学部教授）
山本達郎	（神奈川県・開業）
吉田秀人	（神奈川県・開業）編
A4判変型・146頁	 本体4,400円+税
'05/4発行  

PMTC は、セルフケアを補う口腔ケアの一手法として、ハイリ
スク部位へのアプローチとして高く認識されている。しかし、日
常臨床での実践は容易ではない。実践を拒むものは何か ?　
その障害を探り、予防プログラムを取り入れ活性化している歯
科医院の事例、経営向上につながる PMTC や予防プログラム
の提示、歯科衛生士の提言など、今日からトライできる内容に
編集。

ブラッシング指導成功への道
—実力養成編—

丸森賢二	（元	神奈川県・開業）著
A4判・60頁	 本体3,107円+税
'93/5発行 

歯の磨き方の基本を患者に教えるだけではなく、患者自身が
問題点を把握し、その解決に自ら取り組む“問題解決学習”へ
導くためのポイントを解説。患者に100％毛先磨きを達成して
もらうための動機づけを含めた実践例を紹介しながら説明。   
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洗口液なるほど活用術
興地隆史	（東医歯大大学院教授）監
竹中彰治	（新潟大大学院）編・著
B5判変型・160頁	 本体3,900円+税
'16/3発行 

洗口液は、患者さんにとって身近なセルフケア用品の一つであ
るが、誤解されていることも多い。また、歯科医療従事者であ
れば、その効果や効能といった特徴を正しく理解し、患者さん
からの質問に適確に回答したいもの。本書は、洗口液をテーマ
として学術的根拠に基づいて解説された、本邦初の書籍。個々
の患者に合った洗口液の提案と、効果を最大限に引き出す指
導を、根拠を示しながら行うために欠かせない一冊！

臨床の達人4　熊谷　崇
はじめに予防ありき
熊谷　崇	（山形県・開業）著
千田　彰	（愛知学院大歯学部教授）
村岡秀明	（千葉県・開業）
今井文彰	（茨城県・開業）
飯島國好	（東京都・開業）編
A4判・124頁	 本体6,800円+税
'03/4発行 

著者が長年に亘って実践してきた予防歯科プログラム実践の
診断プロセス、インフォームド・コンセント、診査・診断などへ
の取り組みのすべてを紹介。著者は患者のための歯科医療は
職人技・達人技などに基づいた臨床にあるのではなく科学を
臨床に応用する姿勢が基本であると全編を通して語っている。

ヘルスケア歯科診療室発
予防歯科のすぐれモノ17＋α
デンタルダイヤモンド社　書籍編集部　編
A4判・112頁	 本体5,600円+税
'06/6発行 

予防が歯科診療の中心となる時代がきた。義歯やインプラン
ト、矯正など専門的な治療の際にも、予防をはずすことはで
きない。本書は予防歯科診療を円滑に運営するための 17 の
Goods を、診断器材、患者啓蒙用ソフト＆ツール、予防・治
療用器材に分けて紹介。プラスαとしてキシリトール、リカルデ
ント、リナメルを加えた。わかりやすく実践的な構成で、歯科
衛生士にも役立つ内容となっている。

歯科発
ヘルシーライフ	プロモーション
花田信弘	（鶴見大歯学部教授）監
武内博朗	（神奈川県・開業）編・著
A4判・156頁	 本体6,400円+税
'11/6発行 

歯科医院は、口腔だけでなく、体の健康づくりといった新たな
分野の構築が求められている。それは、食育・生活習慣指導
と栄養管理への取り組みである。本書は医師、歯科医師、デ
ンタルスタッフ、健康管理士、管理栄養士、食育指導士が、実
際に行っているケースを紹介し、明日の歯科クリニックの姿を
提案している。

歯科発		アクティブライフ
プロモーション21
健康増進からフレイル予防まで

花田信弘	（鶴見大歯学部教授）監・著
武内博朗	（神奈川県・開業）
野村義明	（鶴見大歯学部准教授）
泉福英信	（国立感染症研究所）編・著
A4判・200頁	 本体8,000円+税
'17/3発行 

世界一の長寿国。いま注目すべきは、健康日本 21 がめざす、
食べて、話して、楽しく、イキイキとした生活を少しでも長く送
るための「健康長寿」です。その健康長寿を獲得するために
は、フレイル、オーラルフレイルを予防する医科歯科連携、生
活習慣病の予防、保健指導やアンチエイジングなどが必要で
す。本書は超高齢社会での QOL を追究するための対策を、よ
り具体的に実践しやすい内容で、管理栄養士や糖尿病専門医
などの歯科プラス多職種の方が執筆しています。患者さんの
みならず、現在健康な人のアクティブな生活のために、歯科か
らの発信に耳を傾けてください。
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最新3DS環境
う蝕ステージ	ペリオステージ
花田信弘	（鶴見大歯学部教授）監
武内博朗	（神奈川県・開業）
早川浩生	（横浜市立大医学部附属病院）著
A4判・100頁	 本体5,600円+税
'09/7発行 

口腔バイオフィルムの制御法である 3DS システム（Dental 
Drug Delivery System）は、予防歯科学的分野の数少ない
ハイリスクアプローチの１つである。本書は一般歯科外来でど
のように 3DS システムを採り入れていけばよいかを、う蝕と、
歯周疾患に分け、図・表を用いてわかりやすく説明をした。

歯原性菌血症を防ぐ
3DSセラピーガイドブック
花田信弘	（鶴見大歯学部教授）監
浦口昌秀	（東京都・開業）
武内博朗	（神奈川県・開業）著
B5判・28頁	 本体1,300円＋税
'14/3発行

口腔細菌をコントロールする 3DS（Dental Drug Delivery 
System）が、全身の健康にも大きく貢献することが明らかに
なっています。著者等は、3DS に加えて「歯科に特化した保
健指導」を行う一連の予防医療体系を「3DS セラピー」と名
付け、日々の診療にて実践しています。従来型歯科医療体系
からの転換を果たした本セラピーの導入が、国民の健康を守り
ます。本書をガイドに、予防歯科から予防医療へ、最初の一歩
を踏み出してください。

ライフステージに沿った
これからの予防	実践book
深川優子	（歯科衛生士）監・著
B5判変型・196頁	 本体4,000円＋税
'17/10発行

たとえ長くかかわってきた患者でも、ライフステージが変化す
ることによって口腔が晒されるリスクは変わっていきます。した
がって、一生涯を支える歯科衛生士として患者に寄り添うため
には、あらゆるライフステージにおけるリスクを把握し、それら
に合わせた予防策を講じられる知識が求められます。本書は、
そのような趣旨のもとに編まれ、臨床現場ですぐに活用できる
情報を収載しています。これからの時代に欠かせない一冊を、
ぜひお手もとに。

フッ化物についてよく知ろう
—う蝕予防の知識と実践—

飯島洋一	（元	長崎大大学院准教授）著
A4判・132頁	 本体5,400円+税
'10/4発行 

著者が長年、臨床や教育の現場で、あるいは講演会等でう蝕予
防の効果を伝える過程で必ず触れてきたフッ化物の応用。そ
の集大成と最新知見をまとめた 1 冊。第 Ⅰ 章では、フッ化物応
用の現状や健康リスク、フッ化物と有害事象など、国内外の知
見を解説。また、第 Ⅱ 章では、フッ化物の応用方法とう蝕予防
効果などをさまざまな角度から解説。フッ化物を応用する歯科
医師や歯科衛生士、歯科学生、さらにはフッ化物を利用する一
般の方々が理解を深めるための参考図書。

  ▼ 高齢者・障害者歯科

DENTAL DIAMOND 増刊号 
安心・安全な高齢者診療
—かかりつけ歯科医に必要な対応—

羽村　章	（日歯大教授）
佐野晴男	（昭和大歯学部教授）
伊東隆利	（熊本県・開業）編
A4判変型・166頁	 本体4,400円+税
'03/4発行  

高齢者社会を迎え、歯科医師には患者の高齢化に対応可能な
知識や二次医療機関との連携を視野に入れた診療体系を取り
入れることが求められる。本書では、高齢患者の QOL の向上
をめざした歯科医療を実践するうえで、配慮すべき点や注意点、
その対応の実際について紹介している。
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DENTAL DIAMOND 増刊号 
オーラルマネジメントに
取り組もう
—高齢期と周術期の口腔機能管理—

岸本裕充	（兵庫医大歯科口腔外科学講座）
菊谷　武	 （日歯大口腔リハビリテーション多摩クリニック）
永長周一郎	（東京都リハビリテーション病院	診療部歯科）
中里義博	 （埼玉県・開業）
太田博見	 （鹿児島県・開業）編
A4判変型・176頁	 本体4,800円+税
'12/10発行  

オーラルマネジメント（OM）の新たな方向性を示すキーワード
として“CREATE”［“Cleaning（口腔清掃）”-“Rehabilitation

（リハビリ）”-“Education（教育）”-“Assessment（アセ
スメント）”-“Treatment（歯科治療）”-“Eat・Enjoy（食べ
る・楽しむ）”］を提唱し、診療現場での OM、疾患・病態別
の OM についてわかりやすく解説。また、多職種連携時の要
点や日常臨床における疑問への回答、更には診療報酬算定時
のポイントと算定例などを具体的に紹介。時代に即した新たな
診療スタイルがみえてくる1 冊。

DENTAL DIAMOND 増刊号 
口から食べるストラテジー
—在宅歯科医療の診療方針と実際—

菅　武雄	（鶴見大歯学部）監・編
柿木保明	（九歯大教授）
大渡凡人	（東医歯大大学院）
須田牧夫	（日歯大附属病院）
守口憲三	（日本訪問歯科協会理事長）編
日本訪問歯科協会　協力
A4判変型・162頁	 本体5,000円＋税
'14/7発行

在宅歯科医療の診療方針は「口から食べる」ことのサポート
であると考えられる。そのためには、歯科診療、ケア、リハビ
リテーションの各領域のニーズを的確に判断しなければならな
い。この３領域に目標達成期間を組み合わせた「口から食べる
ストラテジー」を考えることが、これからの在宅歯科医療の道
筋になる。本増刊号では、そのシステム論や事例に加え、Ｑ＆Ａ
や口腔湿潤剤のリストを掲載。在宅歯科医療のステップアップ
となる１冊（日本訪問歯科協会認定テキスト）。

DHstyle 増刊号 
シニア世代のお口を守り
健康長寿に導くプロをめざそう
戸原　玄	（東医歯大大学院准教授）
B5判・152頁	 本体3,200円＋税
'14/9発行

歯科衛生士に求められることは時代の変化によってかわってき
ます。ご存知のように日本は超高齢社会です。つまり、高齢者
が抱える問題点の解決といったものも、通常の臨床場面で求
められることが普通になっていくわけです。そこで本書では、高
齢の患者さんを目の前にしたときにどのように考え、対応して
いけばよいのかなどをまとめました。歯科医院以外でも施設や
在宅の診療にも役立つ内容です。

訪問歯科診療で活用する
食介護の知識と実践
市川文裕	（元	福島県・開業）監
B5判・116頁	 本体3,400円+税
'07/3発行 

訪問歯科診療の対象者である寝たきりやそれに準じる要介護
者の口腔を管理するために、あらゆる職種の医療・介護従事
者は「食介護」の知識を共有することが必要とされています。
本書では ｢食介護｣ の知識を解説するとともに、日本各地で活
動しておられる歯科医師の方々の取り組みを紹介しています。
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黒岩恭子の
口腔リハビリ＆口腔ケア
黒岩恭子	（神奈川県・開業）著
B5判・48頁	 本体3,000円+税
'10/4発行 

著者は、誰でも簡単に、負担なく口腔ケアができるように、
「くるリーナブラシ」を開発した。口腔リハビリ＆くるリー
ナブラシシリーズの使用は、自己喀出という自浄作用を導
き出し、同時に食べられる口づくりができ、全身の健康が
目に見えてよくなっていく。本書は、多くの患者さんの疾
患や障害に向き合い、その方々の筋肉を撫でたり動かした
りして触れたところからヒントを得、工夫をこらしたイラス
トと写真で構成。シート形式。

黒岩恭子の口腔ケア
黒岩恭子	（神奈川県・開業）監・著
A5判・16頁解説本	 本体4,000円+税
'11/3発行  

昨今、口腔ケア不足による誤嚥性肺炎の重症化が増加してい
る。口腔ケアを行うことで唾液分泌を促し、食べこぼしや窒息、
誤嚥性肺炎を予防することができる。簡単にできる口腔ケアか
ら嚥下機能までの流れを紹介。

なぜ「黒岩恭子の口腔ケア＆
口腔リハビリ」は食べられる
口になるのか
北村清一郎	（元	徳島大大学院）編
柿木隆介	（自然科学研究機構）
井上　誠	 （新潟大大学院）
金尾顕郎	（森ノ宮医療大）
黒岩恭子	（神奈川県・開業）著
A4判・96頁	 本体5,000円+税
'13/3発行 

黒岩先生の口腔ケアは口腔の清掃に留まらず、口腔機能の
リハビリを究極の目的としていることは、容易に理解でき
る。その一方で、「口腔ケアを行うと、なぜ、食べられるよ
うになるのか」という素朴な疑問が寄せられている。本書
はそんな疑問に応えるもので、解剖学、生理学、神経学、
リハビリ学などの専門家が、各分野の立場から黒岩先生の
口腔ケアを解析し、口腔ケアのもつ魅力を理解してもらう
ことが目的である。

＂ホント＂ を学びたい人の
ための口腔ケア
泉澤勝憲	（歯科医師）著
B5判・80頁+112頁	 本体6,000円＋税
'14/1発行

口腔ケアは全身のケアに通じる。その重要性は歯科の領域だ
けでなく、医科はもちろん、日々の暮らしのなかでも注目されて
いるテーマである。本書では、まず、ケアとは何か、また口腔
ケアでは何をすべきかについて、essence（概論）とpractice

（実践）の２冊にまとめ、いま、私たちにできることを提案し
ている。

障害のある方の
歯とお口のガイドブック
長田　豊	（長崎県口腔保健センター	診療部長）著
B5判・90頁	 本体1,800円＋税
'14/9発行

何らかの障害のある方が 740 万人、人口の約 6％いると報告
されている（平成 25 年度版障害者白書 内閣府）。障害のあ
る方は、手が不自由で歯磨きがうまくできなかったり、知的障
害や精神障害のため歯科を受診する機会を逃してしまったり、
歯やお口の問題でお困りの方が多い。本書は、障害別歯科疾
患の臨床例や定期管理の重要性などを取り上げ、障害者の歯
科医療をサポートするための入門書となっている。
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はじめよう在宅歯科医療
在宅療養を支える“かかりつけ歯科医の役割”と
“地域包括ケア”

細野　純	 （東京都・開業）
冨田かをり	（昭和大歯学部）監
A4判変型・84頁	 本体4,800円+税
'15/4発行

かかりつけ歯科医として「在宅歯科医療にいかにかかわってい
くのか」「多職種協働をどのように構築していくのか」をテーマ
に、歯科訪問診療において大切な心構え、必要となるスキル
をわかりやすく解説しました。訪問現場で活躍する歯科医療従
事者と連携する方々の声も紹介します。

  ▼ 隣接医学

歯科医の知っておきたい
医学常識103選
佐々木次郎	（東海大名誉教授）
西田紘一	 （元	日歯大准教授）
鳥居正雄	 （静岡県・開業）
吉田清幸	 （東京都・開業）編
B5判・296頁	 本体5,500円+税
'90/3発行 

歯科以外の疾病をもつ患者が歯科を受診したとき、多様化し
た患者の要望に応えるためには歯科医も一般医科の医学知識
が必要。歯科医が知っておきたい医科の病気やくすりの投与
法など103 項目を取り上げ、診断と治療の基礎知識を紹介。
付録として臨床検査を外注するラボの一覧を掲載。

続・歯科医の知っておきたい
医学常識95選
佐々木次郎	（東海大名誉教授）
増田正樹	 （元	神奈川県福祉部保険課）
鳥居正雄	 （静岡県・開業）
吉田清幸	 （東京都・開業）編
B5判・268頁	 本体5,728円+税
'92/11発行 

ベストセラー『医学常識 103 選』の続編。歯科医が知ってお
くことで治療を行うときに役立つ一般医学の基礎知識 95 項
目を解説した。巻末付録として医科からきた患者紹介状の読み
方の事例を紹介。

この疾患
医科で診る？歯科で診る？
天笠光雄	（東医歯大名誉教授）
中久木康一	（東医歯大大学院）編・著
B5判・140頁	 本体6,000円+税
'10/4発行 

本書では、口腔に関連するさまざまな疾患の概要、歯科で
の対応、他科での対応をまとめた。症状に応じた対応、治
療説明を適切に行うため、また他科への紹介をスムーズに
行うための情報を満載。また、ビスフォスフォネート（BP）
剤について歯科および医科での観点による解説を掲載し
た。

歯科と金属アレルギー
井上昌幸	（元	東医歯大助教授）
中山秀夫	（東京都・医科開業）編
B5判・200頁	 本体6,311円+税
'93/11発行 

口腔内に装着するクラウンなど多くの金属が生体にあたえる
影響についての正しい知識を紹介。歯科と皮膚科の第一線の
臨床医が金属アレルギーの臨床全般と歯科治療時の対応や
免疫・アレルギーに関する基礎知識についてやさしく解説。
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歯科アレルギー	NOW
疾患の基礎と臨床のエッセンシャル

海老原　全	（慶應義塾大医学部	皮膚科学教室）
松村光明	 （東医歯大歯学部附属病院）
原澤秀樹	 （東医歯大歯学部附属病院）
北崎祐之	（東医歯大歯学部附属病院）編
A4判・188頁	 本体9,500円＋税
'16/4発行

歯科におけるアレルギーの最新情報を網羅。東京医科歯科大
学歯学部附属病院歯科アレルギー外来での15年間で培われ
た臨床のノウハウを紹介。アレルギーのメカニズムから、検査、
診断、治療、医科歯科連携、Q&A まで皮膚科医や整形外科
医、薬剤師も交えて詳述。 この一冊で「歯科アレルギーのす
べて」がわかります。

  ▼ 生理

口腔の生理から？
どうして

を解く
森本俊文	（大阪大名誉教授）監
A4判変型・144頁	 本体6,000円+税
'07/1発行  

『月刊デンタルダイヤモンド』に 2 年にわたって連載され、好
評を博した「口腔の生理から ？ を解く」を 1 冊にまとめた。連
載分以外にも新テーマやコラムを追加し、口腔の生理に関する
事象を“どうして？”の視点からリアルなイラストで表現。「な
るほど ！ 」とうなずける新たな発見・理解を提供する。

新・口腔の生理から？
どうして

を解く
森本俊文	（大阪大名誉教授）監
A4判変型・144頁	 本体6,400円+税
'12/4発行  

2007 年に刊行しロングセラーを続けている『口腔の生理か
ら？（どうして）を解く』の第 2 弾。新聞やインターネットなど
のメディアでは、歯や口についての医学的な記事が増え、社会
的に口の働きに関心が高まり、研究面の進歩もみられる。こう
した背景から、第 2 弾は、前書では深く触れていない問題も
含めて解説している。口腔生理学の立場から図を多用して視
覚による理解を重視した構成は、踏襲。

  ▼ 病理

口腔の病態を診る
長谷川博雅	（松本歯大教授）監
A4判変型・140頁	 本体6,600円+税
'09/3発行  

『月刊デンタルダイヤモンド』に 2 年間計 24 回にわたって連
載された「口腔の病態を診る」に、６つの疾患と５編のコラム
を追加。口腔でよくみられる疾患を病理学的な立場からイラス
ト中心に平易な表現で解説。「口腔がん」や「口腔乾燥症」な
どを含め、一般の方には「口の中にはこんな病気があったの
か？」という疾患や、病気の成り立ちが知られていない病態も
まだまだ多く、歯科医学生やチェアーサイドでの患者向けの説
明にも使用できる。

口腔病変クローズアップ
高田　隆	（広島大大学院教授）
小川郁子	（広大病院診療准教授）監・著
A4判変型・144頁	 本体7,000円+税
'10/3発行  

日頃よく遭遇する口腔内の病変に対し、的確な診断や治療法
を選択するには、その病変の本態を知ることが不可欠である。
本書は、このような病変の臨床像を臨床家から提示していた
だき、病理組織像と対比させながら平易な言葉で解説。更に、
病変の理解を深めるためにその成り立ちや鑑別診断、治療法
まで網羅した。歯科医師はもちろん、歯科衛生士をはじめとす
るスタッフにもわかりやすい、チーム医療のレベルをアップさせ
る1 冊。
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口腔病態＆身体病変の
相互関係を探る
井上　孝	（東歯大教授）
石　和久	（順天堂大教授）
松坂賢一	（東歯大教授）著
A4判変型・144頁	 本体7,000円+税
'11/3発行  

全身性疾患のなかには、口腔病変を初発症状とするものや伴
うものが多い。そのため歯科医は、口腔内に発生する病態と
全身疾患の相互関係を理解し、口腔医として治療に当たること
が必要である。本書は、医学部病理専門医と歯学部口腔病理
専門医がお互いの領域を超えて一元論で作った。歯科医から
口腔医へ駆け上がる礎の書である。

  ▼ 薬理

歯科医のための
パーソナルドラッグ
—わたしのQ&A36—

影向範昭	 （新潟薬科大教授）著
柬理十三雄	（日歯大新潟生命歯学部名誉教授）監
A5判・136頁	 本体3,000円+税
'06/3発行 

日本で発売されている医薬品の数は 14,000 種類にのぼる。
歯科臨床で用いる薬剤は限られているが、特徴、有効性、副作
用を知り、パーソナルドラッグとして間違いのない抗菌薬、消炎
鎮痛薬を選びたい。本書は、歯科医師がパーソナルドラッグを
適切に選び、有効で安全な薬物療法を行うための情報を、QA
スタイルでわかりやすく紹介した。

