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歯学図書目録2021_210305_入

世代を超え，長く読み継がれている歯科臨床医のための月刊誌！

SINCE 1919

●日常臨床で役立つ！
・「特集」は，毎号30～40頁のボリュームで時宜に適ったテーマをお届け．
  基本的知識から応用までを詳しく解説．
・「学術臨床」は，臨床論文，最新のテクニックや器材などをビジュアルに解説．

●医院経営に役立つ！
・医院経営やスタッフ教育，法律問題など，充実のコラムを毎号掲載．

●今と将来に役立つ！
・他誌に類をみない充実の論説欄で，歯科界の将来展望を提言．

『日本歯科評論』は，歯科医院に求められる
 さまざまな場面で役立ちます！

ホームページは「ニュース」欄も充実．スマホでも閲覧できます．

https://www.hyoron.co.jp/

webともリンクし，論文中のテクニックを動画で配信しています！

THE NIPPON DENTAL REVIEW

読者の皆様に長く愛され，読み継がれてきた本誌は，臨床・学術を中心として
歯科界に時宜に適った話題を提供してきました．
近年は歯科医療の世界に逆風が吹き荒れ，これまでにない大きな変革が迫ら
れています．そのような中で本誌は，押し寄せる変革の波に対応できるよう，また
歯科医師ばかりでなく医院スタッフも共に考えることができるよう，さまざまな
情報をビジュアルに，誌面を常に刷新しながら，読者のニーズにフィットした
生きている情報をお届けしてまいります．

■A4変判
■1部定価2,750円（10％税込）

＊ヒョーロンからの直送をご希望の場合は，別途発送手数料がかかります．

■年間購読料：45,760円（10％税込）

（　　　　　　　　）１～12月号　33,000円
別冊 6,380円，増刊 6,380円



■本目録は，2021年３月10日現在で当社が発行している出版物を領域別に
掲載したものです．

■表示した定価は，すべて10％税込です．
■書籍・雑誌のご注文の仕方
　・本目録掲載の「図書取扱店」をはじめ，お取引の歯科用品店，または

書店にご注文ください．
　・当社に直接ご注文いただく場合は，電話，FAX，当社ホームページか

らお願いいたします．
　　〒101-0048　東京都千代田区神田司町2-8-3　第25中央ビル２F
　　　　　　　　　TEL 03-3252-9261～4　FAX 03-3254-3876
■各出版物の詳細な内容・目次，および本目録に未掲載の新刊情報につい

ては，当社ホームページをご覧ください．
　＊URL　https://www.hyoron.co.jp/　
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■歯科補綴

歯肉ラインを整え歯肉退縮を防ぐ 生物学的審美補綴法

BTAテクニック®の臨床 

A4変判・80頁・オールカラー・並製・定価8,140円（10％税込）
2019年９月発行・ISBN978-4-86432-054-2

［著］坪田健嗣 
［協力］下野正基 

BTAテクニック®（Biological Tissue Adaptationテクニック）は，外科手術や矯正治療を行わず
短期間に歯肉ラインを整えることができる治療法で，患者の肉体的，精神的，経済的負担を軽
減できます．25年ほど前に考案され，以来500例以上を積み重ねてきており，歯肉の炎症，後戻り，
退縮を抑制し，長期にわたって審美性と健康を維持できる，きわめて予後のよい補綴法です．

［目次］BTA テクニック®で歯肉ラインを整える／ BTA テクニック®で歯肉退縮を防ぐ／ BTA テ
クニック®が成功する生物学的な理由／ BTA テクニック®に対するQ&A ／ BTA テクニック®の
臨床例／病理学的にみたBTA テクニック®における上皮付着の可能性

そうだったのか！　

CR修復［増補改訂版］
―CR修復に悩んでいる人に読んでほしい本―

A4変判・200頁・オールカラー・並製・定価9,240円（10％税込）
2020年３月発行・ISBN978-4-86432-056-6

［著］須崎　明

CR修復を確実・効率的に行うためのポイントを，多くの写真とイラストでわかりやすく解説し
た必携書！　2017年に発刊し，「CR修復の“悩み”“トラブル”を解決し，ステップアップに役立つ
実践書」として多くの先生方に支持されてきた本書が，増補改訂によりさらに充実！　増補改
訂として，新しい器具・マテリアルを活用したテクニック，良好な予後を得るために必要な咬
合の知識，症例などを加筆！