内科的歯科治療
くすりの時間です
今井文彰	（茨城県・開業）他　著
A4判・92頁	 本体5,200円+税
'05/8発行 

歯科は外科的治療を中心に展開してきたが、近年内科的治療
も盛んになり、歯科医療の有力な選択肢の一つとして注目され
ている。本書では決め手となる7 つのくすり（AD ゲル、3Mix、
ペリオクリン、アジスロマイシン、3DS、フッ素［＋シーラント］、
フッ化第 1スズジェル）とその臨床システムを臨床家が報告し
ている。

歯科におけるくすりの
使い方2015-2018

金子明寛	（東海大医学部教授）
須田英明	（東医歯大名誉教授）
佐野公人	（日歯大新潟生命歯学部教授）
柴原孝彦	（東歯大教授）
川辺良一	（大船中央病院）編
A4判・456頁	 本体8,000円＋税
'14/10発行

歯科医師に長年支持され、読まれている『歯科におけるくすり
の使い方』。2015-2018 年版は、さらに進化して、質・量と
も大幅にアップ。医科治療ガイドラインと歯科治療、抗菌化学
療法の理論と実践、鎮痛薬・抗炎症薬、局所麻酔薬他、新た
に口腔保湿剤、薬品一覧に適応症を追加。歯科にかかわるく
すりの情報満載で、若手からベテランの歯科医師まで必携の１
冊。

知っておきたい
歯科衛生士のための
くすりの知識
佐野公人	（日歯大新潟生命歯学部教授）
永合徹也	（日歯大新潟生命歯学部准教授）
秋山麻美	（日歯大新潟病院）
竹野敏彦	（日歯大新潟病院）著
A5判変型・112頁	 本体2,800円+税
'11/4発行  

高齢社会にともない、医科で処方された薬を服用している来
院患者が多くなっている。患者が服用している薬が、どのよう
な疾患に対する薬なのか、また服用している患者に対して注意
することはなにか、といった歯科衛生士が知っておきたい「薬
の知識」（薬の基礎、患者が服用することの多い薬、歯科臨床
で使う薬）を解説。
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全身疾患別で学ぶ
くすりの知識
金子明寛	（東海大医学部教授）監
川辺良一	（大船中央病院）著
B5判変型・172頁	 本体4,500円+税
'17/3発行  

今後、全身疾患を抱える方の増加が見込まれるなか、開業歯
科医院においても、来院患者さんが抱える全身疾患とその治
療薬について、歯科医師や歯科衛生士が最低限の知識をもち
合わせていることが、いままで以上に求められます。
本書は、全身疾患の特徴をイラストで解説し、歯科治療時に注
意すべきポイントをまとめるなど、わかりやすい工夫が満載で
す。また、遭遇頻度の高い全身疾患を中心にまとめているの
で、臨床の場ですぐに役立ちます。

  ▼ 月刊 ― GEKKAN―シリーズ
弊社創業 30 周年の記念行事として企画されたシリーズ『月刊　GEKKAN』。臨床現場の最前線でご活躍の先生方に、得
意とされる臨床手技やノウハウを伝えていただく。48 頁のハンディな作りにぎっしり中身のつまった本書からは、「技」だけ
でなく、著者のカラーも感じ取れる。ひと月で読めて学習できる臨床手技のエッセンス BOOK ができた ！

月刊　宮内修平
効率的な支台歯形成
宮内修平	（大阪府・開業）著
A4判・48頁	 本体3,000円+税
'06/11発行 

一般臨床家にとって、より質の高い支台歯形成を効率的に行う
ために必要と思われる事柄について、わかりやすく解説。

月刊　小嶋　壽
歯牙破折発見！
小嶋　壽	（東京都・開業）著
A4判・48頁	 本体3,000円+税
'06/11発行 

「歯科臨床は、『咬合』を意識せずに語ることはできない」と述
べる著者が、歯牙破折に目をつけた。歯牙破折から何を読み
とるか？

月刊　近藤隆一
ホワイトニング・マジック
近藤隆一	（東京都・開業）著
A4判・48頁	 本体3,000円+税
'06/11発行 

ホワイトニングに関する知識・術式をコンパクトに掲載。ホワイ
トニングを始めようとする人、すでに始めている人、どちらの
人にも役立つ内容。

月刊　阿部二郎
下顎総義歯吸着までの道のり
阿部二郎	（東京都・開業）著
A4判・48頁	 本体3,000円+税
'07/2発行 

現代の無歯顎臨床に大きな影響を与えてきた臨床家の総義
歯作りのプロセスを、「下顎総義歯吸着までの道のり」として
解説した。また、難しいとされている下顎総義歯の吸着につい
て、成功するためのポイントが示されている。
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月刊　南　清和
審美歯科修復への誘い
南　清和	（大阪府・開業）著
A4判・48頁	 本体3,000円+税
'07/4発行 

トータルな臨床をこなす著者に、審美歯科に取り組むときのヒ
ントを紹介していただいた。「機能の回復」を抜きにして審美は
語れない。上質なテクニックに裏打ちされた審美歯科のエッセ
ンスが、臨床をレベルアップさせてくれるだろう。

月刊　内山　茂	
ケア型医療・診療室発
内山　茂	（埼玉県・開業）著
A4判・48頁	 本体3,000円+税
'07/12発行 

「寄り添う医療、いたわる医療」を目指している著者に、長期的
なケアの発想に裏打ちされた「心と言葉と技のハーモニー」を
紹介していただいた。地域に根ざした予防歯科を進めていくう
えで、心強い 1 冊。

月刊　吉田秀人	
ポジティブ3Kパーシャルをめざして
吉田秀人	（神奈川県・開業）著
A4判・48頁	 本体3,000円+税
'07/12発行 

義歯に対する認識を一新する、ポジティブ 3K（「 嚙める！」「き
れい！」「快適！」）をめざしたパーシャルデンチャーの進化とそ
の魅力をわかりやすく紹介する。

月刊　宅重豊彦	
進化する3Mix-MP法
宅重豊彦	（宮城県・開業）著
A4判・48頁	 本体3,000円+税
'08/2発行 

病巣を無菌化させて治癒へ導く、３種の薬剤を用いた３Mix-
MP法。う蝕や歯内療法などの症例をとおしてその有効性を語
る。

月刊　林　揚春	
審美領域の抜歯即時埋入インプラント
林　揚春	（東京都・開業）著
A4判・48頁	 本体3,000円+税
'08/3発行 

治療期間の短縮をはじめ抜歯即時埋入インプラントには利点
が多いが、 決して簡単な治療法ではない。本書では、審美領
域での抜歯即時埋入の原則をわかりやすく解説。また、単独
歯から多数歯まで臨床例をとおして、治療計画から最終補綴物
装着までのキーポイントを示した。
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月刊　日髙豊彦	
メタルフリー自由自在
日髙豊彦	（神奈川県・開業）著
A4判・48頁	 本体3,000円+税
'08/6発行 

近年の歯科医学における材料の進歩はめざましい。天然歯に
近い光学特性をもつオールセラミックは、審美的効果が高く予
知性の高い材料となってきた。本書ではオールセラミックを使
用する際の選択のヒントとなるべく、各種製品の特性を示した。
オールセラミック・クラウンを用いた審美治療に役立ててほし
い。

月刊　塩田博文	
義歯作りの“いろはに方程式”
塩田博文	（福島県・開業）著
A4判・48頁	 本体3,000円+税
'08/6発行 

義歯の安定のために、筆者は本書で「動く」ということを検証
した。本書に掲載されている19 のケースからは、なぜ失敗し
ていたのかが見えてくるだろう。随所に散りばめられた「そう
だったのか ！ ？」には、安定した義歯作りのための、目から鱗の
臨床のヒントが記載されている。

月刊　中沢勝宏	
顎関節症　治療するときしないとき
中沢勝宏	（東京都・開業）著
A4判・48頁	 本体3,000円+税
'08/8発行 

歯科以外の領域を含めるさまざまな要因が関与して発症する
といわれれる顎関節症。この疾患に関してはいまだ誤解も多
く、患者同様、対処に悩む歯科医師も多いだろう。本書では診
断から処置までを、顎関節症治療の第一人者にわかりやすく解
説していただいた。

月刊　柳澤宗光
「ムーシールド」による
反対咬合の早期初期治療
筋機能訓練装置
柳澤宗光	（東京都・開業）著
A4判・48頁	 本体3,000円+税
'09/10発行 

柳澤宗光氏考案の「ムーシールド」は、反対咬合用の早期初
期治療用のオーラルシールドである。
本書は、「ムーシールド」のコンセプトと治療について、骨格性
反対咬合の症例を示して解説している。

月刊　上濱　正	
有床義歯治療の新たなるプロトコール
上濱　正	（茨城県・開業）著
A4判・48頁	 本体3,000円+税
'10/1発行 

インプラント補綴に注目が集まっている今日、有床義歯は、
痛い、嚙めない、笑えないと、患者や若い先生方に敬遠さ
れがちである。本書は、いかにして満足度の高い有床義歯
を作るか、その対策を総義歯と部分床義歯の症例を通して、
ウエハマ流で解説。
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月刊　丸森英史
team･MARUMORI発･
医院で取り組むブラッシング指導
丸森英史	（神奈川県・開業）著
A4判・48頁	 本体3,000円+税
'10/3発行 

う蝕や歯周病の原因が感染症であると明らかになったいま
でも、ブラッシングは歯科臨床の基本である。本書では、な
ぜブラッシングが大切か、またなぜブラッシング指導が難
しいかをわかりやすく解説した。歯科医師をはじめスタッ
フ全員で取り組むブラッシング指導は、医院の力となるだ
ろう。

月刊　北島　一
Balance･in･Periodontics
北島　一	（静岡県・開業）著
A4判・48頁	 本体3,000円+税
'10/6発行 

“歯肉と歯槽骨のアンバランスな状態が、歯周ポケットの
形成につながる”ことに着目した著者に、歯周治療のテク
ニックを披露していただいた。「歯を長くもたせて患者の信
頼を得るには、確かな治療技術が必要！」ということが伝
わってくる１冊。

月刊　下地　勲	
歯はここまで残せる
セカンドオピニオンの実践
下地　勲	（東京都・開業）著
A4判・48頁	 本体3,000円+税
'11/3発行 

インプラントの普及に伴い、歯牙保存のための努力が以前に比
べて薄れ、安易に抜歯が行われるということを感じている読者
も多いと思う。本書では筆者の“天然歯保存”への取り組みを
紹介。抜歯に至る原因を分類し、対応について解説していただ
いた。セカンドオピニオンとして患者から求められ、信頼を得
ている筆者の天然歯保存の臨床。

月刊　木村洋子	
私を魅了したオールオンフォー臨床
木村洋子	（北海道・開業）著
A4判・48頁	 本体3,000円+税
'12/11発行 

従来の総義歯製作法に立ちはだかる壁に翻弄されていた筆者
が遭遇した「オールオンフォー」。「これこそが私が求めていた無
歯顎の治療法だ」と強く感じた筆者は、リスボンへ単身研修に
行き、習得した技術で母を施術。それ以来、「オールオンフォー」
は筆者の治療の中心となり、多くの悩める患者を救っている。
筆者を惹きつけた「オールオンフォー」の魅力とは？

月刊　生田図南	
天草発　生田式歯科医療のススメ
生田図南	（熊本県・開業）著
A4判・48頁	 本体3,000円+税
'13/10発行 

『わたしの生田歯科医院』の発行から８年が経過し、生田歯科医
院では、消毒・滅菌のシステムをはじめ歯科診療を、より効率よ
く、確実なものへと進化させてきた。歯周内科治療だけではな
く、歯科医療全般を通して歯科のあり方を問い、経営に結びつ
く医療を提案してきた著者の、未来を見据えた‘いま’を、48
頁にまとめた。
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月刊　諸星裕夫	
接着臨床による･歯根破折からの生還
諸星裕夫	（神奈川県・開業）著
A4判・48頁	 本体3,000円+税
'13/12発行 

著者は、臨床家として日々の臨床をこなす傍ら、接着歯科の研
究にも関わってきた。その業績からは、日進月歩の接着歯科臨
床のなかで、術者の診断・診査が重要なもので、不変であるこ
とが示されている。本書では、接着歯科臨床における歯根破折
への応用についてまとめていただいた。

月刊　林　治幸	
矯正が可能にする包括的歯科治療
林　治幸	（神奈川県・開業）著
A4判・48頁	 本体3,000円+税
'13/12発行 

「水平的移動から三次元への移動は、私の矯正治療を格段と上
達させてくれた」（あとがきより）。矯正は、歯科臨床の“技”を
も拡大し、患者と術者を救ってくれる。患者に笑顔が戻るまで
最善の治療を施し、信頼を築きあげてきた筆者の、矯正を活か
した“技” を紹介する。

月刊　木下径彦
ヒアルロン酸が導く統合医療へ

木下径彦	（昭和大兼任講師）著
A4判・48頁	 本体3,000円＋税
'14/2発行

いまや歯科治療においては、機能ばかりでなく審美的な要素
が重要視されるようになりました。歯科医師には患者の要求を
探り、時代とともに変化する美的センスへの対応が求められま
す。本書は、審美領域において、ヒアルロン酸を用いた処置を
とりあげ、歯科医師が行う統合医療としての美容診療を紹介し
ています。

月刊　鈴木設矢
床矯正治療の･５･Essentials

鈴木設矢	（東京都・開業）著
A4判・48頁	 本体3,000円＋税
'14/5発行

床矯正治療は、可撤式矯正装置を用いた保存的歯科治療で、
一般臨床医の多くの方が取り組んでいます。その治療を支え
る５つの柱を、48 頁にまとめました。
1. 治 療 対 象 は 歯 列 だ け で は な い　2. 抜 歯 を 前 提 
にするか、否か　3. 子どもを育み、食文化を導く　4. 早期治
療が成功の決め手　5. 患者主導の治療である
導入の際のガイドとして、本書をお役立てください。

月刊　吉野敏明
口腔と全身のかかわりからみた
未来ある歯科治療

吉野敏明	（神奈川県・開業）著
A4判・48頁	 本体3,000円＋税
'15/2発行

「歯を治療するだけが歯科医師の仕事ではない」といわれるこ
との多い昨今、歯周病をはじめとする歯科疾患と全身とのかか
わりに注目が集まっている。本書では、未来を見据えた歯科治
療として、歯周病の抗菌療法や免疫治療、レーザー、フォトダ
イナミックセラピーなど、筆者が取り組んでいる最先端治療の
エッセンスを 48 ページに凝縮した。日常臨床を変えるきっか
けとなる１冊。
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月刊　池田雅彦
ブラキシズムは治る！
1,600症例から見えたこと

池田雅彦	（北海道・開業）著
A4判・48頁	 本体3,000円＋税
'15/9発行

臨床を基本どおりに行っていても、いろいろなトラブルや困難
なケースに遭遇することがある。それらの主な原因の1つとし
て、過度な“力”の関与が考えられる。しかし、“力”の実態は
解明されておらず、なかでもとくにブラキシズムは治療の成否
に大きな影響を及ぼすため、臨床家の悩みの種となっている。
本書は、ブラキシズムの症例数が 1,600 を超える著者が、長
年の臨床研究や臨床観察から見えてきた“ブラキシズムを治
す”ための方策を提示する、画期的な１冊！

月刊　行田克則
世界を変える“ナメタメソッド”

行田克則	（東京都・開業）著
A4判・48頁	 本体3,000円＋税
'15/12発行

“ナメタメソッド”は、レーザーを用いて「クラウンを外さずに病
巣を治せる」ことを最大の特徴としている。本法は手技的な難
しさもなく、また応用範囲の広さは本書中にある 24 症例から
も折り紙付きで、ペリインプランタイティスの治療にも適用で
きる。まさに、世界を変え得る“ナメタメソッド”を、ぜひご覧
いただきたい。

歯科医療は、「手技」によって展開してきた。したがって、手が動いてナンボが開業歯科医の世界である。理屈を山ほど重
ねても手が動かなきゃアウトである。本シリーズは、研修医や臨床現場に出て間もない若手歯科医を対象に、これだけはマ
スターしたい 50 の臨床手技の「いろは」「勘どころ」を1項目見開き 2 頁、読んで（左頁）見て（右頁・図）というわかり
やすい構成で解説した。

  ▼ 若手歯科医のための臨床の技 50シリーズ

若手歯科医のための
臨床の技50・口腔外科
外木守雄	（日大歯学部教授）著
B5判変型・112頁	 本体4,400円+税
'04/11発行  

本書では、理屈や理論はひとまず横において臨床の手技に的
を絞って構成。百の理屈よりたった一つの「技」が患者を満足
させる。抜歯や止血などの基本手技のマスターにすぐに役立
つ内容。見開き 2 ページ、50 項目の技法のエッセンスを掲
載。

若手歯科医のための
臨床の技50・保存修復
安田　登		（NPO法人		あなたの健康	21
	 		「歯と口の健康を守ろう会」）著
B5判変型・112頁	 本体4,400円+税
'05/3発行  

口腔外科に続くシリーズ第二弾。項目ごとに見開きにまとめら
れた 50 の技は、若手歯科医ばかりでなく、臨床現場で活躍し
ているベテラン歯科医にも好評。本書では、M I を基本とした
最新う蝕治療と修復処置の 50 のテクニックが示されている。
わかりやすい文章と内容で、今日からの診療に役立つ。

若手歯科医のための
臨床の技50・歯周治療
谷口威夫	（長野県・開業）著
B5判変型・112頁	 本体4,400円+税
'07/7発行  

歯周治療をはじめてから 30 数年の経験をもつ著者に、１人の
患者の長期症例を通して、歯周治療について解説いただいた。

「歯周治療は難しい…」という読者には目から鱗の指導書とな
るだろう。わかりやすい文体でまとめられている本書は、歯科
衛生士にも役立つ内容となっている。
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若手歯科医のための
臨床の技50・
パーシャルデンチャー
渡辺隆史	（福島県・開業）著
B5判変型・120頁	 本体4,400円+税
'08/5発行  

本書ではパーシャルデンチャーの基礎から応用までを、症例を
用いて説明している。パーシャルデンチャーの設計から、イン
プラント補綴への応用まで、臨床に役立つ実践的な内容であ
る。

若手歯科医のための
臨床の技50・
クラウンブリッジ
行田克則	（東京都・開業）著
B5判変型・112頁	 本体4,400円+税
'08/10発行  

最近の歯科治療には修復治療の質として「審美的」という要
素が求められている。審美性をも満たし、生体親和性を考慮し
て長期的な安定が得られる修復物を完成させるためにはどの
ようなことが大切か。筆者には、その考え方とテクニックを示
していただいた。

若手歯科医のための
臨床の技50・歯内療法
山田國晶	（京都府・開業）編・著
B5判変型・112頁	 本体4,400円+税
'09/4発行 

肉眼で確認することができないままに行われる根管治療をは
じめ、歯内療法では精密さと根気が必要とされる。本書では効
率よく確実な処置を行うため、おさえておくべきポイントをまと
めた。本書は、“オトナの臨床家を作る「手」づくり講座”とし
て好評のシリーズ完結扁。

日常臨床では、有病者や高齢者、妊産婦など、治療にあたるうえで特別な注意を払わなければならないケースにたびたび遭
遇する。隣接医学シリーズでは、それぞれの特徴や注意事項など、必要不可欠な医学知識をコンパクトにまとめ、安心安全
な治療を行うためのエッセンスを凝縮した。

  ▼ Dd 隣接医学シリーズ

Dd 隣接医学シリーズ
糖尿病と歯科治療
野村慶雄
（神戸常盤大短期大学部	口腔保健学科）編・著
A5判・176頁	 本体5,200円+税
'12/4発行 

本書は、糖尿病患者に歯科治療を行ううえで必要な知識を詳
説した。糖尿病の病態、合併症、治療法、また歯周病との関
連性など、正しい理解を提供するとともに、歯科治療での注意
点や患者指導など、臨床に役立つ実践的な情報をまとめた。

Dd 隣接医学シリーズ
妊産婦と歯科治療
滝川雅之	（医療法人緑風会	ハロー歯科）編・著
A5判・176頁	 本体5,200円+税
'12/8発行 

妊産婦についての基礎医学知識をわかりやすく解説するとと
もに、妊産婦に歯科治療を行ううえでの注意点をはじめ、歯周
病と早産・低体重児出産の関連性、う蝕の母子感染などに至
るまで、妊産婦に関わる歯科の知識を収載した。
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Dd隣接医学シリーズ
がんと歯科治療
臼渕公敏	（宮城県立がんセンター）編・著
A5判・264頁	 本体6,500円＋税
'15/8発行

本書は、歯科医療従事者ががん患者にかかわるときに必要な
全身的事項や各がんの病態・治療に関する詳細な解説書であ
る。「基礎編：臨床腫瘍学のミニマム・エッセンス」では各種が
んの最新の標準治療とその関連事項を、「歯科編：がん患者の
口腔機能管理」ではがん患者のさまざまな場面における口腔
管理について解説している。

  ▼ よく・わかるシリーズ
このテーマならこの著者で「よく・わかる」、このシリーズの容れ物（判型）に構成、レイアウトの三位一体で「よく・わか
る」、それを風通しよく納まるページ数で「よく・わかる」。そして、読者の懐に優しい価格で DD 社の姿勢が「よく・わか
る」という全員集合！！　臨床のことも経営のことも、すぐに役立つポイントをわかりやすく解説しています。

よく・わかる
歯科用レーザー120%活用術
青木　章	（東医歯大大学院）
和泉雄一	（東医歯大大学院教授）編・著
A5判変型・136頁	 本体3,400円+税
'12/10発行 

昨今、一般の歯科医院においてもレーザー装置が普及し、身
近なものとなっている。本書は、第一線で活躍されている歯科
医師に、実践で役立つ内容をレーザーごとにまとめていただい
た。レーザー初心者から、ベテランの先生にも役立つ有益な情
報がコンパクトなスタイルに掲載されている。安心安全のレー
ザー治療を行えば、増患にもつながり、100％を超えたレー
ザー活用が期待されるだろう。

よく・わかる
歯科医院を生かすお金のしくみ
宮原秀三郎	（DBMコンサルティング）著
A5判変型・144頁	 本体3,400円+税
'12/10発行  

“歯科医院経営のコーチ”による、「返す・貯める・使う」お金
の流れから学ぶ医院経営読本。「歯科医院経営の基本」「歯科
医院開業時のお金」「経営指標を使ったセルフチェック」の各
章には、長年の経験に裏打ちされた鋭い視点と的確な助言が
散りばめられている。理論にとどまらず、明日からの経営に勇
気を与えてくれる豊富な実例やエピソードも紹介。