［目次］こんな時どうする？　自信を持って対応できる！ CR修復のトラブルシューティング／
治療オプションとして手に入れたい“ここまでできる！　CR修復の適応” ／臨床のレベルアッ
プ！　一歩上をいくためのCR修復のテクニック・コンセプト
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■歯科補綴

総義歯の
「痛い！」「外れる！」
にどう対処するか 
A4変判・72頁・オールカラー・並製・定価6,380円（10％税込）
2018年12月発行・ISBN978-4-86432-047-4

［著］村岡秀明

患者さんから訴えられる「痛い！」「外れる！」への対処を“他院で作った義歯”と“自院で作った
義歯”に分け，より実践的に即対応・即解決への道を示します．

［目次］他院で作った義歯が「痛い！」「外れる！」にどう対処するか（できる限り手をつけな
い／そして，手をつける前に／他院で作った義歯をどう治すか／新義歯製作のための旧義歯と
口腔内の観察／新義歯を作る前に知っておきたい12のコツ／新義歯を作る工程）／自院で作っ
た義歯が「痛い！」「外れる！」にどう対処するか（「痛い！」はまず粘膜面をチェックする／
上顎が「外れる！」は直接リライニングする／下顎はまず咬合調整をする／周囲筋肉による「外
れる！」／最後に，「一番最初に大事なこと」）／ One Point Column １～ 14

Ｑ＆Ａでわかる

ノンメタル
クラスプデンチャー 
―できること，できないこと

A4変判・162頁・オールカラー・並製・定価9,350円（10％税込）
2019年４月発行・ISBN978-4-86432-049-8

［編著］大久保力廣 
［著］髙山慈子 ／鈴木恭典／新保秀仁／栗原大介／櫻井敏継／仲田豊生／鈴木銀河／髙橋和也／
佐藤　薪／徳江　藍／原田直彦

Q&A形式で設計のポイントや調整法など，ノンメタルクラスプデンチャーの効果的な使い方を
紹介．長期経過症例も示し，「どうすれば長持ちするのか」「どういった症例には適さないか」
までを解説．

［目次］ノンメタルクラスプデンチャーを理解する／ノンメタルクラスプデンチャーの効果的な
使い方
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臨床に即応できる！

総義歯吸着への
７つのステップ＋Q&A 
―コピーデンチャーテクニックと総義歯臨床Q&A―

A4変判・160頁・オールカラー・並製・定価8,800円（10％税込）
2016年４月発行・ISBN978-4-86432-030-6

［著］村岡秀明

コピーデンチャーテクニックを中心に，義歯床縁のあり方・咬合の与え方など，著者が考える
総義歯吸着のための“７つのステップ”を豊富な写真でわかりやすく解説．

［目次］総義歯吸着への７つのステップ／コピーデンチャーテクニックのバリエーション（パー
シャルデンチャー／テンポラリーデンチャー／即日義歯）／７つのステップをもっと理解する
ためのＱ＆Ａ（STEP １　形を覚えるＱ＆Ａ／ STEP ２　「お・や・ま」の法則を知るＱ＆Ａ／
STEP ３　骨の形を採ること，外形線がないことを知るＱ＆Ａ／ STEP ４　維持安定の原則を
知るＱ＆Ａ／ STEP ５　咬合を理解するＱ＆Ａ／ STEP ６・７　コピーデンチャーテクニック
Ｑ＆Ａ）／コラム

■歯科補綴

Step by stepで みえる・わかる

成功するインプラント治療
の基本原則 
―これから始めたい人・トラブルをなくしたい人のために―

A4判・168頁・オールカラー・並製・定価8,800円（10％税込）
2017年８月発行・ISBN978-4-86432-039-9

［監修］河津　寛
［著］渡辺隆史 ／横瀬敏志／龍田恒康／林　丈一朗／長谷川雄一／荻原拓郎／渡邉一史

インプラント治療の日本導入初期から関わった世代が，大学研究者，若手臨床家とともに，明
日の歯科医療を担う次世代へ贈るインプラント治療のBasic Bookです．

［目次］まず最初に考えること，知っておきたいこと（本当にインプラント治療が必要か？―イ
ンプラント治療の基本原則とは／ “骨代謝”を知らずにインプラントは語れない）／インプラン
ト治療成功への31のStep（インプラント治療を始める前に／インプラント治療のための精密検
査／インプラント治療計画の立案／インプラント手術の前に／インプラント手術／インプラン
ト補綴／インプラントのメインテナンス）
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■歯科補綴

今，保険の義歯をどう作るか
―より良いものを，より効率よく―

A4変判・96頁・オールカラー・並製・定価7,700円（10％税込）
2015年８月発行・ISBN978-4-86432-029-0

［著］村岡秀明／内田雄望 

1996年以来20年にわたるロングセラー『保険の総義歯をどう作るか』に，「保険のパーシャルデン
チャー」を加えた全面改訂新版．不採算と言われる“保険の義歯”について，いかに効率よく，かつ
良いものを作れるかを考え，そのテクニックを提示．

［目次］保険の総義歯をどう作るか―今の私の考え方・作り方（１．『保険の総義歯をどう作るか』
から20年／２．保険の総義歯，私の考え方／３．保険の総義歯，私の作り方）／保険のパーシャルデ
ンチャーをどう作るか―今の開業医の考え方・私の作り方（１．保険のパーシャルデンチャーの
問題点など／２．保険のパーシャルデンチャー，アンケート結果から見える開業医の考え方／３．
保険のパーシャルデンチャー，私の作り方）／保険の義歯をどう作るか―Ｑ＆Ａ

Dr. 鈴木 尚の臨床Advice

症例から学ぶ咬合論
―深い咬合をやさしく学ぶ―

A4変判・144頁・オールカラー・並製・定価8,800円（10％税込）
2015年６月発行・ISBN978-4-86432-027-6

［著］鈴木　尚

総義歯とブリッジの製作を通して，臨床で必要とされる咬合理論を解説した実践書．臨床のど
の場面で，どのように咬合が関わるかが，体系的に理解・習得できます．また具体的対応例と
して，咬合に問題の原因があった症例を取り上げ，診査・診断と治療のポイントを詳述しています．

［目次］私が「咬合論」を学んだ道／「咬合」を学ぶ前に／咬合を理解するために実際の臨床例
を経験しよう（総義歯症例に必要な咬合論（総義歯の製作）／クラウンブリッジ症例に必要な
咬合論（ブリッジの製作））／症例でみる咬合への対応（下顎の右側への偏位が疑われる症例／
下顎が前方へ偏位したと思われる症例，ほか）
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■歯科補綴

A4変判・272頁・オールカラー・並製・定価13,200円（10％税込）
2014年５月発行・ISBN978-4-86432-021-4

変化する顎関節と咬合
―咬合採得の実践―

［著］福島俊士

著者の長年にわたる研究成果を踏まえて，さまざまに変化する顎関節に対応する咬合治療の実
際を長期症例を通して紹介しています．特に顎関節に変形がみられる症例の咬合採得について，
具体的な手順と注意点，そして長期的な経過を豊富な経過を示しながら解説しています．日常
の臨床でなじみの深いパノラマX線写真，同４分画X線写真を中心に，断層X線写真，MR画像，
ゴシックアーチ描記，下顎運動記録などのデータを利用した咬合治療の実際を豊富な臨床写真
で紹介しています．

［目次］下顎位の決定／咬合採得／外科的矯正治療と咬合／下顎頭位／習慣性開閉口運動

総義歯臨床　
成功へのロードマップ
―クラニオフェイシャルパターンに基づく診断から
　治療戦略まで―

A4判・152頁・オールカラー・並製・定価8,800円（10％税込）
2015年４月発行・ISBN978-4-86432-026-9

［著］吉松繁人

誰もが“機能する総義歯”というゴールを目指せるよう，基本術式から患者ニーズに応えるオ
プション，そして条件の厳しい症例への対応まで，ステップを追って解説．

［目次］総義歯に診断学を取り入れる／基本術式を再考する／総義歯設計に必要な知識を整理す
る―解剖と生理学を義歯製作に活かす／“機能的な総義歯”の基本的製作手順を身に付ける／
患者ニーズに応える治療オプションを手に入れる―コピーデンチャーとインプラントオーバー
デンチャーの活用／“クラニオフェイシャルパターン分析”により総義歯の治療戦略を立てる
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パーシャル・デンチャー
新時代
―インプラントをどう活かすか―