よく・わかる
歯科医院を生かすお金のやりくり
宮原秀三郎	（経営コンサルタント）著
A5判変型・164頁	 本体3,600円+税
'13/9発行  

前作『よく・わかる 歯科医院を生かすお金のしくみ』につづく
第二弾 ！　とくに反響が大きかった「やりくり」に焦点をあて、

「医業収入」「ヒト」「モノ・サービス」の観点から医院経営の
お金のやりくりの本質を追究。教科書的な知識や理論にとどま
らない、実感をもって語られるスケールの大きな医院経営論は
必読。



64

よく・わかる
歯科用薬剤ガイド
—症例別処方プログラム—

日本歯科薬物療法学会　編
A5判変型・172頁	 本体3,600円＋税
'14/6発行

日常臨床で薬剤の選択・使い方に不安を抱いていませんか？ 
本書は比較的頻度の高い歯科疾患を取り上げ、その疾患に関
する知識や症例、処方例、処方する際のポイントをわかりやすく 
記載しています。また、小児、高齢者、妊婦、腎透析者といっ 
た患者への具体的な対応例も紹介！そして、処方薬剤が保
険適応か否かも「よく・わかる」、便利で持ち運びやすいハン 
ディーサイズの大好評シリーズ第４弾！

  ▼ ドクタースタッフシリーズ
患者に信頼される歯科医院の構築のためには、スタッフの力が欠かせません。2004 年デンタルダイヤモンド別冊『ドクター
スタッフ　活き活き歯科医院経営術』では、スタッフ参加型の歯科医院経営を提案しました。「医院力」向上のために、本シ
リーズでは、歯科医療に携わっているドクターとスタッフで取り組むテーマをとりあげていきます。

ドクタースタッフ
歯科医院でおこなう
偶発症予防と救命処置
横山武志	（九大大学院教授）著
B5判・76頁	 本体3,800円+税
'12/12発行 

歯科医院における偶発症は治療中に発生するため、患者はデン
タルチェア上にいることが多いでしょう。デンタルチェア上で緊
急の対処を行うにはどうしたらよいでしょうか？　患者の心肺が
停止した場合は、デンタルチェアから床に下ろして心肺蘇生を行
いますか？　一秒も無駄にできない緊急時、もっとよい方法は
ないでしょうか？　補綴物を誤嚥させてしまった場合はどのよう
に摘出しますか？　気をつけなければならない注意事項を知っ
ていますか？　本書では、誰にでもできる簡単な方法での偶発
症予防と、歯科医院という環境に即した救命処置を紹介します。

ドクタースタッフ
チームで取り組む消毒・滅菌
塚本高久	（愛知県・開業）著
B5判・112頁	 本体4,000円+税
'13/9発行 

患者さんを守り、医院を守る「消毒・滅菌」。しかし、いざ取り
組むとなると一筋縄ではいきません。「どこから滅菌すればい
いの ？」「滅菌できないものはどうするの ？」「コストがかさむの
では ？」 「スタッフへの説明はどうすればいい ？」本書では、塚
本歯科クリニック（愛知県）での実際の取り組みを紹介し、こ
れらの疑問にひとつひとつ答えていきます。

ドクタースタッフ
「＋患者」の
インプラントメインテナンス
吉野敏明	（神奈川県・開業）
田中真喜	（神奈川県・開業）編・著
B5判・98頁	 本体4,000円+税
'14/8発行

インプラント治療においてメインテナンスに移行するうえで、治
療計画の立案から外科治療、そして補綴治療まで、どこに問題
があったかを考察するためにも、歯科医師、歯科衛生士、そし
て歯科技工士がインプラントを熟知し、互いの密な連携が求め
られる。他院で行ったインプラントも含めて柔軟に対応しつつ、
メインテナンスを行うためのガイドブック。
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  ▼ DHシリーズ
歯科診療の流れが治療からケアーへと変わってきているなかで、歯科衛生士の果たす役割は重要になってきています。歯科
医師の指導の下、歯科衛生士一人で患者指導・メインテナンスを行うことは、歯科医院の信頼を左右するものです。歯科衛
生士が携わる仕事を書籍で理解するだけでなく、DVD で実際の動きを見ながら修得するシリーズです。

歯科衛生士さんのための
口腔内撮影術
丸茂義二	（日歯大名誉教授）監・著
B5判・76頁	 本体9,000円+税
'05/4発行 

歯科衛生士さんのスキルアップのための必読書。DVD 付き
で理解度がさらにアップ。撮影しないよりしたほうがいいのが
口腔内記録写真。口腔内撮影がすぐに上達するテクニックが満
載。Lesson 編と解説編に分かれて、デジタルカメラの特長を
応用し、撮影後に修正可能な口腔内写真とは何か、口腔内撮
影の実際を丁寧に解説。

歯科衛生士さんのための
ブラッシング指導
丸森英史	（神奈川県・開業）監
相田百合	（歯科衛生士）指導
B5判・60頁	 本体9,000円+税
'06/4発行 

口腔機能を長く健康に保つために、患者さんにプラークを上手
に取る技術を指導するための必読書。患者さんが診療室と自
宅ともに「できた」という共通した達成感を自ら発見していた
だくための、歯科衛生士さんのブラッシング指導方法をＤＶＤと
書籍で解説したものです。

歯科衛生士さんのための
症例でみる
オーダーメードのPMTC
村上　充	（東京都・開業）
村上恵子	（歯科衛生士）監・著
B5判・60頁	 本体9,000円+税
'06/4発行 

歯科衛生士さんが PMTC を行うことがルーチン・ワークにな
りつつありますが、患者さんによっては慎重に対処しなけれ
ばならないケースもあります。本書では、型にはまりがちな
PMTC を、患者さんの症状に応じて行えるように、7 つの症
例を通して DVDと書籍で、わかりやすく解説しています。

歯科衛生士さんのための
成功する定期健診のすすめ方
黒田昌彦	（東京都・開業）
品田和美	（歯科衛生士）監・著
B5判・56頁	 本体9,000円+税
'07/4発行 

口腔内を健康に保つために、定期健診は不可欠です。デンタ
ル IQ が高まるにつれ定期健診を受ける患者も増え、歯科衛生
士の業務として定着しつつあります。患者に長期的に定期健診
を継続してもらうための「正確な診査」と「苦痛の少ないプロ
フェッショナルケア」を DVDと併せて紹介します。また歯科衛
生士の視点から長期症例を提示しています。
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歯科衛生士さんのための
シャープニング
新田　浩	（東医歯大大学院准教授）
茂木美保	（歯科衛生士）監・著
B5判・56頁	 本体9,000円+税
'07/7発行 

スケーリング・ルートプレーニングを行う上で、スケーラーは
歯科衛生士にとってなくてはならない道具です。しかし研げて
いないスケーラーは歯石を上手に取れない。元々スケーラー
は歯面に適合しやすい形に作られているため、それを理解しな
いでシャープニングを行うと、スケーラーの形が変形してくる。
ブレードの形態に基づいた、両手を動かす「新田式シャープニ
ング法」を DVDと書籍で解説します。

  ▼ チェアーサイドのガイドブックシリーズ

チェアーサイドの
救急処置・蘇生法
ガイドブック
伊東隆利	（熊本県・開業）著
西　正勝	（九歯大名誉教授）監
B5判・44頁	 本体2,000円+税
'99/4発行 

歯科診療中の患者の不測の事態に対して、正しい救急処置・
蘇生法が実践できるよう、そのコツをわかりやすく紹介。全身
管理、精神鎮静、全身麻酔、救急処置、疼痛管理など、各テー
マ毎に基本的な麻酔学の知識をやさしく解説。

チェアーサイドの
インフェクションコントロール
ガイドブック
—歯科における院内感染予防対策—

田口正博	（東京都・開業）編
B5判・64頁	 本体2,500円+税
'99/9発行 

歯科医院のチェアーサイドにおける滅菌と消毒の実践的な予
防法を Q&A とチャートで見開き 2 頁構成で簡潔に解説。著
者の使用している製品の購入先も付記し、読者の便宜を図った
手引き書として最適。

チェアーサイドの
照会状書いて返書読んで
ガイドブック
花井　康	（大分県・開業）著
柳澤繁孝	（大分大医学部名誉教授）監
B5判・80頁	 本体2,500円+税
'00/5発行 

歯科に来院する有病患者へ観血的処置を行うとき、その患者
の病状を一般医に問い合わせる照会状の記載の仕方と、その
返書をどう読むか例示した。また、歯科医の知っておきたい医
学知識として有病者の疾病の概要をコンパクトに紹介。

チェアーサイドの
くすり拝見	病気確認
ガイドブック	
—投与されている薬剤から疾病を見分ける—

佐々木次郎	（東海大名誉教授）
二宮佐好	 （東海大病院薬剤部）著
B5判・58頁	 本体2,500円+税
'01/11発行 

歯科を受診する患者が他の疾病によりくすりを服用している
場合、そのくすりからどのような疾病かを見分けるガイドブック。
とくに頻度の高い疾病を中心に、投与されているくすりの相互
作用や歯科治療上の注意点なども含め平易に解説。
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チェアーサイドの
まず臨床検査から
ガイドブック
井上　孝	（東歯大教授）
松坂賢一	（東歯大教授）著
B5判・64頁	 本体2,500円+税
'02/7発行 

一般医科では、問診＋診察＋検査により、診断の確率を 90％
に高めている。一方、歯科は全身疾患患者が来院しても的確
な対応が難しい。そこで本書は、症状や所見から検査を考える
歯科医療面接に役立つ知識、口腔内の症状と歯科特殊検査と
感染症簡易検査、検査値の辞書として国家試験出題基準など
を掲載し診断力を養う手引き書として編集。

チェアーサイドの
パントモグラフを視る
ガイドブック
佐々木次郎	（東海大名誉教授）編・著
B5判・60頁	 本体2,500円+税
'03/6発行 

筆者の豊富な臨床経験に基づき、とくに印象に残った 39 枚の
パントモグラフを抽出し、その症例における抜歯の難易度や智
歯抜歯後の神経麻痺など後遺症出現の可能性の頻度を予測
できることを示した。セカンドオピニオンや放射線技師の協力
のもと、個々の症例における抜歯の可否についてワンポイント
のイラストを載せ簡潔に解説。

チェアーサイドの
口臭治療ガイドブック
本田俊一	（大阪府・開業）著
B5判・80頁	 本体2,800円+税
'04/2発行 

口臭治療にいち早く取り組んだ著者が、口臭治療の実際を余
すところなく公開し、これから口臭外来を開設しようとする医院
にとって有益な情報が掲載されている。口臭治療の基礎知識
から診療予約、初診時、治療、再診時、定期管理までの治療
の流れがよく理解できる内容。

チェアーサイドの薬の
インフォームド・コンセント
ガイドブック
金子明寛	（東海大医学部教授）著
B5判・64頁	 本体2,500円+税
'04/3発行 

他科の薬を服用している患者は、歯科で処方される薬との飲
み合わせや相互作用に対して大きな不安感を抱くもの。患者
が処方を受ける際、まず歯科医に尋ねてみたいことを中心に記
した。「薬が苦くて、子供が飲まない」「この薬、いつまで飲ん
だらいいの」等々患者からの具体的な問いについて消炎鎮痛
剤、抗菌薬中心に解説。

チェアーサイドの
歯科とアレルギー
ガイドブック
海老原　全	（東京都済生会中央病院）
松村光明	 （東医歯大臨床教授）
濱野英也	 （東医歯大歯学部付属病院）編・著
B5判・72頁	 本体2,800円+税
'04/8発行 

歯科医療従事者が日常取り扱う材料には、自分自身がアレル
ギー疾患を発症するものがある。アレルギー疾患の実態と原
因となりうる材料を取り上げ、発症のしくみ、対処法について
平易に解説。また、知識として確実におさえておくべきアレル
ギー症状や患者への対応についても詳述。
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チェアーサイドの口腔内
快速リペア法ガイドブック
—MIに基づいた迅速補修技法—

福島正義	（新潟大歯学部教授）
加藤一誠	（松本歯大教授）
山田敏元	（虎の門病院歯科）
橋本明彦	（新潟大医歯学総合病院）著
B5判・56頁	 本体2,500円+税
'04/11発行 

日常臨床において頻繁に遭遇する義歯、クラウンブリッジ、充
塡物の破損や脱落などの症例を示し、迅速に対処できる補修
技法を紹介。それぞれの分野のエキスパートの臨床家が修復
物、補綴装置の寿命を延ばすテクニックとポイントをガイド。

チェアーサイドの
睡眠時無呼吸症候群
ガイドブック
植野公雄	（元	東京都・開業）
犬上　牧	（東京都神経科総合研究所）著
B5判・64頁	 本体2,800円+税
'05/7発行 

「睡眠中、息が止まる」「昼間眠い」等の症状が現われる睡眠時
無呼吸症候群が、近年クローズアップされている。本書はその
睡眠時無呼吸症候群の歯科からの入門書で、一般的な睡眠に
ついての Q&A、睡眠時無呼吸症候群を読むにあたっての用語
の解説、臨床的アプローチ（治療法やケースプレゼンテーショ
ン）で構成されている。

チェアーサイドの
消毒・滅菌ライフライン
ガイドブック
—院内感染からインプラントまで—

生田図南	（熊本県・開業）
井上秀人	（福岡県・開業）編・著
B5判・80頁	 本体2,800円+税
'05/12発行 

大切だとはわかっていても、保険治療を中心に行っている歯科
医院で消毒・滅菌に本格的に取り組むには、困難が多い。本
書は、コスト面を考慮した一般歯科での消毒・滅菌からインプ
ラント治療までの消毒・滅菌システムを紹介している。これか
ら導入しようとする人、より充実させたいと思う人にも役立つ
実践的な本。

チェアーサイドの
最新機材活用
ガイドブック
渡邊　久	（東医歯大大学院准教授）他　著
B5判・76頁	 本体2,800円+税
'07/3発行 

歯科用機材は日々進化している。本書は機材の熟練者である
臨床家の先生方に機材の解説をしていただき、実際の臨床現
場での使用法を紹介している。機材は、デジタルカメラ、デジ
タル X 線、歯科用 X 線 CT・３DX、歯科用レーザー、マイク
ロスコープ、ペンスコープ、レセコン、院内ラン。

チェアーサイドの
禁煙支援ガイドブック
渡辺　勝	（埼玉県・開業）
長山和枝	（歯科衛生士）著
B5判・60頁	 本体2,800円+税
'08/11発行 

喫煙の及ぼす口腔内の健康を考えると、患者には禁煙させた
いと思う、でも指導できない…。そんな悩める歯科治療従事
者へ、「禁煙指導」ではなく、楽しみながら行う「禁煙支援」の
ススメ。心理的・戦略的な患者へのアプローチ方法、意図を
もって行うさまざまな言葉掛け、実際の症例、失敗談、体験
談、Q&A など、明日から実践できる禁煙支援のノウハウをわ
かりやすく紹介する。



69

チェアーサイドの
効くオーラルサプリ
ガイドブック
王　宝禮	（大歯大教授）編・著
B5判・64頁	 本体2,800円+税
'10/9発行 

歯や口腔の健康維持や治療のためのサプリメント応用を提案
する。口腔の疾患別にサプリメント療法を紹介し、サプリメント
についての基礎、臨床医学をまとめた。歯科医師のみならず、
口腔の健康に関心のあるすべての方に読んでいただきたい 1
冊。

チェアーサイドの口腔
カンジダ症ガイドブック
—口腔環境改善アプローチ“カンジダかも？”の
攻略法—

上川善昭	 （鹿児島大医学部	歯学部附属病院）編・著
生田図南	 （熊本県・開業）
津島克正	 （青森県・開業）
福重真佐子	（大阪府・開業）著
B5判・72頁	 本体2,800円+税
'13/7発行 

カンジダ症は、抗真菌薬の投薬で症状は改善されますが、薬
を用いた治療法については、他の菌叢とのバランスや菌交代
現象の問題を考慮したうえで注意して対応しなければなりませ
ん。本書では、カンジダが口腔粘膜疾患にどのような影響を
及ぼすか、また、カンジダが関与しやすい環境というのはどの
ようなものか、口腔常在菌である“普段は地味”なカンジダが、

“悪さをするとき”の話をわかりやすく解説していただき、口腔
カンジダ症の検査、診断、治療法から予防まで、実践的な内
容でまとめました。

改訂
チェアーサイドの
有病者歯科治療ガイドブック
一般社団法人	熊本市歯科医師会	学術委員会　編
Ｂ5判・80頁	 本体2,500円＋税
'15/3発行

高齢社会の進展に伴って、有病者が歯科医院を受診する機会
が増えています。十分な問診を行って患者の状態を把握し、必
要に応じて医科との連携を行いながら、歯科治療を安心・安全
に行うことは歯科医師としての義務です。各疾患の詳細は成書
に譲り、本書では日常臨床で必要なこと、確認すること、実際
に行うこと、注意することなどの情報をわかりやすく、簡潔に解
説しています。チェアーサイドに必携の書です。 

  ▼ ポケットブックシリーズ

有病者歯科ポケットブック
全身疾患VS歯科治療
和気裕之	 （神奈川県・開業）
天笠光雄	（東医歯大名誉教授）
渋谷　鑛	 （日大松戸歯学部教授）
中久木康一	（東医歯大大学院）編
新書判・272頁	 本体3,800円+税
'09/3発行 

何らかの全身疾患・障害・既往症をもつ患者が来院したとき、
治療を始めるその前に、その疾患について短時間で把握でき
るポケットブック。歯科治療を行ううえで必要な注意点を項目
別にわかりやすく列挙した。いつでもどこでも参照できる新書
サイズなので日常臨床で活用いただきたい。

患者説明ポケットブック
述前述後
今井　洋	（千葉県・開業）著
新書判・284頁	 	 本体3,400円+税
'09/3発行  

来院した患者への治療説明は、現在の歯科医療にとってかか
せないものである。本書は日常臨床で体験した患者との会話
や対応の仕方を基本に、やさしく治療説明ができるガイドブッ
ク。内容は、診療室ライブ編、症例編、ウエル嚙む英語人、洋
のリラクゼーションに分かれ、患者との信頼関係を築く説明の
ヒントを満載している。
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こんな事故が起こったらポケットブック
トラブルVSリカバリー
山口秀紀	（日大松戸歯学部准教授）
辻本恭久	（日大松戸歯学部教授）
坪田有史	（東京都・開業）
横尾　聡	（群馬大大学院教授）編
新書判・240頁	 本体3,800円+税
'10/9発行 

歯科診療においてトラブルの防止を心がけていても、思わぬミ
ス、思わぬトラブルが起こる。そこで大切なことは、迅速に的
確な対応・リカバリーをすること。抜歯時、麻酔、インプラン
ト、歯周等、11 のジャンルに分けて、それぞれの専門家が対
応と予防を解説。

歯科衛生士ポケットブック
OSARAI
蓮井義則	（香川県・開業）
尾崎和美	（徳島大歯学部教授）編・著
新書判・244頁	 本体3,200円+税
'07/3発行 

口腔ケアを中心とした予防歯科や、健康管理が求められる時代
となり、歯科衛生士の役割は大きい。新書サイズの本書はポ
ケットに入れて携帯できるどこでも BOOK。知識ばかりでなく
臨床のヒントが満載で、役に立つと歯科衛生士に好評のポケッ
トブック。

歯科衛生士臨床ポケットブック
ASUNARO
蓮井義則	（香川県・開業）
三木千津	（歯科衛生士）編・著
新書判・236頁	 本体3,200円+税
'09/11発行 

好評の歯科衛生士ポケットブック『OSARAI』をより詳しく、よ
り実践的にした『ASUNARO』です。『OSARAI』同様、〈チェ
アーサイドでの心強い味方〉となってくれる本書で、明日来院
する患者さんの予習をしてください。口腔保健師をめざす歯科
衛生士におススメの 1 冊。

歯科衛生士・アシスタントポケットブック
Ru
蓮井義則	（香川県・開業）
三木千津	（歯科衛生士）編・著
新書判・152頁	 本体2,600円+税
'10/1発行 

『OSARAI』『ASUNARO』につづく『Ru』は、歯科衛生士
の基本の“き”である“る”の仕事を解説しています。「とる

（採る・撮る）」「ねる（練る）」「（スタッフを）支える」「（患
者を）サポートする」の４つの“る”が、毎日の臨床に役立
つでしょう。歯科助手、受付の方にもおススメのポケット
ブックです。

歯科医院で働く女性のための
ポケットブック
三木千津	（歯科衛生士）編・著
新書判・292頁	 本体3,400円+税
'12/4発行 

本書は、歯科医院で働く女性のために、女性の目線でまとめた
ポケットブックです。《患者さんの健康のため》は、《自らの健康
のため》に通じます。ライフステージを健やかに生き、求めら
れる社会人となるために、本書はきっと役立つことでしょう。社
会人となったばかりの新人から、信頼されるベテランまで、女
性を生きる貴女にお勧めの 1 冊です。
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  ▼ 医事・経営・その他

DENTAL DIAMOND 別 冊

ドクタースタッフ
活き活き歯科医院経営術
—医院力が向上すれば、1＋1が2でなくなる？—

和仁達也	（経営コンサルタント）
福重真佐子	（大阪府・開業）編・著
Ｂ5判・154頁	 本体3,700円+税
'04/3発行 

ドクタースタッフ、という耳慣れない書名が、この特集を象徴
する構成だ。著者は30 代前半のバリバリ。色も白い。この二
人が「生き残る歯科医院のために」と「求められるスタッフの
ために」を書き分け競演する。結局、これからの医院経営は、
院長だけじゃ荷が重いからスタッフと協力して医院力アップだ。
なるほど。