［編著装］金子一芳
［著］須貝昭弘／松井宏榮／千葉英史／甲田和行／萩原　治

欠損の状況を大きく改善させるインプラントという切り札を，残存歯や補綴物とどう協調させ，
既存の歯科臨床とシームレスに共存させるかというきわめて重要かつ未知の問題に，長期経過
観察に基づいた示唆に富む記述で迫っています．

［目次］義歯はなぜ嫌われるのか／ライバルはブリッジ／インプラントとどう向き合うか／パー
シャル・デンチャーからの移行／咬合支持の確保／片側処理の拡大／欠損拡大のコントロール
／下顎は無歯顎にしない／多様な症例への対応／４点支持による咬合の再建／目標は天然歯に
よる歯列保持／最後臼歯の補綴

A4変判・176頁・オールカラー・上製・定価12,100円（10％税込）
2008年６月発行・ISBN978-4-930881-86-1

やさしい・失敗しない

低侵襲ソフトティッシュ
マネジメント
PartⅠ　臼歯部インプラント周囲炎を防ぐために
PartⅡ　天然歯とインプラントの審美のために
A4変判・176頁・オールカラー・並製・定価13,200円（10％税込）
2020年12月発行・ISBN978-4-86432-060-3

［著］林　丈一朗

ソフトティッシュマネジメントは，天然歯およびインプラント周囲組織の審美性の回復，疾患
の再発予防のために行う処置で，歯肉退縮の治療，欠損部歯槽堤の増大，付着歯肉（粘膜）の
獲得，歯肉（粘膜）の形態修正などが含まれます．本書は，この領域の第一人者である著者が，
ソフトティッシュマネジメントについて，患者に痛みを与えず，術者にとってもリスクのない「低
侵襲」をキーワードとしてまとめたものです．

［目次］臼歯部インプラントに必要な粘膜の条件／臼歯部インプラントにおける角化粘膜の増大
／インプラント周囲粘膜のThinning（内側の結合組織を切除して薄くする処置）／インプラント
に隣在する天然歯のティッシュマネジメント／修復治療の応用／矯正治療の応用／低侵襲な外
科的歯冠長延長術

■歯科補綴／■歯周治療
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■歯周治療

バイオロジカルＭＴＭ
―ライトフォースによる歯周病患者への矯正治療―

A4変判・208頁・オールカラー・並製・定価9,900円（10％税込）
2016年９月発行・ISBN978-4-864320-33-7

［著］池田雅彦／大出博司

歯周病に罹患した歯の位置の変化は，①プラークコントロールが困難になる，②咬合性外傷を
受けやすくなる，③歯列全体の咬合の不安定を引き起こす，④ブラキシズムを増悪させる，な
ど種々の問題を引き起こします．本書では，このような問題を解決するために，歯周組織を損
傷しないように，移動させたいだけの量を移動させることができる“ライトフォース（弱い力）
によるMTM”について解説し，併せて咬合異常のパターンごとに症例を提示しています．

［目次］歯周病治療における矯正歯科治療の役割／歯周病患者における咬合異常のタイプ分類／
咬合異常を伴う慢性歯周炎の治療の進め方／歯周病患者へのMTMの基本的な考え方と歯周病歯
の移動／歯周炎とMTM治療導入へのモチベーション／床矯正装置／タイプ別 咬合異常のMTM
治療例

セルフケアの定着を目指して

景山歯科医院の
ブラッシング指導
―33症例から導き出す臨床のポイント―

A4変判・80頁・オールカラー・並製・定価4,400円（10％税込）
2014年５月発行・ISBN978-4-86432-020-7

［著］景山正登／景山亜由美／飯田しのぶ／小池里江／田中浩子

歯周病専門医・認定歯科衛生士がチームアプローチで実践するブラッシング指導を詳細に紹介．
ブラッシングの基本から，問題点と対処法，清掃用具の選択など，多数の臨床例からポイント
をわかりやすく解説．ブラッシング指導に迷ったときに参考となる患者説明用資料やアドバイ
スを多数掲載．

［目次］ブラッシング指導の基本―ブラッシング指導を始める前の基本的ポイント／ブラッシン
グ指導のポイント／ブラッシング指導に迷うときの参考資料
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■歯周治療