DENTAL DIAMOND 別 冊

歯科医院	経営悪化の壁
—患者が医院を変えるとき—

門田　亮	（経営コンサルタント）
稲岡　勲	（経営コンサルタント）編・著
B5判・122頁	 本体3,700円+税
'05/3発行 

患者数の減少が深刻な問題になっている歯科医院に、経営コ
ンサルタントの門田 亮氏が突破方法を教える。患者さんが通
院を拒み、転院する要因と考えられる“壁”を分析し、探る。
そんな患者さんとのコミュニケーションなどに関して Q&A 形
式で解説し、“壁”の乗り越え方、取り外し方をエピソードも交
え掲載。

DENTAL DIAMOND 別 冊

自分でできる
歯科医院経営チェック
宮原秀三郎	（経営コンサルタント）監
B5判・130頁	 本体3,700円+税
'06/2発行 

自院の実態をレーダーチャートを用いて自身で簡単に分析で
き、「患者との関係性」、「スタッフの活性度」、「経営の効率性」、

「技術の革新性と連携」、「財務の健全性」、「危機管理態勢」の
6 つの角度から、各エキスパートによるバランスのとれた解説
を掲載。現状の強みや弱みが浮き彫りにされ、想定外の自院
がみえてくる ！

DENTAL DIAMOND 別 冊

歯科医院経営
輝きのあるオフィスを求めて
高橋英登	（東京都・開業）監
B5判・128頁	 本体3,700円+税
'07/2発行 

2006 年４月に行われた診療報酬改定後、歯科界の実情を知
るため、編集部が独自アンケートを実施。そのアンケートの分
析から、歯科医院経営を成功へ導く興味深い数字と生の声が
みえてきた。そして、診療報酬改定後も右肩上がりの経営状
況が続く、全国 11ヵ所の歯科医院を取材し、各歯科医院の経
営理念から、輝きのある歯科医院のヒントを得る。

DHstyle 増刊号 
DHがつくる“和”の世界
—患者さんに安心とリラクゼーションを提供するために—

近藤隆一	（東京都・開業）監
B5判・148頁	 本体2,800円+税
'07/9発行 

歯科医療における「和」をメインテーマとし、歯科衛生士が歯科
医院ではつらつと働き、患者さんに安心とリラクゼーションを提供
するためのポイントを収載。待合室や診療室を改善するための工
夫やアイデア溢れる診療、院内イベントやコーディネーターなど
医院のレベルアップに直結する情報から、自身の疲れを癒すフット
ケアやヘアケアなどの自分磨きのテクニックまで、多岐にわたる
内容でどの項目からもすぐに読み始められる構成となっている。
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DENTAL DIAMOND 別 冊

医事紛争
—こうすれば防げる？･傾向と対策—

菅野耕毅	（元	札幌大教授）
金田英一	（弁護士）
助村大作	（長崎県・開業）
北村　一	（東京都・開業）著
B5判・140頁	 本体4,000円+税
'08/2発行 

近年、増加の一途を辿る医事紛争は、事例を分析すると、発
生の事由や訴訟に至る経緯などが、以前と較べて変わってき
ていることがわかる。医事紛争に関わる４人のエキスパート
が最近の事例を解説し、注意ポイントを喚起。座談会では傾
向を示しながら、対応・対策について語り、医事紛争回避へ
の道を探る。

DENTAL DIAMOND 別 冊

自費攻略
TCのいる歯科医院
稲岡　勲	（経営コンサルタント）
角田祥子	（税理士）
諸井英徳	（大阪府・開業）
康本征史	（千葉県・開業）編
B5判・156頁	 本体4,000円+税
'09/2発行 

飽和する歯科医療市場を背景として、患者と歯科医院を繫ぐト
リートメントコーディネーター（TC）の活躍がいま注目されて
いる。本書では、TC 登場の時代背景やその役割、今後の展
望などについて、編集委員の歯科医師や財務・経営のコンサ
ルタントが各方面から考察する。また、全国 20 軒の歯科医院
のルポルタージュとともに、コミュニケーションを重視する歯科
医療のあり方が患者さんから圧倒的に支持されている実態を
紹介する。

DENTAL DIAMOND 別 冊

改装がもたらす
経営攻略の秘訣
矢根克浩	（建築プランナー・プランニングボックス代表）著
B5判・148頁	 本体4,000円+税
'10/2発行 

歯科業界の現状に対する考察を踏まえて、これからの歯科
医院のあり方を予測。実際に使用されているワークシートな
どをもとに、診療方針や治療技術に十分に配慮した歯科医
院の重要性を強調する。また、動線の設計から床材の選択
に至るまで、改装のプロセスを詳細に解説。累計 1,000軒
以上の事例を手がけた実績を活かして、「手がけた歯科医院
はなぜか流行る」といわれている改装術の着眼点を紹介す
る。30軒の改装設計図集も収録。

DENTAL DIAMOND 別 冊

歯科医院経営を支える
生損保活用術
後田　亨	（㈱メディカル保険サービス）
門田　亮	（経営コンサルタント）
諸井英徳	（大阪府・開業）編・著
B5判・132頁	 本体4,000円+税
'11/2発行 

全国各地の歯科医院に独自のアンケート調査を行い、歯科医
院経営における生命保険・損害保険の活用状況を分析。開業
期〜引退期まで、開業医の視点を踏まえて、活用時のポイント
を詳しく紹介する。また、豊富な図表や契約例とともに、保険
知識の要点を基礎から解説。“他人まかせ”の運用にならない
ための賢い節約・活用法を伝授する。

DENTAL DIAMOND 別 冊

歯科医院で実践!	
スタッフ教育マネジメント
澤泉千加良	（㈲ファイナンシャルプラス）
成富健剛	 （佐賀県・開業）編
B5判・176頁	 本体4,000円+税
'12/2発行 

全国各地の歯科医院のスタッフ教育・育成に関する実例集とと
もに、医院独自のコンセプトに基づいて教育・育成を行う際の
ポイント、失敗談、教訓などを披露。また、歯科医師による実
体験を交えた座談会、及びスタッフ教育・育成に有効なツール
の紹介を付す。スタッフ教育・育成を行うなかで、歯科医院が
変わっていく過程を詳述する。
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DENTAL DIAMOND 別 冊

100年続く歯科医院
—医療承継成功へのロードマップ—

橋本　守	（公認会計士・税理士）編
B5判・132頁	 本体4,000円+税
'13/2発行 

個人歯科医院も医療法人化した歯科医院も、避けては通れな
い「医療承継」という道。本書では、今後、歯科医院を継ぐ・
継がせる予定の歯科医師それぞれから投げかけられた率直な
疑問・不安に答える“Q&A”を皮切りに、具体的なシミュレー
ションや対応策、今後の動向を示す各論へと導入する、前知識
不要で読める構成となっている。歯科医院の医療承継がマルっ
とわかる、備えて安心、読んで納得の 1 冊 ！

DENTAL DIAMOND 別 冊

人もお金もついてくる
歯科医院の経営判断
渡辺　博	（渡辺会計グループ）編
B5判・124頁	 本体4,200円＋税
'14/2発行

歯科医院が成長・発展していけるかどうかは、規模の大小を問
わず、日々の“経営判断”がターニングポイントとなっている。
本書では、医院経営で遭遇しやすい人やお金にかかわる疑問・
悩みを中心に、具体的かつわかりやすく解説。患者さんもス
タッフもお金もついてくるヒントが満載で、歯科医院をマネジメ
ントする院長を永くバックアップする１冊！

DENTAL DIAMOND 別 冊

THE･自由診療2
自費率3割への挑戦
康本征史	（千葉県・開業）編
B5判・156頁	 本体4,200円＋税
'15/2発行

保険診療件数をキープしながら、新たに自由診療を選択してい
ただく。この考え方がベースとなってこそ自費率向上を図るこ
とができるといえる。本別冊では、コンサルティングやスタッフ
教育など、自費率を上げるためのさまざまな手法・システムに
スポットを当て、紹介する。

DENTAL DIAMOND 別 冊

みんなで作ろう！ 	
歯科医院マニュアル
MID-G　監
荒井昌海	（東京都・開業）編・著
B5判・156頁	 本体4,200円+税
'17/2発行 

マニュアルを活かした歯科医院づくりが注目されている。医院
のルールが明文化されることで、日常業務が円滑に進み、院長
は診療に集中できるようになる。また、テキストとして活用する
ことで、効率的で質の高いスタッフ教育が実現する。多くの院
長の頭を悩ます“組織づくり”への貢献度大なのだ。本書では、
院内の意思統一から実際の作成手順、医院への落とし込み、更
新の仕方に至るまで、マニュアルに関する一連の流れを網羅。
また、全国の歯科医院における活用事例も多数紹介する。

DENTAL DIAMOND 別 冊

めざせ！	
好感度120％の歯科医院
森照　雄　（税理士法人イースリーパートナーズ）
上谷友香
鈴木やちよ
神木孝太郎
竹本彰久　編
B5判・156頁	 本体4,200円+税
'17/2発行 

臨床現場で活躍する歯科医師100人を対象に、経営上の問題
にどのように対処するのか、アンケート調査を実施。税理士や
経営コンサルタントが多様な意見や対処実例をもとに分析し、
攻守に役立つ手法やアドバイスを紹介しています。スタッフか
らも患者さんからも喜ばれる好感度 120％の医院作りに必携
の一冊！
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教科書にはない、
歯科医院経営の話
種市良厚	（東京都・開業）著
四六判変型・292頁	 本体2,800円+税
'02/12発行  

近年、歯科を取り巻く経営環境は一変し、歯科医業は大きな転
換点にきている。そんな困難な時代に対応した経営のノウハウ
は学校や教科書では学ぶことができない。著者が長年の歯科
医院経営の現場で培ってきた人を見る目・経営を見る目、いわ
ば人間業・経営業に裏打ちされた実践的経営について詳説。

学校で教えない、
歯科経営と人間業
種市良厚	（東京都・開業）著
四六判変型・165頁	 本体3,000円+税
'12/11発行  

『教科書にはない、歯科医院経営の話』から10 年。日本や世
界の経済状況は依然として厳しい。しかし、そんな中でも技術
や知識、人間性を磨けば結果はついてくると言う著者の言葉
は、力強い。自身の経営を実際に公開し、具体的な指針を示
す本書は、歯科医院や自分自身を磨くためのバイブル的存在。

すぐに使える！
歯がらみ文例くん
今井　洋	（千葉県・開業）著
樋口貴敏	（経営コンサルタント）編
	 本体14,000円+税
'02/10発行 

日常よく使う文例やテンプレートを簡単なパソコン操作で効率
よく使えるようにしたマネジメントや患者管理に活用できる情
報経営ソフトのCD-ROM（解説書付）。紹介状はアプリケーショ
ン版で、歯科医院がカスタマイズにより独自のデータベースと
して利用できる。また 1 万語以上の歯科用語、専門用語が収
録されており歯科用辞書としても大変便利。

[Windows] Windows98/Me/2000 Pro/XP（日本語版）
[Macintosh] MacOS8.6 以上の OS（MacOSX は除く）
※メモリ：64MB 以上を推奨／必要なハードディスクの空き容量：74MB 以上

“紹介状”書きましょう
安心安全の有病者歯科治療

篠崎文彦	（山口大名誉教授）著
A4判・96頁	 本体3,800円+税
'06/10発行 

長寿社会は有病者の歯科治療を日常化している。で、「病診連
携・診診連携」のすすめだ。" 紹介状 " のすすめ。歯科医師
は、有病者の治療法や服用している薬を十分理解し、偶発症
が生じた際の対応策を考慮して治療すべきである。本書は31
疾患の概略と紹介状の一例を提示した、安心で安全な歯科治
療のための“診療情報提供書”文例集。付録の CD-ROM を
使えば、簡単に自分流の紹介状にアレンジできる。

[Windows] Windows98/Me/2000 Pro/XP（日本語版）
[Macintosh] MacOS9.X/OS10.3 〜

歯科医院経営の
リスクファクター
稲岡　勲	（経営コンサルタント）
今村　正	（税理士）
金田英一	（弁護士）著
A5判・290頁	 本体3,800円+税
'03/4発行 

歯科医院経営のサバイバル時代に生き残る戦略、戦術をどこ
に見出すか、安定した医院経営を達成するための方策、安定
経営を危うくする要素、リスクファクターは何かなど、経営・税
務・法律のキーポイント 87 項目をＱＡで構成。医院経営の“転
ばぬ先の杖”として知っておきたい知識が満載。
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ドクターをお金の悩みから解放する
キャッシュフロー経営って？
原　正幸	（愛知県・開業）監
和仁達也	（経営コンサルタント）著
A5判・228頁	 本体4,000円+税
'03/7発行 

今後の医院経営をどのように組み立てて考えていけば、目指
したい医院経営を実現できるかをサポートする情報が満載。
キャッシュフローの数字だけにとどまらず、その奥底にある理
念、ビジョン、セルフイメージを確立し、医院経営の全体像を
捉えるための指針にもなる経営書。

歯科医院地域一番
実践プロジェクト
—あなたの歯科医院を成功に導く物語—

岩渕龍正	（経営コンサルタント）著
四六判・396頁	 本体4,300円+税
'05/2発行 

続々と地域一番医院を創り上げた著者による、業界初の小説
で楽しく学ぶ医院経営入門書。スタッフとの葛藤や経営危機、
そして再生、復活 ！ この本は小説（物語）形式で描かれている
ので非常に読みやすく、自分と主人公を重ね合わせ、共感し、
感動する中で医院経営のノウハウを学ぶことができる。

予防歯科の採算フロー
—ヘルスケア歯科マネジメント—

河野正清	（東京都・開業）編・著
B5判・140頁	 本体5,400円+税
'05/6発行 

東京の郊外で、予防歯科を医院の基盤にして伸びている河野
歯科医院。そこでは、患者利益を一番にし、スタッフの能力
を最大限に生かしていくヘルスケア歯科診療が実践されてい
る。歯科衛生士をはじめ、受付、助手、歯科技工士が参加した
本書は、予防を軌道にのせるための、診療と経営の実際を示し
ている。

行列のできる歯科医院
稲岡　勲	（経営コンサルタント）編・著
生田図南	（熊本県・開業）
小林祐之	（富山県・開業）
藤井佳朗	（兵庫県・開業）
高橋伸治	（香川県・開業）著
A5判・160頁	 本体3,800円+税
'03/11発行 

21 世紀に生き残る歯科医院経営のキーワードは徹底した差
別化にある。それは他医院の診療体系、経営体系とはガラリと
違うということが差別化と著者は指摘する。本書の事例の医院
は現時点で“異形の歯科医院”であるかもしれないが、しかし
患者からの信頼は厚い。この異形の歯科医院院長が、成功す
る経営ヒミツを公開する。

行列のできる歯科医院2
稲岡　勲	（経営コンサルタント）編・著
渡辺隆史	（福島県・開業）
熊坂　覚	（青森県・開業）
康本征史	（千葉県・開業）
寄田幸司	（大阪府・開業）著
A5判・180頁	 本体4,000円+税
'05/9発行 

好評を博した『行列のできる歯科医院』の第 2 弾。前書同様
に 4 つの歯科医院が登場。4 歯科医院は地域、ロケーション、
診療システムなどは異なるが、院長の強烈な個性、リーダー
シップ、明確なビジョンは共通している。本書には医院の再生・
発展、患者獲得のヒントが隠されている。
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行列のできる歯科医院3
稲岡　勲	（経営コンサルタント）編・著
水野史之	（北海道・開業）
森　　昭	（京都府・開業）
諸井英徳	（大阪府・開業）
蓮井義則	（香川県・開業）著
A5判・200頁	 本体4,000円+税
'07/6発行 

『行列のできる歯科医院』の第 3 弾。今回登場したのは、北海
道・旭川、京都府・舞鶴、大阪、そして四国・香川の 4 歯科
医院。へルスプロモーション型歯科医療を展開する医院、人間
力と専門性で総合歯科クリニックをめざす医院等、内容は盛り
沢山。本書は読み物としても面白いが、医院経営に悩む院長
先生にとって、有力な経営サプリメントになる要素が満載。

行列のできる歯科医院 4
—女性院長奮闘編—

稲岡　勲	 （経営コンサルタント）編・著
田中希代子	（兵庫県・開業）
濱　昌代	 （岐阜県・開業）
松本ゆみ	 （岡山県・開業）
寺田香織	（東京都・開業）著
A5判・196頁	 本体4,000円+税
'08/6発行 

『行列のできる歯科医院』シリーズ待望の第４弾は、女性院
長にスポットを当てた。診療方針も環境もさまざまな４人の女
性院長が、男性顔負けのマネジメント術を語る。“女性だから
こそ”“女性ならでは”の可能性、悩み、波瀾万丈の体験エピ
ソードをまじえ、読み応えある内容。日々戦う女性歯科医師は
もちろん、老若男女問わずご一読頂きたい必携の 1 冊。

行列のできる歯科医院5
歯科医院　引き寄せの法則
星　剛史	（㈱日本医療企画）
鶴田幸久	（税理士法人　鶴田会計）編・著
A5判・176頁	 本体4,000円＋税
'14/1発行

なぜか周りに人が寄ってくる。しかも、どういうわけか「いい人」
がたくさん集まっている。そんな人物に出会ったことはないだ
ろうか。患者さんだけでなく優秀なスタッフも引き寄せる歯科
医院には、どんな秘訣があるのか。大好評『行列のできる歯
科医院』シリーズ第５弾。うわべや小手先ではなく、それぞれ
の困難を乗り越えてきた歯科医師たちの生 し々い闘いの記録
から、「引き寄せの素」の輪郭が見えてくる。

行列のできる歯科医院6
繁盛のヒミツ
澤泉千加良	（㈲ファイナンシャルプラス）編・著
A5判・160頁	 本体4,000円＋税
'15/4発行

減患減収の歯科医院が増え、新規開業のハードルも年々高く
なっている。一方で、毎年、増患増収を達成している歯科医院
もある。その違いはどこにあるのか。本書では、その違いをス
タッフ、とくに歯科衛生士にあると考え、採用・育成・定着や院
内システムなどを検証する。シリーズ最多の18 歯科医院のな
かで、好みの取り組みから始めるもよし、全歯科医院に共通し
ていることから始めるもよし、の大好評シリーズ第 6 弾！

私小説風
歯科衛生士		WANTED
成田信一	（東京都・開業）著
A5判・316頁	 本体3,600円+税
'05/10発行 

この本は私小説仕立てだから、とにかく読みやすい。スラスラ
スラと読了してしまう。が、中身はそうはいかない紆余曲折のテ
ンコ盛だ。スタッフ募集から採用、定着までの悪戦苦闘の日々。
読者も身につまされることだろう。なぜなら主人公・藤沢翔は
読者自身だからだ。著者の体験をベースにしたノンフィクション
色の濃い本書は、スタッフ、とりわけ歯科衛生士採用に悩む歯
科医院のための、力強いナビゲーターとして登場したのだ。



77

歯科医師にファイナンシャル
プランナー（FP）
—ムリ・ムダ・ムラの無い歯科医院経営とライフプランニング—

税理士法人	三田マネージメントサービス
武田靖夫・井村圭二・関　秀敏
竹林宏輔・高松知弘　著
A5判・210頁	 本体3,600円+税
'05/11発行 

FP（ファイナンシャルプランナー）の資格を持ち、歯科医師の
特徴に熟知している税理士による、歯科医師のための経営の
書。ムリ・ムダ・ムラの無い歯科医院経営と節税対策のポイン
トが満載。ライフプランニングに沿ったファイナンシャルプラン
は先生方に充実した人生をお約束します。

安心開業ハンドブック
橋本　守	（公認会計士・税理士）著
B6判・216頁	 本体2,600円+税
'06/5発行 

歯科医院専門の会計事務所として、多くの先生方の新規開業
や開業後の業務に携わってきた筆者が、歯科医院を開業した
150名の歯科医師にアンケート調査を行った。アンケート結果
の分析から、開業のための準備および歯科医院経営を軌道に
乗せるための 50 個の項目に対して、そのチェックポイントと解
説を行っている。歯科医院経営のデータ本です。

患者データ表で安心経営
歯科診療収入アップモデル
橋本　守	（公認会計士・税理士）著
A5判・156頁	 本体3,600円+税
'10/12発行 

歯科診療にエビデンスが求められるように、医院の経営にもエ
ビデンスが求められる時代。約300軒もの歯科医院の開業支
援に関わった公認会計士・税理士の筆者が、蓄積した経験や
法則をもとに生み出した『歯科診療の収入アップモデル』。患
者データ表を用いた客観的な分析で、自医院の経営状態を明
確化し、安定経営や診療収入アップに繋げる方法を伝授する。

ちょっと待った！
その歯科開業
新規開業300社コンサルの公認会計士が
本音でアドバイス！

橋本　守	（公認会計士・税理士）著
B6判・134頁	 本体2,500円＋税
'15/2発行

大変な開業。しかしポイントやツボはあります。開業では何を
すれば良いのか？ 本書は、最低限おさえておきたいツボを確
認するための「ちょっと待った！」なのです。「借入」「金融機関
との付き合い方」「採用」「節税」等々、300 以上の新規開業
を支えた著者が、項目ごとに 3 つの「ちょっと待った！」を簡
潔に解説しています。開業1年〜2 年目以降のチェックポイン
トもあり、開業を考えている方はもちろん、開業したばかりの
先生にもおすすめです。

歯科医院経営
困ったときの答えは一つ！
千田利幸	（マネジメントアドバイザー）著
A5判・256頁	 本体4,000円+税
'06/9発行 

全国の歯科医院を訪問し、セミナーを開催しながら歯科医院経
営にかける思いを伝えてきた著者の軌跡 ！　データベースソフ
ト兼コミュニケーションツールである Dental X をとおして出
会った数々の先生、スタッフ。彼らとの会話のなかから今までに
見えなかったものが見えてくる。はたして歯科医院経営の「答
え」はホントに「一つ」なのか !?　著者の熱い言葉をきけば、
これまでのものの見方が変わるはず。
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「いいかげん」が好い加減
高橋伸治	（香川県・開業）編・著
A5判・108頁	 本体2,000円+税
'07/8発行 

ヘルスプロモーション型予防歯科を展開して 16 年の著者が、
日々の診療での体験や実感を、平易に綴った 70（セブンティ）
編。これにスタッフ17（セブンティーン）人が唱和して、偶然
の韻を踏む。面白い本には、この手の偶然はツキモノなのだ。
で、予防歯科実践の心の持ちよう、楽しさを伝えながら、医院
経営の指南書として、なるほどなるほどなるほどが、風通しよ
く伝わって来る。

開業するとき	してから
で・増改築
福重真佐子	（大阪府・開業）
塚本高久	 （愛知県・開業）著
A5判・204頁	 本体3,800円+税
'07/9発行 

若手に限らずベテラン歯科医師にとっても厳しい経営環境の
歯科医院経営をトータルに見直す内容。大学卒業からリタイア
までの歯科医師人生全体を建物とみなして、5 つのフロアーに
分けて構成。1階は開業前の過ごし方、2階は開業直後のこと、
3 階は医院継承について、4 階は増改築の勘所、5 階は歯科
医院のマネジメントおよび歯科医師のライフプランニング。希
望あふれる未来への処方箋が盛り沢山。

あなたの歯科医院が変わる
100のヒント
塚本高久	（愛知県・開業）著
A5判・140頁	 本体3,400円+税
'08/2発行 

快適な歯科医院づくりをめざして医院を改革し成功させた著
者の、医院経営のアイデア、工夫の 100 項目を一挙公開。
すぐに実践できる、簡単、低コスト、そんな「目からウロコ」の
ヒント集。あなたの医院を成功に導くバイブルとして必携の 1
冊 ！

あなたの歯科医院が変わる
100のヒント	Part2
塚本高久	（愛知県・開業）著
A5判・132頁	 本体3,400円+税
'12/10発行 

好評を博している『あなたの医院が変わる100 のヒント』の
第 2 弾。患者が通院する快適歯科空間づくりのために提案さ
れた、「患者に対する気遣いや工夫」「スタッフへの気遣い」「明
日から取り組めるアドバイス」「院長の考え方や方針」など、工
夫やアイデアが盛り沢山。ドクターやスタッフをその気にさせ
る、やる気にさせる書。

ビジョナリークリニックって？
丹羽浩之	（経営コンサルタント）著
A5判・204頁	 本体3,200円+税
'08/7発行 

ビジョナリークリニックとは、患者が「一生ここに通いたい」と
思う歯科医院であり、ビジョンや医療へのこだわりを貫く歯科
医院である。そのビジョナリークリニックへの道をステップ０ 〜
11 で展開している。保険制度に振り回されずに、ドクターがめ
ざす「脱★常識経営」を具体的に示した、新たな切り口の歯科
医院経営書。



79

吉永	勉の院長心得51ヶ条
𠮷永　勉	（大阪府・開業）著
A5判・116頁	 本体3,600円+税
'08/10発行 

開業はしたものの、院長になってはじめて気づいた現実の厳
しさ。問題が山積みと思われる歯科界をどのように生きてい
けばよいのだろう。自信

4 4

と自身
4 4

を失いがちになったドクター
も、著者のエールを声に出してみれば……元気とやる気がで
ます。考え方が変わります。元気と勇気がわく1 冊。

私の作法①
─原稿　講演　勉強─

村岡秀明	（千葉県・開業）監
A5判・264頁	 本体3,600円+税
'09/4発行 

『月刊デンタルダイヤモンド』に “私の原稿作法”の連載が始
まったのは 1995 年。以後、テーマを変えて“作法シリーズ”
として現在でも続いている。「今さらながら、すごい先生方が
書いてくれたなぁというのが実感である。初めの頃のものを読
み返してみてもまったく古い感じがしない。それはこの連載に
表現されているものが、単に執筆者の原稿の書き方や講演の
やり方ではなく、その先生の人生感や歯科に対する考え方であ
るからだろう。（中略）年月をかけてできあがった本は、ほどよ
く熟成された高級ワインのよう」とは村岡秀明氏。

私の作法②
─患者対応　待合室　ミーティング─

村岡秀明	（千葉県・開業）監
A5判・220頁	 本体3,000円+税
'09/4発行 

言葉が医療行為として求められることはあたりまえになった。ま
た、審美に象徴されるように、患者さんの歯科治療に対する
ニーズと満足度は高まる傾向が強く、それに伴い快適な診療
空間や的確な情報を提供することも重要な課題となってきた。
このような時代背景から生まれたのが『私の作法②』。現代社
会ではさらに重視されてきている患者さんを主体とした歯科
診療を行うという考え方を基本に、各先生がどのような歯科医
院を作りたいのか、その考え方や考えを誘ったルーツ、および
取り組みをお書きいただいている。

Dr. 村松のデンタル
マネジメント	クリニック	Do
村松達夫	（中小企業診断士）著
A5判・204頁	 本体3,600円+税
'09/7発行 

Dr. 村松はマネジメント・ドクター。都心のビルでクリニックを
開業し、経営に悩んでいる歯科医院の院長の相談にのってい
る。本書は電話相談や経営コンサルティングを通じてアドバイ
スしてきたエッセンスを小説風な読み物にしてまとめたもの。
身近な 46 項目の相談事を楽しみながら気軽に学べる経営本
である。

ヘルスケア型診療室
「ワイエイ」10年のなぜ？
足本　敦	（鳥取県・開業）編・著
A5判・128頁	 本体3,400円+税
'09/7発行 

人口 15 万人の米子市において、予防中心の診療にもかかわ
らず、約 3000 人のメインテナンス患者が来院する歯科医院、

「ワイエイデンタルクリニック」。「予防では儲からない」の定説
を覆すその経営スタイルを語るとともに、予防を中心に据えた
診療スタイルのほか、３人のドクターが共同経営、ISO 認証取
得など、歯科医院としては特殊なシステムも紹介する。ヘルス
ケア型診療室経営のための新しい視点が得られるはず。
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歯科医院経営	起死回生
「6つの物語」
─税理士櫻木丈があなたの医院を救います─

福田英一	（福田税務・労務合同事務所）著
A5判・284頁	 本体3,600円+税
'11/10発行 

本書の主人公、櫻木丈はスウェーデン系のクォーター。税理
士・社会保険労務士である櫻木丈が、歯科医院で起きる人・
モノ・お金の問題をスマートに解決していきます。6 編の小説
仕立てで、税務や会計、労務、といった難しい内容も、わかり
やすく理解できます。明日からのより良い経営に活かしてくだ
さい。

歯科医院経営
労務の起死回生
─櫻木･丈があなたの医院を救います─

福田英一	 （福田税務・労務合同事務所）
福田真由美	（福田税務・労務合同事務所）著
A5判・236頁	 本体3,200円＋税
'15/3発行

歯科医院経営における諸問題に、税理士で社会保険労務士の
櫻木 丈らが鋭く切り込むシリーズ第 2 弾は“ヒト”、つまり労務
問題にフォーカス。実例をもとにしたどの歯科医院でも起こりう
る 8 つのストーリーで、わかりやすくつむぎます。決して他人
事ではない歯科医院経営の労務問題、まずは本書でリスクヘッ
ジの第一歩を。

明日は我が身とならないための
実例	歯科医院法務まなび塾
永松榮司
横山敏秀
丸山高人
（永松	・	横山法律事務所／弁護士）著
B5判・136頁	 本体4,000円+税
'16/4発行  

医療過誤訴訟が増加傾向にある昨今、開業歯科医も他人事で
はいられません。「医療過誤により患者から訴えられた」「解雇
を巡ってスタッフから訴えられた」など、“医療者”として、“経
営者”として、訴訟のリスクは常にあります。また、“私人”と
しての訴訟が「歯科医師免許の取消・歯科医業停止の行政処
分」に繋がることも……。本書では、実際に起こった裁判事例
を紐解きながら、どのようなケースで歯科医師が訴えられてい
るのか、どうしたら訴訟リスクを減らすことができるのかを、丁
寧に解説しています。とくに、各事例の「本事案から歯科医師
に学んでほしいこと」では、著者が伝えたいエッセンスが凝縮
しています。「備えあれば憂いなし」、ぜひご一読を！

遺言
—LEGACY･OF･THE･STARS—

日野原重明・鎌田　實・村上和雄・石坂公成
杉村　隆・金澤一郎・松澤佑次・石川　烈
小宮山彌太郎・須田立雄
A4判変型・80頁	 本体1,800円+税
'12/3発行  

わが国の医学・ライフサイエンス、歯学領域を代表する10 人
の先生方にインタビューを行い、医歯学の飛躍的な発展に貢
献された「日本を代表する賢者」の知恵を、私たちの共有財
産として次世代に受け継いでいこうとの思いをこめて制作しま
した。内容はそれぞれの先生方の「生涯の研究テーマを見つ
けるまでの過程」「研究の歩み」「読者に伝えたいメッセージ」
の 3 部構成になっており、研究・臨床から得た至言の数々が
詰まった 1 冊。

安心して診療できる
歯科医院仕組みづくりの本
橋本　守	（公認会計士・税理士）著
B5判変型・100頁	 本体4,000円+税
'16/4発行  

安定した経営をしている歯科医院には、かならず「仕組み」が
あります。その仕組みは一見当たり前のように思えて、意外
とできていないものばかり。安心して診療するためのポイント
を橋本会計の参考データも交えながらコンパクトにまとめまし
た。開業のスタートダッシュの成功に、現在の歯科医院運営の
チェックにと活用できる、歯科医院に置いておきたい一冊です！
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QA110番	歯科医院〔経営・
税務・法律〕のソリューション
門田　亮	（経営コンサルタント）　
今村　正	（税理士）
金田英一	（弁護士）	著
B5判・162頁	 本体4,000円+税
'13/1発行 

歯科医院を経営していく上で、悩みはつきもの。スタッフの教
育や働きやすい職場づくり、無駄な経費の削減、トラブルにな
らないための迅速な対応など、取り組むべき問題は多い。本
書は、『月刊デンタルダイヤモンド』Q&A コーナーで掲載され
た「経営」「税務」「法律」から選択・加筆・修正した 110 問を
収録。「困った」と嘆く院長さんに贈る“悩み解決本”。

自由診療化への鍵
トータルヘルスプログラムに
よるストラテジー
辻村　傑	（神奈川県・開業）著
B5判・120頁	 本体6,500円+税
'16/4発行  

「トータルヘルスプログラム」とは、口腔内のリスクを低減する
ための予防を基軸とした取り組みであり、歯周病・う蝕の管理を
治療・予防・メインテナンスまで無理なく自由診療化できるスト
ラテジーである。その考え方と導入のノウハウを 1 冊に集約。
現状の歯科医院経営に閉塞感を抱いている院長必読の書。

歯科医院増患プロジェクト
スタッフみんなで取り組む26の手法

根本和馬	
（アンリミテッド㈱ /医経統合実践会	主宰）著
四六判・216頁	 本体3,200円+税
'17/9発行  

歯科医院経営がますます厳しさを増すなか、ノドから手が出る
ほど知りたい、いますぐ始められる 26 の増患方法を 3 分野に
分けて解説します。開業してまもない若手歯科医師や、将来開
業を考えている勤務医必読の増患を実現する指南書です。

きれいが歯科を変える！
デンタルクレンリネス
プロジェクト
小林	　宏	（クリーンワークス）著
B5判変型・108頁	 本体3,200円+税
'17/2発行  

食品製造業界や外飲食業界、ホテル業界が、清潔維持を標準
化するキーワードとして採用し、定着している「クレンリネス」。

“予防”清掃を意味するこの言葉は、清潔やきれいさを維持して
いくうえで欠かせません。本書は、このクレンリネスを歯科医院
専門で行っている著者が、医療施設特有の汚れの落とし方や
きれいの維持に関するノウハウを惜しげもなく明かします。感
染管理のベースとなり、院内の雰囲気までクリーンにしてしまう
クレンリネスのひみつを、ぜひご覧ください。

臨床現場で求められる
コミュニケーションのヒント
山岸弘子	著
新書判・176頁	本体1,200円+税
'17/3発行  

新人歯科衛生士が臨床現場に出て最も苦労することの一つ
に、患者さんとのコミュニケーションが挙げられます。なかでも、
高齢者や子ども、そして保護者とのコミュニケーションは、経
験の浅い歯科衛生士にとっては大きな壁となって立ちはだか
ることも多いようです。これは歯科衛生士にかぎらず、臨床研
修医をはじめとする若い歯科医師にも同じことがいえるでしょ
う。本書は、そのような臨床現場で求められるコミュニケーショ
ン力をアップさせる多様なヒントが盛りだくさんです。
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デンタル・プレゼンテーション
内山　茂	（東医歯大臨床教授）著
B5判変型・128頁	 本体4,200円＋税
'14/10発行

プレゼンテーションは昔懐かしいアナログの時代を経て、いま
やコンピュータと液晶プロジェクターを駆使したデジタル化の
時代へと突入した。本書では、講演を知り尽くした著者のプレ
ゼンテーション術が余すところなく紹介されている。しかし、い
くら器材が進歩してもそこに流れる原則は変わらない。いかに
自分の主張をスマートに、よりわかりやすく聴衆に伝えるか、そ
のためのさまざまな配慮や工夫がこの1冊に網羅されている。

ゼネラルデンタルカタログ
2016
ゼネラルデンタルカタログ 2016 編集委員会　編
A4判・460頁	 本体8,000円＋税
'15/12発行

当カタログは、日本で販売・使用されている歯科医療に必要
な商品の中から、当編集委員会がお奨めできるものだけを厳
選し、収録いたしました。今回は、昨今注目される「訪問診療
用器材」「CAD/CAM 応用器材」「洗浄・消毒・滅菌器材」に
ついて、特集として各専門家による 3 つの解説記事を掲載し、
項目および分類も見直しを行いました。さらに使いやすくなった

『ゼネラル デンタル カタログ 2016 年版』を日常臨床やご
開業にご活用ください。

  ▼ 社会保険

患者指導	手渡しくん	NEXT
森岡俊介	（東京都・開業）編
A4判・48頁	 本体8,000円+税
'08/7発行 

『患者指導 手渡しくん』が、平成 20 年の保険請求改定に対応
してバージョンアップ。CD-ROM つきで、簡単に紙だしができ
る。新たな歯科疾患管理の紙だし、また新製有床義歯管理・
補綴物維持管理・歯科衛生実地指導は 1 枚の紙だしで OK。
そして患者管理に最適な問診票「患者さん記入表（初回用と
継続用）」も追加。面倒くさい紙だしの苦労を忘れさせる。

[Windows] Windows98/2000/XP
[Macintosh] MacOS9 〜 OSX
※メモリ：128MB 以上を推奨／必要なハードディスクの空き容量：40MB 以上

  ▼ スタッフ教育

はじめよう！
スタッフミーティング
砂盃　清	（群馬県・開業）監
A4判・108頁	 本体3,800円+税
'07/3発行 

歯科医療を取り巻く環境も大きく変化し、患者のデンタル IQ
も高くなっています。また歯科器材の進歩も歯科診療を大き
く変えてきています。歯科医院で働く全てのスタッフが同じ意
識、方向性を持って仕事に取り組んでいくためのテキストとし
て、医療に携わる一員としての心構えから、スタッフそれぞれ
の役割まで紹介しています。

歯科医院スタッフ道
岩渕龍正	（歯科医院地域一番実践会	地域一番化マスター）著
第1章　四六判・144頁	 本体2,000円+税
'09/3発行 

第2章　四六判・124頁	 本体1,800円+税
'09/3発行 
第3章　四六判・152頁	 本体2,000円+税
'09/11発行 

『歯科医院地域一番実践プロジェクト』の著者が、歯科衛生士
が成長して行くプロセスを３部作の小説にした。仕事と恋愛に
悩みながら成長していく主人公の姿に、読者は勇気づけられる
ことだろう。

第１章 どーする私？　新しい私が始まる予感……
第２章 仕事で始めるめちゃモテ？ レシピ
第３章 やっと見つけた、もう悩まない ！
 私、輝くクリニック
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歯科医院ではたらくスタッフのための
お仕事マナー講座
杉元信代	（歯科衛生士）著
あらいぴろよ　絵
A5判・120頁　本体3,000円＋税
'15/10発行

歯科医院で働くスタッフにとって、身だしなみや言葉づかい、質
問の仕方やメモのとり方など、“お仕事マナー”をきちんと押さ
えておくことが、社会人・医療人として一人前になるための重
要なステップです。また、コミュニケーションスキルを高めてい
くことで、患者さんや同僚、先輩、院長など、周囲との信頼関
係の構築にも繫がります。本が苦手な人でもイラストや漫画で
読みやすい構成になっており、毎日の仕事に前向きに取り組め
るようなアドバイスが満載。新人教育に最適の書。

歯科医院ではたらくスタッフのための
“はじめて教える”講座
杉元信代	（歯科衛生士）著
あらいぴろよ　絵
A5判・112頁　本体3,000円＋税
'16/9発行

ベストセラー『歯科医院ではたらくスタッフのためのお仕事マ
ナー講座』の第二弾。歯科医院では、自分の仕事で手いっぱ
いな若手スタッフでも、新人教育係を任されることは珍しくあり
ません。本書では、そんな不安だらけの“はじめて教える”人
のために、新人教育の進め方のノウハウや周囲との協力態勢
の構築方法をやさしく解説しています。前作同様、本が苦手な
人でもイラストや漫画で楽しく学べる構成になっており、気がつ
けばあなたも教え上手に！　教える人も教わる人もいっしょ
に成長できる一冊です。

歯科医院ではたらく若手ドクターのための
チームデビュー講座
杉元信代	（歯科衛生士）著
あらいぴろよ　絵
A5判・112頁　本体3,500円＋税
'17/9発行

「歯科医院ではたらく講座シリーズ」の第三弾。これまでのス
タッフ向けから一転、勤務医がターゲット。ベテラン歯科衛生
士の視点から、舌鋒鋭く斬り込みます。一人前の歯科医師とし
て活躍するために、院内での役割やスタッフとの向き合い方、
指示出しのコツなど、すぐに役立つ情報が満載。また、プライ
ベートの過ごし方や歯科の未来、社会的な責任などの重要な
テーマにも、著者から愛情溢れるアドバイス。さらに、松本勝
利先生（福島県・あらかい歯科医院）による若手ドクターへの
メッセージも見逃せませんよ！

歯科医院ではたらく
講座シリーズ
～3冊セット～

杉元信代	（歯科衛生士）著
あらいぴろよ　絵
各１冊、合計3冊
A5判　本体9,500円＋税

『歯科医院ではたらくスタッフのためのお仕事マナー講座』『歯
科医院ではたらくスタッフのための“はじめて教える”講座』、

『歯科医院ではたらく若手ドクターのためのチームデビュー講
座』が揃った「歯科医院ではたらくシリーズ」の３冊セット。
卒業したての新人スタッフに向けた社会人マナー、スタッフ教
育のコツ、若手勤務医の臨床デビュー時のフォロー＆モチベー
ションアップなど、ベテラン歯科衛生士である著者からの愛情
溢れるアドバイスが満載です。
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  ▼ 待合室・患者指導用絵本

いきいき生きる
—介護サービスを受ける高齢者の口腔ケア—

新庄文明	（元	長崎大大学院教授）監
B5判変型・24頁	 本体1,800円+税
'00/4発行 

食べる、噛む、話すなど口腔全体の健康を維持・管理していく
ことが高齢者の寝たきりゼロやその予防につながることを、こ
の絵本では資料を示しながらやさしく解説。介護サービスを受
ける高齢者が抱えるさまざまな口腔の問題とケアについて、介
護者にも必要な知識を紹介。

かむ力生きる力
斎藤　滋	（元	神歯大教授）著
A5判変型・24頁	 本体2,500円+税
'03/2発行	

食生活が充実し飽食のなかで過ごす現代人は、一方で生活習
慣病やストレスに悩まされている。よく噛むことが、生活習慣
病、ストレス、ボケなど現代人が抱えている多くの問題を解決
し、生きる力を引き出すのに効果的であることを最先端の科学
的根拠を背景に説明した絵本。

みてみて！あーん
きれいなにゅうしのそだてかた
We-Net
伊藤智恵	 （宮城県・開業）　
岡　由紀子	（大阪府・開業）
熊谷ふじ子	（山形県・開業）
村松いづみ	（東京都・開業）著
B5判変型・24頁	 本体2,500円+税
'04/2発行  

We-Net(ウィーネット)メンバー女性歯科医 4 人の著者の「子
供たちのお口を健康に育てるお手伝いをしたい」という共通の
思いが、この絵本に込められている。母親が絵本を子供に読
み聞かせることにより子供も歯の大切さが実感できる内容。巻
末には、母親が知っておきたい子供の歯の基礎知識を掲載。

治療説明	楽楽くん
今井　洋	（千葉県・開業）編・著
	 本体16,000円+税
'05/2発行 

むし歯からインプラントまで治療に関する情報を、イラストとわ
かりやすい言葉で解説したコミュニケーションツール。待合室
やチェアーサイドに置き、患者がマウスあるいはタッチパネル
で自由に操作すると情報が得られる「患者参加型ソフト」。診療
の流れもスムーズになる。

[Windows] Windows98/Me/2000/XP
[Macintosh] MacOS9.X 〜 OSX
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 診療説明用

リーフレット
患者教育の診療説明用の補助教材として最適。
患者さんが治療内容を理解できるように、やさしく、わかりやすく
解説した小冊子。

DENTAL	WHITENING
—笑顔はスーパー・ナチュラルに—

近藤隆一	（東京都・開業）監
12頁100冊入り	 本体7,000円+税
'02/4発行 

喫煙やジュース類による内因性着色、病気や外傷、薬剤の副
作用による外因性着色など歯の黄ばみの原因についての説明
からはじまり、ホームホワイトニングとオフィスホワイトニングの
比較をやさしく解説。さらにホワイトニングの効果、治療期間、
副作用、費用などについての最新情報を提供。

MOUTH	GUARD
—スポーツ外傷から口やアゴそして脳を守る—

石上惠一	（東歯大教授）監
12頁100冊入り	 本体7,000円+税
'02/7発行 

スポーツやケガなどにより歯が欠けたり、抜けたりしたときにマ
ウスガードがなぜ必要なのかを説明。市販品と歯科医師が作
製するカスタムメイドの種類やその違いについても記述。歯科
医師が提供するマウスガードが市販品と比べ、いかに優れてい
るかなどマウスガードの基本知識を紹介。