歯科衛生士のための

インスツルメンテーション
―解剖学的ポイントと臨床ケースからわかる
　納得のテクニック―

A4変判・112頁・オールカラー・並製・定価4,070円（10％税込）
2014年１月発行・ISBN978-4-86432-017-7

［執筆］小森朋栄／塩浦有紀／児玉加代子／山口幸子／吉田エミ
［執筆協力］遠山佳之／高橋英登／花村裕之／熊谷靖司／若林健史／尾崎正司／金子　至／関根
浩二

インスツルメンテーション時に役立つ歯根形態の解剖学的ポイントを部位別に解説し，さらに
デンタルエックス線写真の投影角度による違いを図示．さらに歯周デブライドメントを実践す
るためのハンドインスツルメントや音波・超音波スケーラーの基本操作から応用までをわかり
やすく解説しています．

［目次］はじめに／インスツルメンテーションを行う前に／インスツルメンテーションの基本／
上顎前歯／下顎前歯／小臼歯／上顎大臼歯／下顎大臼歯

長期経過から学ぼう

歯周治療の臨床ポイント
―20年後を見据えた治療計画，そして歯周補綴―

A4変判・218頁・オールカラー・並製・定価9,900円（10％税込）
2013年11月発行・ISBN978-4-86432-016-0

［著］清水雅雪

1980年から15年間，毎年イエテボリ大学Dr.Lindhe，Dr.Nymanのもとで学び，以来30数年スカ
ンジナビアの臨床歯周病学を実践してきた著者による長期経過の症例集です．中等度・重度に
進行した歯周病患者を中心に，治療計画立案からメインテナンス，さらに長期経過の中で起こ
るさまざまな変化への対応を，20年以上経過した15症例で提示しています．

［目次］歯周病とは／歯周病の診査・診断，治療計画／治療（原因除去治療）／歯周外科／根分
岐部病変の治療／動揺歯への対応（動揺歯をどうするか）／歯周補綴の考え方／長期経過症例（プ
ラークコントロールがすべて／楔状骨欠損と分岐部病変を伴う症例／矯正治療と歯周治療／歯
周治療と移植／咬合崩壊を伴う歯周治療と歯周補綴の治療手順／歯周病と咬合性外傷の合併症
／歯周病とう蝕，インプラント／歯周病患者へのインプラント治療，ほか）／メインテナンス
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■歯周治療

写真でよくわかる

正確なシャープニング
安全なスケーラー操作
―教えて！　先輩のチエとワザ！―

A4判・96頁・オールカラー・並製・定価4,070円（10％税込）
2013年８月発行・ISBN978-4-86432-015-3

［著］福池久恵／鈴木秀典

「シャープニングが苦手」「スケーリングの時，患者さんから“痛い”といわれる」といった悩み
をお持ちの歯科衛生士さんにおすすめ！　シャープニング時の姿勢，器具と砥石の持ち方，どん
な角度で何回研ぐかなど，シャープニングの“基本のき”を解説．また，スケーリング・ルート
プレーニングにおける０度挿入と手指屈伸運動，さらに，前歯部から臼歯部におけるスケーラー
の挿入角度とレストの取り方，器具の把持法や術者の立ち位置まで含めてビジュアルに提示！

［目次］シャープニング編（シャープニング・ルートプレーニングが苦手な歯科衛生士さんへ／
シャープニングの器具を知る／シャープニングの基本と実際を知る／器具の管理を知る）／ス
ケーリング・ルートプレーニング編（スケーリング・ルートプレーニングの技術ポイント／スケー
リング・ルートプレーニングの基本操作を知る／特殊な部位へのアプローチを知る，ほか）

川﨑　仁の歯周治療
―長期経過症例からみた治療成功の要点―

A4変判・228頁・オールカラー・上製・定価16,500円（10％税込）
2012年６月発行・ISBN978-4-86432-006-1

［著］川﨑　仁

長年，日本の歯周治療をリードしてきた著者が，自身の臨床と豊富な経験を余すところなくまとめた
集大成．術後30年，40年などの長期経過症例をもとに，生涯にわたって歯を守り，治療を成功に導
くための“キーポイント”を解説しています．歯周治療のレベルアップに役立つ，すべての歯科医師
必読の一冊です！