歯科矯正
—健康で美しい笑顔のために—

百瀬　保	（東京都・開業）監
12頁100冊入り	 本体7,000円+税
'02/12発行 

歯科矯正が必要な歯並びの悪い不正咬合の症例を写真で紹
介するとともに、なぜ歯科矯正を必要とするかをわかりやすく
説明。治療スケジュール、矯正装置の種類とそれぞれの特徴
についても紹介。治療期間、費用など患者の関心が高い項目
については Q&A 形式で答える。

インプラント
—自然で快適な「第二の永久歯」—

小宮山彌太郎	（東京都・開業）監
12頁100冊入り	 本体7,000円+税
'03/7発行 

インプラントとはどういうものなのか、またその構造と材質、欠
損歯の本数に対応した個々の症例についてやさしく説明。イン
プラント治療のメリット、デメリットにも言及し、診断から一次手
術、二次手術の内容とメインテナンスにいたるまで患者がイン
プラントの概要を理解できる内容。
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歯の予防シリーズ①
6歳臼歯
—はじめての大人の歯をむし歯から守るために—

三上直一郎	（東京都・開業）監
12頁100冊入り	 本体7,000円+税
'02/7発行 

はじめての大人の歯、6 歳臼歯がいつ頃生え、その働きはどう
なっているのか、なぜ 6 歳臼歯はむし歯になりやすいのかなど
の疑問に対し丁寧に説明。むし歯から守るための磨き方、フッ
素などによる歯科医院でのケアについても説明。6 歳臼歯に
ついてさまざまな質問に対してもＱ＆Ａ形式で説明。

歯の予防シリーズ②
	歯周病

申　基喆	（明海大歯学部附属明海大学病院長）監
12頁100冊入り		 本体7,000円+税
'12/12発行  

全身の健康への影響が明らかになってきた歯周病。患者さん
の口腔の健康を管理する歯科医師としても、歯周病の危険性
やケアについて説明することは、ますます重要になっています。
新しい『歯周病』リーフレットでは、そんな全身への影響も解
説しつつ、その治療や予防について簡潔にわかりやすくまとめ
ています。すべての患者さんに手にとっていただきたい、歯科
医院必携の患者説明用リーフレットです。

歯の予防シリーズ③
タバコと歯周病
—タバコは歯周病を悪化させ治療効果を
　台無しにします—

雫石　聰	（元	大阪大大学院教授）
小島美樹	（大阪大大学院）監
12頁100冊入り		 本体7,000円+税
'03/7発行  

タバコが歯周病の発症や進行の危険因子につながっている理
由を具体的に解説。また、タバコと生活習慣病、喫煙と死亡リ
スクの関係についても説明。禁煙するメリットや禁煙で病気リ
スクが減ること、また、どうしたら禁煙できるかについて、その
方法を紹介。喫煙、禁煙に関するＱ＆Ａも大変参考になる。

歯の予防シリーズ④
乳歯
—きれいなにゅうしのそだてかた—

We-Net
伊藤智恵・岡　由紀子
熊谷ふじ子・村松いづみ　監
12頁100冊入り		 本体7,000円+税
'05/1発行  

赤ちゃんにはじめての乳歯がいつ頃生え、どのようにカリエスリ
スクを減らしていくか、歯みがきやおやつの食べ方など生活環
境も視野に入れた乳歯についての基礎知識と、歯科医院との
つきあい方を紹介。また乳歯について患者の関心が高い質問
については Q&A 形式でわかりやすく説明。

歯の予防シリーズ⑤
定期健診
—大切な歯を失いたくないから定期的に
　歯の健康チェック—

黒田昌彦	（東京都・開業）監
12頁100冊入り		 本体7,000円+税
'05/10発行  

一生自分の歯で食べるには歯科医院のサポートが必要。年齢
に対応した一人平均残存歯数のグラフと、成人が歯を失う歯周
病やむし歯の原因を写真で解説し、定期健診について、なぜ
必要なのか、何をするのか、またその目的は何かをやさしく紹
介。いつ始めるのがベストか、歯が白くなるのかなど患者が持
つ疑問を Q&A 形式で解答。
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歯の予防シリーズ⑥
バイオフィルムとPMTC
—ムシ歯が歯周病の原因「バイオフィルム」
　を取り除く手段が「PMTC」—

村上　充	（東京都・開業）
村上恵子	（歯科衛生士）監
12頁100冊入り		 本体7,000円+税
'05/11発行  

あまり聞きなれない言葉「バイオフィルム」と「PMTC」につ
いてわかりやすく解説。PMTCの一般的ステップを写真ととも
に紹介し、PMTC を行うことでどのような効果があるのか？ な
どの基礎知識に加え、Q&A のページで患者の理解度もさらに
アップ。

歯の予防シリーズ⑦
ブラッシング
丸森英史	（神奈川県・開業）監
12頁100冊入り		 本体7,000円+税
'06/6発行  

歯をむし歯から守るための第一歩はブラッシングです。ブラッ
シングとは、歯に付着したプラークを歯ブラシで落とすプラー
クコントロールのことです。歯は一本一本形も違い、微妙な曲
面でつくられていますので、歯ブラシを歯面に対して直角に当
て、毛先でプラークを狙って磨かないと落とせません。プラー
クを落とす効果的なブラッシング方法を紹介。

歯の予防シリーズ⑧
フッ化物
飯島洋一	（元	長崎大大学院准教授）監
12頁100冊入り　	 本体7,000円+税
'09/11発行  

フッ化物（フッ素）がむし歯予防に効果があるということは、よ
く知られている。世界を見ても 36 カ国で、一定濃度のフッ化
物入りの水道水が、むし歯予防に効果を発揮している。フッ化
物の安全性、フッ化物イオンによるう蝕予防のメカニズム、使
用法を解説。

歯の予防シリーズ⑨
酸蝕歯
西村耕三	（東医歯大客員臨床教授）監
12頁100冊入り　	 本体7,000円＋税
'14/11発行

果汁やビタミン C、クエン酸、黒酢、スポーツドリンク……健康
に良いとされているものにも実は落とし穴がある。酸蝕歯は、
そんな健康志向の負の部分と言ってもいいでしょう。しかし、目
の前の健康に目を奪われ、「酸蝕歯」という状態に気づく機会
は、なかなかありません。「何事も過ぎたるは及ばざるが如し」
そんな当たり前のことを、患者さんとともに歯科医院で考える
キッカケにしていただけたらと思います。

歯の予防シリーズ⑩
スリーディーエス（3DS）
花田信弘	（鶴見大歯学部教授）監
12頁100冊入り　	 本体7,000円＋税
'14/11発行

近年、歯周病をはじめとして、口腔と全身の関係が徐々に明ら
かになってきました。しかし、まだまだ一般には認知が十分にさ
れていません。風邪で病院に行っても、予防のために歯科医院
に行くという大切さは伝わっているとは言い難いでしょう。リー
フレット『スリーディーエス（３DS）』は、患者さん向けに口腔
と全身の関わりを説き、予防としての「３DS」をわかりやすく、
簡潔に解説をしました。自由診療への第一歩として、ぜひご活
用ください。
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安心の歯科治療シリーズ《全４冊》
①･妊娠中の歯科治療
②･肝臓病と歯科治療
③･糖尿病と歯科治療
④･循環器系疾患と歯科治療
佐野晴男	（元	都立荏原病院歯科口腔外科）他	監
各12頁	 ・組合せ各25冊入り	 本体7,000円+税
	 ・単品各100冊入り	 本体7,000円+税
'02/7発行 

① 妊娠中の歯科治療…歯の健康診断を受ける必要性やＸ線
検査と投薬についてなど妊娠中に知っておいたほうが良い
知識と注意事項を掲載。

② 肝臓病と歯科治療…肝臓の機能と病気の種類、その特徴的
症状を解説。

③ 糖尿病と歯科治療…糖尿病とはどんな病気で主要な症状は
どのようなものか説明。

④ 循環器疾患と歯科治療…循環器系疾患の代表的な疾患で
ある高血圧と合併症で、とくに重要な病気を解説。

納得の歯科治療シリーズ《全４冊》
①･抜歯
②･口腔粘膜疾患
③･顎関節症
④･歯科医院で行う小手術
和嶋浩一	（慶應義塾大医学部講師）監
各12頁	 ・組合せ各25冊入り	 本体7,000円+税
	 ・単品各100冊入り	 本体7,000円+税
'04/3発行         

① 抜歯…むし歯、歯周病、親知らずなどの理由で抜歯する必
要性、また麻酔時の注意事項と抜歯後の治療も解説。

② 口腔粘膜疾患…白板症、口腔カンジタ症、義歯性口内炎な
どの症状、原因、発症の特徴、治療について解説。

③ 顎関節症…顎関節症の症状や発症原因となる精神的因子
や歯ぎしりなど生活習慣上の問題が複雑にからんでいる状
況をやさしく説明。

④ 歯科医院で行う小手術…小手術はどのような場合に行うの
か、また歯根切除術、フラップ手術などの一般手術と歯牙移
植・再植、インプラントの先端手術も解説。

いきいきシニアの
歯科治療シリーズ《全４冊》
①･ドライマウス　
	　斎藤一郎（鶴見大歯学部教授）監
②･正しい義歯のケア　
　	水口俊介（東医歯大大学院教授）監
③･誤嚥性肺炎　
　	植田耕一郎（日大歯学部教授）監
④･義歯の適合　
　	村田比呂司（長崎大大学院教授）監
各12頁	 ・組合せ各25冊入り	 本体7,000円+税
	 ・単品各100冊入り	 本体7,000円+税
'12/10発行        

ますます高齢化を迎える日本の歯科医院に必携の患者説明用
リーフレットをパッケージ。

① ドライマウス…ドライマウスの症状チェックリスト付きで、診
断から対症療法まで簡潔に解説。

② 正しい義歯のケア…わかったつもりになりやすい義歯のお
手入れ。不潔にすることの危険性をふまえ、「正しい義歯の
ケア」を解説しています。

③ 誤嚥性肺炎…高齢者の命に関わる「誤嚥性肺炎」の予防に
ついて解説。家族で読んでいただける、図版と写真を多用
した構成です。

④ 義歯の適合…「義歯が合わない」というよくある声に簡潔に
答えた、義歯を持つ人には必ず手渡してほしい冊子。
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デンタル DVD シリーズ
待合室でのちょっとの時間に、診療室での指導のアシストに、地域での指導教材
に、先生の研修用に、衛生士さんの教材に等 、々定評あるデンタルダイヤモンドの
DVDをお役立てください。

——･ホームページでサンプル版がご覧になれます･——

患者説明・一般教育用

デンタル DVD シリーズ②

むし歯の新しい処置と予防
監修／飯島洋一（元 長崎大大学院准教授）
'00/12 制作（53 分）

Ⅰ.･むし歯ってどうしてできるの？
･ −−脱灰と再石灰化のはなし−−

むし歯は歯の表面からできるわけではありません。歯の内
部では歯が溶け出す脱灰と、それを修復する再石灰化がく
りかえされています。脱灰と再石灰化のメカニズムについ
て紹介します。

Ⅱ.･おうちでできるむし歯予防
･ −−脱灰をふせぐセルフケア−−

むし歯をつくらないためには、家庭でのケアが大切です。
むし歯になりやすい部位、むし歯になりやすい人、むし
歯になりやすい食生活を理解した上で、ブラッシングを
行うと、よりむし歯予防に効果的です。

Ⅲ.･むし歯のはじまり〔脱灰〕の処置
･ −−プロフェッショナルケア−−

むし歯を予防するためには、専門家の正しい指導が大切で
す。PMTC（プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・
クリーニング）について紹介します。

Ⅳ.･上手につかってむし歯予防
･ −−再石灰化をたすける物質−−

フッ素、キシリトール、リカルデントなどむし歯を予防す
る物質があります。これらを上手につかうと、むし歯予防
を効果的に行うことができます。

☆DVDシリーズ②･		本体37,000円+税

デンタル DVD シリーズ③

DVDで見る村岡秀明の総義歯臨床ポイント
−−印象採得から咬合採得まで−−
監修・指導／村岡秀明（千葉県・開業）
'02/5 制作　（36 分）

総義歯づくりは難しく、長年の経験が必要であるといわれている。しかし、作製のポイントを手順良く踏まえていけ
ば、それほど難しくないというのが監修者の持論。この映像では、総義歯づくりの大きな柱である「印象採得から咬
合採得まで」を懇切丁寧に紹介している。

☆DVDシリーズ③･		本体12,000円+税
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患者説明・一般教育用

デンタル DVD シリーズ⑤

タバコと歯周病
−−歯周病の予防と治療は禁煙から−−
監修・指導／雫石　聰（元 大阪大大学院教授）
'03/10 制作　（29 分）

生活習慣病の危険因子としてタバコが大きなファクターになっているが、なかでも口の中の健康、とくに歯周病に悪
い影響を与えていることは意外に知られていない。この映像では、タバコがなぜ歯周病に悪い影響を与えるのか、ど
のようにしたら禁煙できるか説明している。

☆DVDシリーズ⑤･		本体12,000円+税

デンタル DVD シリーズ⑥

ペリオドンタル	フラップ
−−フラップ手術実践のテクニック−−
監修・指導／申　基吉吉（明海大歯学部教授）
'04/2 制作　（35 分）

歯周フラップの分類、切開法、縫合、フラップ手術に使用される主な歯周外科手術用器具を解説。「フラップ手術の実 
際」では、上顎臼歯部の切除型フラップ手術と、下顎臼歯部の部分層フラップの根尖側移動手術を紹介。

☆DVDシリーズ⑥･		本体12,000円+税

デンタル DVD シリーズ⑦

最新顎関節症治療
−−見てわかる診査・診断、スプリント治療の実際−−
監修・指導／和嶋浩一（慶應義塾大医学部）

‘04/11 制作　（31 分）

顎関節症の原因は、患者の生活習慣病の積み重ねであることがわかってきている。そのため歯科医師は多くの要因を
考慮し診査・診断を行わなければならなくなっている。本 DVD では実際の診査・診断の基本を具体的にどう行って
いくのかを丁寧に解説。またスプリントの作製法も紹介。

☆DVDシリーズ⑦･		本体12,000円+税

患者説明・一般教育用

デンタル DVD シリーズ⑧

きれいな乳歯の育て方
監修・指導／［We-Net］伊藤智恵・岡　由紀子・熊谷ふじ子・松村いづみ
'05/3 制作　（48 分）

乳歯を健康に育てるために知っておきたいケアのポイントを解説。また卒乳、離乳食やおやつの与え方なども解説。
乳歯をむし歯から守るための正しい知識、定期的メインテナンスなどの必要性を詳しく紹介。

☆DVDシリーズ⑧･		本体12,000円+税
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歯科スタッフ・介護者教育用

デンタル DVD シリーズ⑨

要介護高齢者の摂食・嚥下障害と口腔ケア
監修 ／ 野村修一（新潟大大学院教授）　植田耕一郎（日大歯学部教授）
'01/10 制作（83 分）

Ⅰ.･病態とアプローチの基本 寝たきり高齢者や障害をもった人の多くは、摂食・嚥下障害を起
こしがちです。摂食・嚥下障害の原因と身体・精神面に及ぼす影
響を考察し、個々の障害にあわせた機能・形態面、能力面、環境面、
心理面をきちんと把握したアプローチの方法を紹介。

Ⅱ.･リハビリテーションと
･ 口腔ケアの基礎的訓練

要介護高齢者の口腔ケアは、単なる口腔清掃ではなく、身体全
体、食事、会話、呼吸といった幅広い範囲で考える必要がある。
口腔機能の維持、向上を念頭においた口腔リハビリテーション
の基礎的訓練の実際を紹介。

Ⅲ.･口腔ケアの実際と接し方 新潟大学では、外来での摂食 ･ 嚥下リハビリテーション以外に、
新潟市郊外にある特別養護老人ホームでも口腔ケアを行ってい
る。口腔ケアの実践を通して、摂食 ･ 嚥下障害のある要介護高齢
者に対して、どのような口腔ケアや食事介助をすれば良いのかを
みていく。

☆DVDシリーズ⑨･		本体36,000円+税

デンタル DVD シリーズ⑩

初めてのインプラント
−−インプラント導入の注意点と術後管理−−
監修・指導／小宮山彌太郎（東京都・開業）

‘05/3 制作　（48 分）

第二の永久歯といわれるインプラント。天然歯と変わらない外見の美しさと機能は、失ってしまった歯を取り戻す治
療法として、近年ますます注目を浴びている。本編では、一人の患者を一年にわたって撮影したインプラントの実際
の術式を、手術前の清掃、滅菌、一次手術、二次手術、人工歯冠の作製、メインテナンスの順で紹介。

☆DVDシリーズ⑩･	･本体19,000円+税

デンタル DVD シリーズ⑪

デンタルマイクロスコープ
−−精緻な診療のために−−
監修／恵比須繁之（大阪大大学院教授）　指導／木ノ本喜史（大阪府・開業）

‘05/8 制作　（49 分）

歯科の領域でもマイクロスコープが臨床上使用されるようになり、最近では精度の高い修復治療、他分野の歯周治療、
インプラント、審美修復治療でもますます活用される機会が増えている。この作品では、歯内療法を中心に、臨床に
おける応用例と、使用上の注意をわかりやすく解説。

☆DVDシリーズ⑪･		本体12,000円+税
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デンタル DVD シリーズ⑫
みんな笑顔の歯科医院　スタッフミーティングのすすめ
監修／砂盃　清（群馬県・開業）
'08/3 制作　（67 分）

患者さんのデンタル IQ も高くなっている現在、歯科診療もスタッフの総合力が必要です。そのためにも、朝礼、院
内ミーティング、勉強会などの機会を増やしていくことも必要でしょう。本 DVD では、院内での様々な「こんなと
き」を想定したすぐに実践できる再現ドラマを収録しています。

☆DVDシリーズ⑫･	･本体12,000円+税

患者説明・一般教育用

デンタル DVD シリーズ⑬

ストップ歯周病！
−−手に入れよう全身の健康−−
監修／吉江弘正（新潟大大学院教授）　指導／田井秀明（新潟県・開業）
'08/3 制作　（25 分）

今、日本人全体の約 75％、4 人に 3 人が何らかの歯周病にかかっているといわれ、大人だけでなく、歯ぐきが腫れ
る歯肉炎になっている小さなお子さんも増えています。また最近の研究では、歯周病菌が何らかの影響を与えている
病気として、心筋梗塞、誤嚥性肺炎、糖尿病等が報告されております。本 DVD では、歯周病の原因から治療法まで、
最新の情報を紹介しております。

☆DVDシリーズ⑬･		本体12,000円+税

患者説明・一般教育用

デンタル DVD シリーズ⑭

ご存知ですか？	フッ化物の力
−−フッ化物の豆知識−−
監修／飯島洋一（元 長崎大大学院准教授）
'08/8 制作　（52 分）

フッ化物はむし歯予防に効果的であり、厚生労働省では「健康日本２１における歯科保健目標を達成するために有効
な手段としてフッ化物の応用は重要である」としてフッ化物の使用促進を進めている。本 DVD では、「歯の健康維持」
にフッ化物を有効的にご使用頂くことを目的として、フッ化物の正しい理解と使い方について解説しています。

☆DVDシリーズ⑭･	･本体12,000円+税

デンタル DVD シリーズ⑮

デンタルスーチャリング
−−歯科縫合の基礎と独習法−−
監修／申　基喆（明海大歯学部教授）
'10/３制作　（59 分）

縫合は外科手術後の創傷治癒の良否を左右する重要な役割を担っている。そのため、目的にあった縫合法の選択はも
ちろん、縫合で用いる器材の選択も重要である。本 DVD では、基本的な術式を習得できるように、模型と豚顎を使っ
た独習法を紹介している。

☆DVDシリーズ⑮･	･本体12,000円+税
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	店名	 住所		 	 電話番号

 北海道歯科産業(株)  ……………… 〒003-0812 札幌市白石区菊水上町2条4-36-77  ……… 011-813-5556
 札幌歯科器材(株)  ………………… 〒060-0063 札幌市中央区南3条西9-999  ……………… 011-231-4033
 (株)石田歯科商会 札幌本店  ……… 〒065-0021 札幌市東区北21条東7-1-21  ……………… 011-768-7529
 ササキ(株) 札幌支店  ……………… 〒065-0024 札幌市東区北24条東21-7-16  …………… 011-788-0707
 北海道歯科産業(株) 旭川支店  …… 〒070-0032 旭川市2条通り4-58-1  ……………………… 0166-26-4671
 (株)内田歯科材料店  ……………… 〒070-0037 旭川市7条通り6丁目左9  …………………… 0166-22-6655
 D.U.S.(株)  ………………………… 〒084-0902 釧路市昭和中央1-2-1  ……………………… 0154-51-0361

 (株)シマヤ  ………………………… 〒030-0813 青森市松原3-10-3  …………………………… 017-775-2477
 ササキ(株) 青森支店  ……………… 〒030-0901 青森市港町2-10-63  ………………………… 017-744-7650
 (株)永井歯科商会 八戸営業所  …… 〒031-0072 八戸市城下3-3-32  …………………………… 0178-45-2018
 (株)シマヤ 八戸支店  ……………… 〒039-1169 八戸市日計1-2-40  …………………………… 0178-20-5770

 (株)岩瀬歯科商会 盛岡支店  ……… 〒020-0125 盛岡市上堂1-6-5  …………………………… 019-648-2777
 (株)後藤歯科商店 盛岡店  ………… 〒020-0133 盛岡市青山2-10-18  ………………………… 019-648-0811
 ササキ(株) 盛岡支店  ……………… 〒020-0851 盛岡市向中野3-28-21  ……………………… 019-636-2800
 (株)ウチヤマ 盛岡営業所  ………… 〒020-0866 盛岡市本宮6-24-43-1F …………………… 019-635-7750
 
 (株)ウチヤマ  ……………………… 〒980-0013 仙台市青葉区花京院1-4-8  ………………… 022-262-6210
 (株)土屋歯科商店  ………………… 〒980-0021 仙台市青葉区中央4-2-28  …………………… 022-221-2485
 (株)協立医療 仙台支店  …………… 〒981-0923 仙台市青葉区東勝山2-2-1 …………………… 022-275-2303
 ケーオーデンタル(株) 仙台営業所  〒981-3125 仙台市泉区みずほ台5-5  …………………… 022-773-8891
 ササキ(株) 仙台支店  ……………… 〒982-0014 仙台市太白区大野田4-21-2  ………………… 022-304-4832

 (株)後藤歯科商店 秋田店  ………… 〒010-0916 秋田市泉北2-3-2  …………………………… 018-896-0155
 (株)永井歯科商会  ………………… 〒010-0965 秋田市八橋新川向10-23  …………………… 018-864-1221
 (株)シマヤ 秋田営業所  …………… 〒011-0945 秋田市土崎港西4-6-9  ……………………… 018-846-5174
 (株)永井歯科商会 横手営業所  …… 〒013-0047 横手市松原町2-52  …………………………… 0182-35-5580
 (株)後藤歯科商店 横手店  ………… 〒013-0063 横手市婦気大堤字谷地添99-2  ……………… 0182-33-4242
 (株)永井歯科商会 大館営業所  …… 〒017-0044 大館市御成町2-7-28  ………………………… 0186-42-6120

 (株)三共  …………………………… 〒990-0067 山形市花楯1-21-6  …………………………… 023-622-5535
 (株)後藤歯科商店 山形店  ………… 〒990-0863 山形市江南1-11-26  ………………………… 023-684-9236
 (有)内山歯科商店  ………………… 〒990-2414 山形市寿町9-25  ……………………………… 023-642-1855
 (株)おかざき  ……………………… 〒994-0012 天童市久野本1-1-18  ………………………… 023-653-7648

 (株)岩瀬歯科商会 福島支店  ……… 〒960-0102 福島市鎌田字卸町4-1  ……………………… 024-552-1161

 協販店

 北海道

 青森県

 岩手県

 宮城県

 秋田県

 山形県

 福島県

デンタルダイヤモンド社
図		書		取		扱		店

弊社出版物は、下記図書取扱店へお申し込みください。
本欄に掲載の各店・支店・営業所は、月刊デンタルダイヤモンド誌の
直送店に限っておりますのでご了承ください。

	店名	 住所		 	 電話番号
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	店名	 住所		 	 電話番号

 (株)後藤歯科商店  ………………… 〒960-8043 福島市中町6-11 ……………………………… 024-522-2755
 (株)ヌカザワ  ……………………… 〒963-8025 郡山市桑野2-20-17  ………………………… 024-922-0940
 (株)協立医療  ……………………… 〒963-8530 郡山市喜久田町卸1-121-1  ………………… 024-963-0333
 (株)後藤歯科商店 会津店  ………… 〒965-0102 会津若松市真宮新町北3-20-4  ……………… 0242-93-9201
024-963-0333
 (株)岩瀬歯科商会 古河支店  ……… 〒306-0014 古河市下山町9-60  …………………………… 0280-30-1582
 ケーオーデンタル(株) 水戸営業所 〒310-0803 水戸市城南2-15-14  ………………………… 029-222-1503
 (株)岩瀬歯科商会 水戸支店  ……… 〒310-0804 水戸市白梅2-8-18   ………………………… 029-225-6543

 (株)岩瀬歯科商会 宇都宮支店  …… 〒321-0905 宇都宮市平出工業団地37-6  ………………… 028-613-5858 
 (株)アマガイ  ……………………… 〒321-0925 宇都宮市東簗瀬1-30-8  ……………………… 028-637-8611
 ケーオーデンタル(株) 宇都宮営業所  〒321-0953 宇都宮市東宿郷6-6-5  ……………………… 028-637-2761

 (株)岩瀬歯科商会 前橋支店  ……… 〒370-0011 高崎市京目町176-2 ………………………… 027-350-8241
 (株)スズキデンタル  ……………… 〒370-0066 高崎市山田町77  ……………………………… 027-322-7000
 (株)ヤマギシ  ……………………… 〒376-0011 桐生市相生町2-454  ………………………… 0277-52-5482

 ケーオーデンタル(株) さいたま営業所  〒331-0811  さいたま市北区吉野町2-268-8  …………… 048-669-2111
 ササキ(株) 埼玉支店  ……………… 〒333-0851 川口市芝新町6-15 わらび市川ビル601号室  048-263-5777
 (株)岩瀬歯科商会 大宮支店  ……… 〒337-0051 さいたま市見沼区東大宮7-41-1  …………… 048-688-1740
 (株)八甕  …………………………… 〒338-0013 さいたま市中央区鈴谷6-4-5  ……………… 048-855-9911
 (株)八甕 県東営業所  ……………… 〒344-0064 春日部市南1-17-10  ………………………… 048-736-7078
 ケーオーデンタル(株) 城西営業所  〒350-2211 鶴ヶ島市脚折町4-15-17  …………………… 049-271-1631
 (株)八甕 県北営業所  ……………… 〒360-0034 熊谷市万平町2-8  …………………………… 048-524-0991

 (株)西尾  …………………………… 〒260-0012 千葉市中央区本町3-3-3  …………………… 043-224-3231
 (株)岩瀬歯科商会 千葉支店  ……… 〒260-0824 千葉市中央区浜野町879-1  ………………… 043-305-1182
 ケーオーデンタル(株) 千葉営業所  〒260-0843 千葉市中央区末広4-22-5  …………………… 043-209-1743 
(株)ADI.G 千葉支店  ……………… 〒261-0011 千葉市美浜区真砂2-24-3  …………………… 043-277-5571
 ササキ(株) 千葉支店  ……………… 〒263-0051 千葉市稲毛区園生町956-4  ………………… 043-287-8241
 (株)岩瀬歯科商会 松戸支店  ……… 〒270-0017 松戸市幸谷1504-4  ………………………… 047-345-3131
 ケーオーデンタル(株) 柏営業所  … 〒270-0137 流山市市野谷字梶内400  …………………… 04-7178-6080
 (株)八甕 成田営業所  ……………… 〒286-0037 成田市橋賀台1-47-2  ………………………… 047-627-0223

 (株)田中歯科器械店  ……………… 〒102-0071 千代田区富士見1-3-8  ……………………… 03-3230-2386
 ササキ(株) 東京支店  ……………… 〒108-0023 港区芝浦3-20-6 芝浦MYビル2F  ………… 03-5730-7761
 (株)一色タカナワ  ………………… 〒108-0074 港区高輪2-1-26  ……………………………… 03-3441-1161
 (有)小幡歯科商会  ………………… 〒110-0005 台東区上野1-8-9  …………………………… 03-3831-8221
 (株)モリタ 東京本社  ……………… 〒110-0005 台東区上野2-11-15  ………………………… 03-3834-6161
 (有)志鎌歯科商店  ………………… 〒110-0005 台東区上野6-9-17  …………………………… 03-3833-3881
 佐藤歯材(株)  ……………………… 〒110-0015 台東区東上野1-15-3  ………………………… 03-3833-3986
 (株)岩瀬歯科商会 上野支店  ……… 〒110-0016 台東区台東2-23-7  …………………………… 03-3832-8241
 (有)折原歯科商店  ………………… 〒111-0036 台東区松ヶ谷3-15-2  ………………………… 03-3844-8289
 ササキ(株) 本郷支店  ……………… 〒113-0033 文京区本郷3-26-4 ササキビル  …………… 03-3813-6191
 (株)一柳歯科商店  ………………… 〒116-0014 荒川区東日暮里1-25-6  ……………………… 03-3891-0431
 ササキ(株) 東京北支店  …………… 〒120-0003 足立区東和3-18-2  …………………………… 03-3606-2209
 谷山歯科器材(株)  ………………… 〒120-0031 足立区千住大川町16-5  ……………………… 03-3881-5452
 ケーオーデンタル(株) 城東営業所  〒124-0022 葛飾区奥戸7-6-10  …………………………… 03-5698-8781
 (株)日本歯科商社 東京本社  ……… 〒130-0011 墨田区石原1-19-5  …………………………… 03-3625-3111
 (株)進藤歯科商店  ………………… 〒130-0014 墨田区亀沢1-16-2  …………………………… 03-3621-3801

 茨城県

 栃木県

 群馬県

 埼玉県

 千葉県

 東京都
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	店名	 住所		 	 電話番号

 (株)新生堂商会  …………………… 〒143-0061 大田区大森北4-23-16  ……………………… 03-5763-5851
 ケーオーデンタル(株) 大田営業所  〒145-0062 大田区北千束2-8-6  ………………………… 03-5749-4649
 (株)岡村歯科商店 …………………… 〒153-0053 目黒区五本木1-8-8-101 …………………… 03-5724-3238
 (株)岩瀬歯科商会 世田谷支店  …… 〒158-0096 世田谷区玉川台2-11-17 カーム浅喜101  …… 03-5491-7595
 ケーオーデンタル(株) 東京営業所 〒167-0054 杉並区松庵1-18-13  ………………………… 03-3333-8553 
 ササキ(株) 池袋支店  ……………… 〒171-0014 豊島区池袋2-50-9 第3共立ビル6F  ……… 03-3988-1691
 ケーオーデンタル(株) 城北営業所  〒174-0056 板橋区志村3-20-18  ………………………… 03-5915-0371
 (株)岩瀬歯科商会 練馬営業所  …… 〒176-0012 練馬区豊玉北4-14-11  ……………………… 03-5912-1180
 (株)コサカ  ………………………… 〒176-0013 練馬区豊玉中2-18-14  ……………………… 03-3557-4111
 (有)関町デンタル  ………………… 〒177-0053 練馬区関町南4-14-40  ……………………… 03-3928-2255
 ケーオーデンタル(株) 八王子営業所  〒192-0012 八王子市左入町692-1  ……………………… 042-696-6670
 ササキ(株) 八王子支店  …………… 〒192-0046 八王子市明神町2-20-13  …………………… 042-645-1321
 (有)梶谷歯科商会  ………………… 〒193-0931 八王子市台町2-9-22  ………………………… 042-626-0648
 (株)岩瀬歯科商会 東大和支店  …… 〒207-0021 東大和市立野3-640-1  ……………………… 042-590-5770

 ササキ(株) 川崎支店  ……………… 〒211-0004 川崎市中原区新丸子東2-906-1  …………… 044-433-8500
 (株)一色タカナワ 川崎店  ………… 〒212-0003 川崎市幸区小向町22-24  …………………… 044-555-2101
 トーシンデンタル(株)  …………… 〒212-0057 川崎市幸区北加瀬2-5-12 …………………… 044-201-6171
 ケーオーデンタル(株) 城南営業所 〒213-0023 川崎市高津区子母口560  …………………… 044-740-3611
 ケーオーデンタル(株) 神奈川中央営業所  〒224-0051 横浜市都筑区富士見が丘17-20  …………… 045-949-3655 
 ササキ(株) 横浜支店  ……………… 〒231-0027 横浜市中区扇町3-8-8  ……………………… 045-641-7197
 (株)岩瀬歯科商会 横浜支店  ……… 〒235-0036 横浜市磯子区中原2-1-19 プライマリーナ新杉田  045-770-4182
 ケーオーデンタル(株) 横浜営業所  〒236-0003 横浜市金沢区幸浦2-19-6  …………………… 045-781-3341
 (株)北詰歯科商店  ………………… 〒237-0076 横須賀市船越町3-41  ………………………… 046-861-0418
 (株)八甕 港北営業所  ……………… 〒242-0018 大和市深見西1-4-5  ………………………… 046-263-4343
 ササキ(株) 厚木支店  ……………… 〒243-0017 厚木市栄町1-2-11 クレパイン1F …………… 046-221-9331
(株)岩瀬歯科商会 厚木支店  ……… 〒243-0022 厚木市酒井2087-14  ……………………… 046-228-5550
 杉崎デンタル(株)  ………………… 〒243-0433 海老名市河原口1-11-15  …………………… 046-231-0467
 (株)粕谷歯科商会  ………………… 〒250-0212 小田原市西大友208-14  …………………… 0465-37-2135
 ケーオーデンタル(株) 神奈川西営業所  〒259-0151 足柄上郡中井町井ノ口2765-2  …………… 0465-81-3511

 ササキ(株) 甲府支店  ……………… 〒400-0047 甲府市徳行2-10-38  ………………………… 055-228-6688
 (株)ミヤウチ  ……………………… 〒409-3866 中巨摩郡昭和町西条678  …………………… 055-275-3211

 (株)滝沢歯科器械店  ……………… 〒386-0014 上田市材木町1-20-4  ………………………… 0268-27-3351
 ササキ(株) 松本支店  ……………… 〒390-0821 松本市筑摩1-15-7 ハチマルビル101号室 0263-24-3005
 (株)ミヤウチ 塩尻営業所  ………… 〒399-0703 塩尻市広丘高出1486-633  ………………… 0263-53-3327
 (株)シラネ 飯田支店  ……………… 〒399-3202 下伊那郡豊丘村神稲7311-1  ……………… 0265-34-3801

 (株)後藤歯科商店 長岡田口店  …… 〒940-0065 長岡市坂之上町3-1-1  ……………………… 0258-86-7423 
 (株)カタギリ  ……………………… 〒950-0943 新潟市中央区女池神明1-1601-3  ………… 025-284-3091
 (株)クワバラ  ……………………… 〒950-0962 新潟市中央区出来島1-1-19  ………………… 025-283-2500
 沖歯科要材(株)  …………………… 〒950-2074 新潟市西区真砂3-23-2  ……………………… 025-266-6975
 (株)田中歯科器械店 新潟支店 …… 〒950-8151 新潟市中央区浜浦町1-41  …………………… 025-267-1080
 (有)諸見里歯科商店  ……………… 〒956-0832 新潟市秋葉区秋葉1-3-15  …………………… 0250-24-2188

 (株)佐波 富山支店  ………………… 〒930-0151 富山市古沢206-1  …………………………… 076-436-3733
 (株)ADI.G 富山支店  ……………… 〒930-2226 富山市八町東177  …………………………… 076-435-9098

 (株)佐波  …………………………… 〒920-0902 金沢市尾張町2-9-5  ………………………… 076-232-3733

 神奈川県

 山梨県

 長野県

 新潟県

 富山県

 石川県
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	店名	 住所		 	 電話番号

 (株)ADI.G  ………………………… 〒920-8611 金沢市浅野本町1-10-10  …………………… 076-251-0115

 (株)ADI.G 福井支店  ……………… 〒910-0832 福井市新保町3-2223  ……………………… 0776-54-8891
 (株)宇野  …………………………… 〒918-8114 福井市羽水2-308　エモンビル1F  ……… 0776-36-3070
 (株)別田  …………………………… 〒918-8204 福井市南四ツ居2-1-1  ……………………… 0776-54-7211

 (有)横山歯科商店  ………………… 〒500-8153 岐阜市石長町7-1  …………………………… 058-245-7700
 (株)アイデンタルサプライ  ……… 〒500-8223 岐阜市水海道2-1-20  ………………………… 058-247-3496
 (株)シラネ 岐阜支店  ……………… 〒500-8306 岐阜市鍵屋東町1-26  ………………………… 058-251-7788
 ササキ(株) 岐阜支店  ……………… 〒500-8384 岐阜市薮田南4-5-20  ………………………… 058-273-9171

 ササキ(株) 沼津支店  ……………… 〒410-0818 沼津市中原町4-12  …………………………… 055-931-2863
 (株)イシダリンク 東部営業所  …… 〒411-0902 駿東郡清水町玉川235-1  …………………… 055-972-5564
 ササキ(株) 静岡支店  ……………… 〒420-0814 静岡市葵区長沼南10-20  …………………… 054-655-2080
 ケーオーデンタル(株) 静岡中央営業所  〒421-0102 静岡市駿河区手越344-1  …………………… 054-268-7171
 (株)イシダリンク  ………………… 〒422-8037 静岡市駿河区下島118-1  …………………… 054-236-1001
 (株)シラネ 浜松支店  ……………… 〒430-0928 浜松市中区板屋町100-3  …………………… 053-454-6852
 柴田歯科医療器械店  ……………… 〒431-0214 浜松市西区舞阪町弁天島2731-11  ……… 053-592-0523
 (株)イシダリンク 浜松支店  ……… 〒435-0028 浜松市南区飯田町196-2  …………………… 053-465-8688
 ササキ(株) 浜松支店  ……………… 〒435-0044 浜松市東区西塚町321-7  …………………… 053-464-6677

 ササキ(株) 豊橋支店  ……………… 〒440-0084 豊橋市下地町字宮腰86-1  …………………… 0532-56-5671
 (株)シラネ 豊橋支店  ……………… 〒441-0202 豊川市赤坂町御園190 ……………………… 0533-87-8700
 ササキ(株) 岡崎支店  ……………… 〒444-0069 岡崎市井田新町5-8  ………………………… 0564-22-1015
 (株)シラネ 刈谷支店  ……………… 〒448-0022 刈谷市一色町3-4-8  ………………………… 0566-24-1521
 ササキ(株) 名古屋駅前支店  ……… 〒451-0045 名古屋市西区名駅2-24-5  …………………… 052-565-4721
 (株)アイデント  …………………… 〒453-0812 名古屋市中村区西米野町1-81  ……………… 052-461-8211
 (株)シラネ  ………………………… 〒460-0012 名古屋市中区千代田2-4-8  ………………… 052-261-4636
 (株)中央歯科産業  ………………… 〒462-0024 名古屋市北区鳩岡2-3-15  …………………… 052-914-6841
 (株)シラネ 千種支店  ……………… 〒464-0038 名古屋市千種区春里町4-15-1  ……………… 052-762-7145
 (株)デントオール  ………………… 〒464-0074 名古屋市千種区仲田1-9-23  ………………… 052-733-1781
 (株)クニシオ  ……………………… 〒464-0822 名古屋市千種区穂波町2-14  ………………… 052-761-1131
 ササキ(株) 名古屋支店  …………… 〒465-0035 名古屋市名東区豊が丘712  ………………… 052-725-9581
 ササキ(株) 名古屋南店  …………… 〒470-2212 知多郡阿久比町大字卯坂字米山22-4  ……… 0569-47-0081
 ササキ(株) 一宮支店  ……………… 〒491-0918 一宮市末広1-3-20  …………………………… 0586-44-8433
 (株)シラネ 一宮支店  ……………… 〒491-0932 一宮市大和町毛受字浜田76-3  ……………… 0586-45-7795

 (株)シラネ 三重支店  ……………… 〒510-0073 四日市市西浜田町6-19  ……………………… 059-353-6445
 (株)デントオール 三重オフィス  … 〒510-0941 四日市市東日野町1-2-18  …………………… 059-321-8216
 ササキ(株) 津支店  ………………… 〒514-1114 津市久居井戸山町842-2  …………………… 059-255-9900
 (有)森北歯科商店  ………………… 〒516-0805 伊勢市御薗町高向556  ……………………… 0596-28-3953

 (株)別田 大津支店  ………………… 〒520-0804 大津市本宮2-11-1  …………………………… 077-521-5103
 (株)ADI.G 京滋支店  ……………… 〒520-3031 栗東市綣3-4-9  ……………………………… 077-552-7031
 (株)松岡歯科材料店  ……………… 〒526-0059 長浜市元浜町27-39  ………………………… 0749-62-2336

 (株)モリタ 京都支店  ……………… 〒604-8075 京都市中京区麩屋町三条下ル白壁町432  … 075-241-3131
 (株)別田 京都支店 ………………… 〒606-8255 京都市左京区北白川西瀬ノ内町14-4 ……… 075-722-3240
 (有)西京歯科商会  ………………… 〒615-0055 京都市右京区西院西田町28  ………………… 075-314-5377
 (株)リヴレコンフィアンス  ……… 〒615-0932 京都市右京区梅津上田町64 河野ビル3F … 075-872-8607

 福井県

 岐阜県

 静岡県

 愛知県

 三重県

 滋賀県

 京都府
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	店名	 住所		 	 電話番号

 山崎歯科(有)  ……………………… 〒624-0934 舞鶴市堀上25-11  …………………………… 0773-75-2428

 (株)加藤歯科商店  ………………… 〒532-0002 大阪市淀川区東三国6-10-4  ………………… 06-6395-4040
 (株)橋本歯科商店  ………………… 〒533-0001 大阪市東淀川区井高野4-6-27  ……………… 06-6829-1133
 長尾歯科器材(株)  ………………… 〒535-0022 大阪市旭区新森5-7-25  ……………………… 06-6953-3621
 (株)山田歯科商店  ………………… 〒543-0044 大阪市天王寺区国分町11-9  ………………… 06-6771-6328
 (株)宇高歯科商店  ………………… 〒543-0052 大阪市天王寺区大道4-4-8  ………………… 06-6771-7022
 (株)サエキ  ………………………… 〒545-0001 大阪市阿倍野区天王寺町北1-8-47-104  … 06-6714-6303
 アルディ(株)  ……………………… 〒545-0003 大阪市阿倍野区美章園2-2-20  ……………… 06-6719-9939
 (有)ハマダデンタルサプライ  …… 〒545-0041 大阪市阿倍野区共立通2-1-8  ……………… 06-6655-6111
 (株)トミヤ 大阪本社  ……………… 〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋5-1-7  …………… 06-6624-0160
 (株)ヨシオカ 大阪本社  …………… 〒546-0013 大阪市東住吉区湯里5-10-18  ……………… 06-6702-1101
 (有)新田歯科器材  ………………… 〒550-0004 大阪市西区靭本町2-9-11  …………………… 06-6441-5601
 ササキ(株) 大阪支店  ……………… 〒550-0025 大阪市西区九条南1-2-20 ドーム前いずみビル1F  …… 06-6582-7501
 (株)日本歯科商社 大阪支店  ……… 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-3-9  ………………… 06-6643-0085
 岩崎歯科器材(株)  ………………… 〒561-0802 豊中市曽根東町5-16-14  …………………… 06-6862-3025
 (株)マルミ歯科商店 大阪支店  …… 〒564-0051 吹田市豊津町15-27  ………………………… 06-6380-3831
 尾崎歯材(株)  ……………………… 〒564-0062 吹田市垂水町3-7-41  ………………………… 06-6386-0418
 (株)モリタ 大阪本社  ……………… 〒564-8650 吹田市垂水町3-33-18  ……………………… 06-6380-2525
 (株)岡村歯科商店  ………………… 〒573-0022 枚方市宮之阪1-22-8 上田ビル2F  ………… 072-805-6181
 (有)ウエヤマ歯材  ………………… 〒590-0521 泉南市樽井1-14-40  ………………………… 072-482-1211
 (株)池田歯科商店  ………………… 〒593-8312 堺市西区草部465-9  ………………………… 072-271-7884
 ササキ(株) 堺支店  ………………… 〒593-8327 堺市西区鳳中町9-1-11  ……………………… 072-262-3766
(株)マルミ歯科商店 大阪南営業所 … 〒594-0023 和泉市伯太町2-2-3 …………………………… 0725-58-7254