［目次］歯周治療の考え方に大きな影響を与えた症例／歯周基本治療（初期治療）／歯周外科治療
／歯周治療による歯槽骨の再生／咬合性外傷への対応／動揺歯の固定法／歯周病患者に対するイ
ンプラント治療／メインテナンス治療／歩んできた歯周治療の道
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■歯周治療

New Concept

治りやすい歯周病と
治りにくい歯周病
―診断・治療・経過―

A4変判・220頁・オールカラー・並製・定価13,200円（10％税込）
2011年３月発行・ISBN978-4-86432-001-6

［著］池田雅彦

長い経過観察例から歯周病を「治りやすい歯周病」と「治りにくい歯周病」に二分し，その見
極め法，臨床対応法をそれぞれメインテナンスまで含めて解説．また，根分岐部病変への対応，
歯周病患者へのインプラント治療についても１章を設け，幅広い歯周病治療の実践法を示して
います．

［目次］歯周病治療の流れ―従来の考え方とニュー・コンセプト／治りやすい歯周病と治りにく
い歯周病／モチベーション成功へのKEY―IPシステム／“力”のマネージメント―治りにくい
歯周病治療のKEY ／ニュー・コンセプトによる根分岐部病変の治療／ニュー・コンセプトに基
づいた治療計画作成法／歯周病患者へのインプラント治療と自家歯牙移植，ほか

歯科衛生士が提供する

歯の美と健康

A4変判・80頁・オールカラー・並製・定価3,850円（10％税込）
2004年４月発行・ISBN4-930881-70-6

［監修］松尾　通
［著］永瀬佳奈

歯を削らない審美治療の“第一歩”として「PMTC」「ホワイトニング」「歯のマニキュア（コー
ティング）」の３つを１冊にまとめ，そのノウハウなどについて，歯科衛生士の立場でやさしく
解説したものです．

［目次］PMTC（PMTCをはじめる前に／ PMTCの実際）／歯の美白（歯の美白の流れ／ホワイ
トニング／ホワイトニングに関するQ&A）／歯のマニキュア（「歯のマニキュア」とは／歯のマ
ニキュアに関するQ&A）
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■保存・歯内療法

歯内療法 成功への道 

感染根管治療
Retreatment
―感染制御の要点を知る―

A4変判・248頁・オールカラー・並製・定価12,100円（10％税込）
2019年６月発行・ISBN978-4-86432-051-1

［編著］木ノ本喜史
［著］新野侑子／林　美加子／中西　正／松尾敬志／武市　収／山本信一／柴田直樹／中田和彦
／和達礼子／前田英史／友清　淳／須藤　享／吉岡俊彦／紅林尚樹／山田嘉重／十河基文／富
永敏彦／多田瑛一朗／高比良一輝／菅谷　勉／長尾大輔／山口幹代／野杁由一郎

基本的知識の再確認から臨床術式のブラッシュアップに向けたさまざまな勘所までを，エンド
のエキスパートが詳細に解説． MTAをはじめとする各種器具・器材の確かな活用例も臨床写真
とともに紹介．

［目次］象牙質の組成・構造・解剖／感染根管における細菌感染の実態／難治性根尖性歯周炎に
関連したカンジダとウイルス感染の現状と治療法／ Retreatment の診断と難易度の臨床的判断
／感染根管治療に関連する解剖学的形態と画像診断／修復物や根管充塡材などの除去，ほか

歯内療法 成功への道

治癒に導く
エンドの秘訣
―難症例克服のための歯内療法ケースブック―

A4変判・208頁・オールカラー・並製・定価9,900円（10％税込）
2020年６月発行・ISBN978-4-86432-057-3

［編著］阿部　修／興地隆史／木ノ本喜史／中田和彦
［著］淺井知宏／飯野由子／五十嵐　勝／泉　英之／稲本雄之／今泉一郎／海老原　新／岡本基
岐／奥村秀樹／梶原武弘／金子友厚／川上克子／川島伸之／河原　敬／北村和夫／澤田則宏／
柴　秀樹／田中利典／長尾大輔／永原隆吉／林　美加子／林　洋介／古澤成博／前田英史／三
橋　晃／山田朋美／山本信一／渡辺　聡

診査・診断における現在の潮流から，難症例となりうる歯および歯髄腔の解剖学的問題や偶発
症誘発の原因，そして外科的対応のポイントについて解説．エンドドンティストによる治癒に
導くための難症例へのアプローチ40症例を徹底紹介．