 (株)上村歯科商店  ………………… 〒654-0133 神戸市須磨区多井畑東山ノ上13-27  ……… 078-743-4555
 尾崎歯材(株) 神戸営業所  ………… 〒657-0825 神戸市灘区中原通6-1-11  …………………… 078-801-8282
 藤岡歯科商店  ……………………… 〒657-0825 神戸市灘区中原通6-1-23  …………………… 078-861-4771
 (株)青木歯科商会  ………………… 〒657-0837 神戸市灘区原田通2-5-13  …………………… 078-801-5431
 ササキ(株) 神戸支店  ……………… 〒657-0862 神戸市灘区浜田町1-2-1  …………………… 078-846-1880
 (有)下井田歯科商店  ……………… 〒661-0003 尼崎市富松町4-2-25  ………………………… 06-6423-3661
 (株)宇野 神戸店  …………………… 〒661-0033 尼崎市南武庫之荘3-15-26  ………………… 06-6437-5531
 (有)吉川歯科商店  ………………… 〒663-8211 西宮市今津山中町1-12  ……………………… 079-822-4180
 (株)有本歯科商店  ………………… 〒670-0054 姫路市南今宿7-8  …………………………… 079-297-1522
 (株)菅原歯科商会  ………………… 〒670-0873 姫路市八代東光寺町9-26  …………………… 079-285-1165
 (有)大河歯科材料店  ……………… 〒670-0925 姫路市亀井町93  ……………………………… 079-282-1578

 (株)モリタ 和歌山支店  …………… 〒640-8045 和歌山市ト半町17  …………………………… 073-431-1306

 (株)ヨシオカ 奈良支店  …………… 〒630-8014 奈良市四条大路2-3-51-1  ………………… 0742-33-1311
 (株)アスカデンタルサプライ  …… 〒630-8442 奈良市北永井町372  ………………………… 0742-61-6480
 (株)村田歯科商店  ………………… 〒639-1101 大和郡山市下三橋町400-78  ……………… 0743-53-7777

 (株)玉井歯科商店 鳥取営業所 …… 〒680-0864 鳥取市吉成239-3 吉成吉澤テナント  …… 0857-22-2701

 (有)桜井歯科商会  ………………… 〒690-0006 松江市伊勢宮町537  ………………………… 0852-21-3605 
(株)玉井歯科商店 松江店  ………… 〒690-0015 松江市上乃木3-17-47  ……………………… 0852-27-1916
 森須薬品歯材(有)  ………………… 〒697-0033 浜田市朝日町68-12  ………………………… 0855-22-1449

 (株)マルミ歯科商店 岡山支店  …… 〒700-0808 岡山市北区大和町2-3-48  …………………… 086-225-4378

 大阪府

 兵庫県

 和歌山県

 奈良県

 鳥取県

 島根県

 岡山県
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 (株)玉井歯科商店 岡山店  ………… 〒700-0925 岡山市北区大元上町12-19  ………………… 086-244-3429
 (株)トミヤ 岡山支店  ……………… 〒703-8243 岡山市中区清水1-6-16  ……………………… 086-271-6868
 (有)鈴木歯科商店  ………………… 〒714-0085 笠岡市四番町3-24  …………………………… 0865-63-2862

 (株)玉井歯科商店 福山店  ………… 〒720-0805 福山市御門町2-4-37  ………………………… 084-923-5867
 (株)東歯科商店 尾道支店  ………… 〒729-0141 尾道市高須町字西新涯5589  ……………… 0848-47-5222
 (株)玉井歯科商店 広島店  ………… 〒734-0014 広島市南区宇品西3-1-14  …………………… 082-251-1911
 (株)東歯科商店  …………………… 〒734-0052 広島市南区堀越3-4-22  ……………………… 082-281-7373

 (株)玉井歯科商店 徳山店  ………… 〒745-0071 周南市岐山通り2-21  ………………………… 0834-21-0400
 (株)玉井歯科商店 下関店  ………… 〒751-0875 下関市秋根本町1-5-33  ……………………… 083-256-0330

 (株)玉井歯科商店 徳島店  ………… 〒770-0006 徳島市北矢三町2-2-8  ……………………… 088-633-6250
 (株)マルミ歯科商店 徳島支店  …… 〒770-0846 徳島市南内町1-43  …………………………… 088-622-0816

 (株)玉井歯科商店 高松店  ………… 〒760-0073 高松市栗林町3-4-1  ………………………… 087-831-4491
 (株)マルミ歯科商店 香川営業所  … 〒760-0078 高松市今里町1-22-9  ………………………… 087-842-1839

 (株)玉井歯科商店 本店  …………… 〒790-0011 松山市千舟町8-67-8  ………………………… 089-941-1619

 (株)マルミ歯科商店  ……………… 〒780-0833 高知市南はりまや町2-16-3  ………………… 088-883-2201

 (株)モリタ 北九州支店  …………… 〒802-0071 北九州市小倉北区黄金2-7-13  ……………… 093-921-5386
 ケーオーデンタル(株) 福岡営業所  〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-5-6  ………………… 092-432-0333     
 ササキ(株) 福岡支店  ……………… 〒812-0015 福岡市博多区山王1-17-5  …………………… 092-433-5543
 (株)トーデント九州  ……………… 〒812-0893 福岡市博多区那珂1-3-10  …………………… 092-433-5558
 (株)日本歯科商社 九州営業所  …… 〒812-0893 福岡市博多区那珂4-16-22  ………………… 092-436-2288
 福岡デンタル販売(株)  …………… 〒813-0034 福岡市東区多の津4-7-5 KNセンタービル  092-629-1491
 (株)ＵＫデンタル 福岡店  ………… 〒814-0164 福岡市早良区賀茂3-2-32  …………………… 092-874-2811
 (有)筑後デンタル  ………………… 〒837-0926 大牟田市上白川町2-296-8  ………………… 0944-51-4193
 (株)ＵＫデンタル 久留米店  ……… 〒839-0809 久留米市東合川7-13-2  ……………………… 0942-44-8143

 (株)デンタルパートナー  ………… 〒850-0057 長崎市大黒町9-8  …………………………… 095-823-3185
 (株)ニシムラメディカルサポート  〒850-0936 長崎市浪の平町7-23  ………………………… 095-824-0774
 (株)ＵＫデンタル 長崎店  ………… 〒852-8016 長崎市宝栄町9-7  …………………………… 095-818-0102
 (株)デンタル・ウイング  …………… 〒852-8036 長崎市青山町1-5 2F  ………………………… 095-841-8319
 (株)富士歯科産業  ………………… 〒852-8061 長崎市滑石2-6-25  …………………………… 095-857-8545
 山田歯科(有)  ……………………… 〒857-0021 佐世保市折橋町7-18  ………………………… 0956-22-5310

 (株)ＵＫデンタル  ………………… 〒862-0967 熊本市南区流通団地1-68  …………………… 096-377-2555

 (株)ＵＫデンタル 大分店  ………… 〒870-0044 大分市舞鶴1-2-19  …………………………… 097-513-3988
 フォルディ(株)  …………………… 〒870-0848 大分市賀来北1-17-7  ………………………… 097-549-0588
 (株)オリエンタル歯科器材  ……… 〒870-0938 大分市今津留3-16-18  ……………………… 097-558-7507
 (株)松井商会  ……………………… 〒874-0942 別府市千代町4-2  …………………………… 0977-22-4045

 (株)UKデンタル 宮崎店  ………… 〒880-0835 宮崎市阿波岐原町猿野3210  ……………… 0985-35-6533

 広島県

 山口県

 徳島県

 香川県

 愛媛県

 高知県

 福岡県

 佐賀県 長崎県

 熊本県

 大分県

 宮崎県
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 (株)ＵＫデンタル 鹿児島店  ……… 〒890-0046 鹿児島市西田1-13-7  ………………………… 099-254-0509
 (株)オリエンタル歯科器材 鹿児島支店  〒890-0051 鹿児島市高麗町24-2  ………………………… 099-257-3450
 (有)ハマダ歯科商店 本店  ………… 〒892-0845 鹿児島市樋之口町1-12  ……………………… 099-224-0108

 (株)沖縄歯科器材  ………………… 〒900-0036 那覇市西1-4-7  ……………………………… 098-868-9488
 (有)ハマダ歯科商店 沖縄店  ……… 〒902-0061 那覇市古島2-24-13  ………………………… 098-886-5234  

 鹿児島県

 沖縄県
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	店名	 住所		 	 電話番号

 北大生協書籍部北部店  …………… 〒060-0817 札幌市北区北17条西8丁目  ………………… 011-747-2182
 (株)モリタ北海道医療大学歯学部売店  〒061-0212 石狩郡当別町金沢1757  …………………… 0133-22-2218
 丸善(株)北海道医療大学歯学部売店  〒061-0212 石狩郡当別町金沢1757  …………………… 0133-22-2501

 岩手医大歯学部売店  ……………… 〒020-0021 盛岡市中央通り1-3-27  ……………………… 019-622-4386
 東北大生協星陵書籍部  …………… 〒980-0872 仙台市青葉区星陵町2-1  …………………… 022-275-1093

 (株)モリタ東京歯科大学水道橋売店  〒101-0061 千代田区三崎町2-9-2 鶴屋総合ビル1F  …… 03-3265-3833
 (株)田中歯科器械店日本歯科大学内売店  〒102-0071 千代田区富士見1-9-20  ……………………… 03-3265-8977
 東京医科歯科大学生協書籍購買部  〒113-0034 文京区湯島1-5-45  …………………………… 03-3818-5233
 昭友商事(株)北千束営業所  ……… 〒145-0062 大田区北千束2-1-1 昭和大学歯科病院内 … 03-3785-5777
 西田書店  …………………………… 〒230-0062 横浜市鶴見区鶴見2-1-3 鶴見大学歯学部2号館  045-572-8995
 (株)モリタ鶴見大学歯学部内売店  … 〒230-0063 横浜市鶴見区鶴見2-1-3  …………………… 045-582-1037
 (株)田中歯科器械店神奈川歯科大学売店  〒238-0003 横須賀市稲岡町82  …………………………… 046-826-1441
 (株)モリタ東京歯科大学稲毛売店  〒261-0011 千葉市美浜区真砂1-2-2  …………………… 043-279-3621
 (株)ヨシダ明海大学内営業所  …… 〒350-0283 坂戸市けやき台1-1  ………………………… 049-285-0138

 (株)モリタ松本歯科大学売店  …… 〒399-0781 塩尻市広丘郷原1780  ……………………… 0263-52-4616 
 (株)田中歯科器械店日本歯科大学新潟売店  … 〒951-8151 新潟市中央区浜浦町1-8  …………………… 025-265-0850
 (株)クワバラ新潟大学歯学部売店  … 〒951-8514 新潟市中央区学校町通2-5274  …………… 025-224-6222

 (株)ヨシダ朝日大学内営業所  …… 〒501-0223 瑞穂市穂積1851-1  ………………………… 058-326-6610
 丸善(株)朝日大学売店  …………… 〒501-0223 瑞穂市穂積1851-1  ………………………… 058-327-7506

 辻井書院大歯大天満橋病院内売店  〒540-0008 大阪市中央区大手前1-5-17 大歯大附属病院E棟  06-6910-1500
 大阪大学生協書籍部歯学部店  …… 〒565-0871 吹田市山田丘1-8  …………………………… 06-6875-0025
 辻井書院大歯大楠葉学舎売店  …… 〒573-1121 枚方市楠葉花園町8-1 大歯大厚生棟2F  …… 072-856-4337
 神戸大学生協書籍部医学部店  …… 〒650-0017 神戸市中央区楠町7-12-1  …………………… 078-371-1435

 広島大生協霞コープショップ書籍部  〒734-0037 広島市南区霞1-2-3  ………………………… 082-257-5943
 徳島大生協書籍部蔵本店  ………… 〒770-0044 徳島市庄町1-78-1  …………………………… 088-633-0691

 (株)神陵文庫九州歯科大学売店  … 〒803-0844 北九州市小倉北区真鶴2-6-1  ……………… 093-571-5453
 九州大学生協医系書籍部  ………… 〒812-0054 福岡市東区馬出3-1-1  ……………………… 092-651-7134
 福岡歯科大学実習売店  …………… 〒814-0175 福岡市早良区田村2-15-1  …………………… 092-801-0411
 長崎大生協歯学部店  ……………… 〒852-8102 長崎市坂本町1-7-1  ………………………… 095-849-7755
 鹿児島大生協書籍部桜ヶ丘店  …… 〒890-0075 鹿児島市桜ヶ丘8-35-1  ……………………… 099-265-4339

 歯科大学(歯学部)販売店

 北海道

 東北

 関東

 信越

 東海

 近畿

 中国・四国

 九州
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	店名	 住所		 	 電話番号

 北海道・東北・甲信越
 コーチャンフォー 新川通り店  …… 〒001-0923 札幌市北区新川3条18  ……………………… 011-769-4000
 MARUZEN＆ジュンク堂書店　札幌店 〒060-0061 札幌市中央区南1条西1-8-2 丸井今井南館B1 011-223-1911
 コーチャンフォー ミュンへン大橋店 〒062-0921 札幌市豊平区中の島1条13-1-1  …………… 011-817-4000
 函館　蔦屋書店 …………………… 〒041-0802 函館市石川町85-1 …………………………… 0138-47-6565
 喜久屋書店 小樽店  ………………… 〒047-0008 小樽市築港11 ウィングベイ小樽2F  ……… 0134-31-7077
 ジュンク堂書店 旭川店  …………… 〒070-0031 旭川市一条通8-108 フィール旭川4F  …… 0166-26-1120
 MORIOKA TSUTAYA …………… 〒020-0866 盛岡市本宮4-40-20 …………………………… 019-656-4747
 丸善 松本店  ………………………… 〒390-0815 松本市深志1-3-11 コングロＭ B1  ……… 0263-31-8171
 ジュンク堂書店 岡島甲府店  ……… 〒400-8660 甲府市丸の内1-21-15 岡島百貨店6F  …… 055-231-0606
 ジュンク堂書店 新潟店  …………… 〒950-0911 新潟市中央区笹口1-1 プラーカ1  ………… 025-374-4411
 考古堂  ……………………………… 〒951-8063 新潟市中央区古町通4-563  ………………… 025-229-4050
 にしむら書院  ……………………… 〒951-8126 新潟市中央区学校町通2-5301-15  ……… 025-222-3304
 高陽堂書店  ………………………… 〒990-0073 山形市大野目3-1-17  ………………………… 023-631-6001

 有隣堂 横浜駅西口店 医学書センター  〒220-0005 横浜市西区北幸1-1-8 エキニア横浜B1  … 045-311-6265
 ACADEMIA 港北店  ……………… 〒224-0003 横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポートモール3F 045-914-3320
 有隣堂本店 医学書センター  ……… 〒231-0045 横浜市中区伊勢佐木町1-4-1  ……………… 045-261-1231
 ジュンク堂書店 藤沢店  …………… 〒251-0052 藤沢市藤沢559 ビックカメラ7F  ………… 0466-52-1211
 丸善 津田沼店  ……………………… 〒275-0026 習志野市谷津7-7-1 ブロックB棟3F  ……… 047-470-8311
 蔦屋書店 フォレオ菖蒲店  ………… 〒346-0106 久喜市菖蒲町菖蒲6006-1  ………………… 0480-87-0800
 蔦屋書店 前橋みなみモール店  …… 〒379-2143 前橋市新堀町33  ……………………………… 027-210-0886

 丸善 丸の内本店  …………………… 〒100-0005 千代田区丸の内1-6-4 OAZO  ……………… 03-5288-8881
 三省堂書店 神保町本店  …………… 〒101-0051 千代田区神田神保町1-1  …………………… 03-3233-3312
 丸善 日本橋店  ……………………… 〒103-8245 中央区日本橋2-3-10  ………………………… 03-6214-2001
 八重洲ブックセンター 本店  ……… 〒104-0028 中央区八重洲2-5-1  ………………………… 03-3281-1811
 シエン社  …………………………… 〒112-0004 文京区後楽1-1-10 日本生命水道橋ビル1F  03-3816-7818
 MARUZEN＆ジュンク堂書店 渋谷店 〒150-8019 渋谷区道玄坂2-24-1 東急百貨店本店7F  … 03-5456-2111
 ブックファースト 新宿店  ………… 〒160-0023 新宿区西新宿1-7-3 モード学園コクーンタワーB2 … 03-5339-7611
 ジュンク堂書店 池袋本店  ………… 〒171-0022 豊島区南池袋2-15-5  ………………………… 03-5956-6111
 ジュンク堂書店 吉祥寺店  ………… 〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-11-5 コピス吉祥寺7F 0422-28-5333
 オリオン書房 ノルテ店  …………… 〒190-0012 立川市曙町2-42-1 パークアベニュー3F … 042-522-1231

 丸善＆ジュンク堂書店 新静岡店  … 〒420-8508 静岡市葵区鷹匠1-1-1  ……………………… 054-275-2777
 丸善 名古屋本店  …………………… 〒460-0008 名古屋市中区栄3-8-14  ……………………… 052-238-0320
 ジュンク堂書店 名古屋ロフト店  … 〒460-0008 名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパーク内ロフト名古屋7階  … 052-249-5592
 大竹書店  …………………………… 〒460-0012 名古屋市中区千代田5-15-18  ……………… 052-262-3828
 丸善 岐阜店  ………………………… 〒502-0882 岐阜市正木中1-2-1 マーサ21 3階  ……… 058-297-7008
 ジュンク堂書店 大阪本店  ………… 〒530-0003 大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ  …… 06-4799-1090
 紀伊國屋書店 梅田本店  …………… 〒530-0012 大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街  ………… 06-6372-5821
 MARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店  〒530-0013 大阪市北区茶屋町7-20 チャスカ茶屋町  … 06-6292-7383
 ジュンク堂 あべのハルカス店 …… 〒545-8545 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス近鉄本店ウイング館 … 06-6626-2151
 ジュンク堂書店 難波店  …………… 〒556-0017 大阪市浪速区湊町1-2-3 マルイト難波ビル3Ｆ  06-4396-4771
 大垣書店 イオンモールKYOTO店 〒601-8417 京都市南区八条通西洞院下ル イオンモールKYOTO Kaede館2F … 075-692-3331
 丸善 京都本店  ……………………… 〒604-8031 京都市中京区河原町通三条下ル2丁目山崎町251 京都BAL地下1・2階  075-253-1599
 奈良栗田書店 ……………………… 〒634-8522 橿原市四条町840 奈良医大C病棟2F ……… 0744-22-8657

 デンタルダイヤモンド社出版物常備書店

 関東

 東京

 北陸・中部・近畿
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	店名	 住所		 	 電話番号

 ジュンク堂書店 三宮店  …………… 〒650-0021 神戸市中央区三宮町1-6-18  ………………… 078-392-1001
 ジュンク堂書店 姫路店  …………… 〒670-0914 姫路市豆腐町222 プリエ姫路2F  ………… 079-221-8280
 中田図書販売  ……………………… 〒939-8093 富山市大泉東町1-3-7  ……………………… 076-421-0100

 本の学校 今井ブックセンター  …… 〒683-0801 米子市新開2-3-10  …………………………… 0859-31-5000
 神陵文庫 岡山営業所  ……………… 〒700-0906 岡山市北区大学町2-15  ……………………… 086-223-8387
 泰山堂書店 鹿田本店  ……………… 〒700-0914 岡山市北区鹿田町1-6-12  …………………… 086-226-3211
 丸善 広島店  ………………………… 〒730-8540 広島市中区胡町5-22 天満屋広島八丁堀店7F 082-504-6210
 井上書店  …………………………… 〒734-0001 広島市南区出汐1-4-10  ……………………… 082-254-5252
 ジュンク堂書店 高松店  …………… 〒760-0054 高松市常磐町1-3-1 瓦町FLAG 7階 ……… 087-832-0170
 宮脇書店 卸センター  ……………… 〒760-0064 高松市朝日新町2-19  ………………………… 087-851-3732
 久米書店医大前店  ………………… 〒770-0042 徳島市蔵本町2-21  …………………………… 088-632-2663
 紀伊國屋書店 徳島店  ……………… 〒770-8511 徳島市寺島本町西1-5 そごう徳島店8F  …… 088-602-1611
 ジュンク堂書店 松山店  …………… 〒790-0011 愛媛県松山市千舟町5-7-1 エスパス松山  … 089-915-0075

 喜久屋書店 小倉店  ………………… 〒802-0002 北九州市小倉北区京町3-1-1 コレット／I’m9F 093-514-1400
 ジュンク堂書店 福岡店  …………… 〒810-0001 福岡市中央区天神1-10-13 メディアモール天神  092-738-3322
 丸善 博多店  ………………………… 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティ8F  092-413-5401
 紀伊國屋書店 福岡本店  …………… 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街2-1 福岡交通センタービル6Ｆ … 092-434-3100
 金龍堂 まるぶん店  ………………… 〒860-0845 熊本市中央区上通町5-1  …………………… 096-356-4733
 ジュンク堂書店 鹿児島店  ………… 〒892-0826 鹿児島市呉服町6-5 マルヤガーデンズ6F  … 099-216-8838
 ジュンク堂書店 那覇店  …………… 〒900-0013 那覇市牧志1-19-29 2F  …………………… 098-860-7175

 中国・四国

 九州
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