［目次］処置／形態／偶発症／外科的対応
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■保存・歯内療法

歯内療法 成功への道

偶発症・難症例への対応
―病態・メカニズムから考える予防と治療戦略―

A4変判・200頁・オールカラー・並製・定価9,680円（10％税込）
2014年３月発行・ISBN978-4-86432-019-1

［編著］木ノ本喜史
［著］島内英俊／池田英治／須田英明／長谷川誠実／寺内吉継／吉岡隆知／吉岡香林／林　美加
子／高橋慶壮／北村和夫／別所和久／西元めぐみ／浅井啓太／山崎　亨／家森正志／園部純也

歯内療法の偶発症や難症例に結びつく臨床的事象について，病態やメカニズムから予防法，そ
して対処法を歯内療法のエキスパートが紹介！　器具や薬剤が原因の痛み，神経麻痺，歯根破折，
歯根吸収，エンド-ペリオ病変，BP製剤など，臨床的に悩まされるテーマを豊富な症例で解説！

［目次］偶発症編（フレアーアップ／薬剤の溢出／神経損傷時の痛み／神経損傷の臨床的対応／
穿孔／ファイル破折の予防策と対処法）／難症例編（垂直性歯根破折のメカニズム／垂直性歯
根破折歯救済の可能性／歯内―歯周（エンド- ペリオ）複合病変／歯根外部吸収と歯根内部吸収
／ビスフォスフォネート製剤投与患者に対する歯内療法の注意点）

歯内療法 成功への道 

抜髄 Initial Treatment
―治癒に導くための歯髄への臨床アプローチ―

A4変判・400頁・オールカラー・並製・定価19,800円（10％税込）
2016年７月発行・ISBN978-4-86432-032-0

［編著］木ノ本喜史
［著］興地隆史／大島勇人／澁川義幸／田﨑雅和／村松 敬／五十嵐　勝／北島佳代子／新井恭子
／松浦信幸／長谷川誠実／清水康平／羽鳥啓介／大原絹代／篠田雅路／小木曾文内／泉 英之／
阿部　修／加藤広之／澤田則宏／佐藤暢也／岩波洋一／佐藤勧哉／北村和夫／吉川剛正／田中
利典／石井　宏／清水花織

Initial Treatmentにおける抜髄処置の成功率を100％とするために必要な，日々の臨床を理論づ
ける知識や確実で効果的な手技などを，エンドのエキスパートが詳細に解説！

［目次］歯髄保存の意義／歯髄の診断／歯内療法における効果的な局所麻酔および非歯原性歯痛
／抜髄と神経障害性疼痛／覆髄法／根管のネゴシエーション，穿通，グライドパスの重要性／
治癒に導く作業長の設定を考える／最適な根管洗浄法とは／根管充塡，ほか
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■保存・歯内療法

歯内療法 成功への道

根尖病変
―治癒へ向けた戦略を究める―

A4変判・160頁・オールカラー・並製・定価8,800円（10％税込）
2013年５月発行・ISBN978-4-86432-012-2

［編著］木ノ本喜史
［著］下野正基／石井信之／山口幹代／野杁由一郎／阿部　修／加藤広之／牛窪敏博／澤田則宏
／朝日陽子／林 美加子／横尾　聡／小川　将／早田隆司／吉川剛正

代表的な予後不良歯と言える根尖病変にスポットライトを当て，歯内療法のエキスパートによ
る臨床的対応法を紹介！　根管内の細菌感染が原因とされる根尖病変の基礎的な解説から，エッ
クス線診断，マイクロスコープを用いた外科的対応，再植，成功率などを詳細に解説！

［目次］基礎編（病理からみた根尖病変／根尖病変の成立機序／歯根肉芽腫と歯根嚢胞／根尖孔
外バイオフィルムと根尖性歯周炎の難治化）／臨床編（根尖病変のエックス線診断／根尖病変
と瘻孔／非外科的歯内療法による根尖病変の成功率／マイクロスコープを使用した歯根尖切除
法／根管解剖から考える歯根尖切除法／意図的再植法，ほか）

歯内療法 成功への道

臨床根管解剖
―基本的知識と歯種別の臨床ポイント―

A4変判・182頁・オールカラー・並製・定価11,000円（10％税込）
2013年５月発行・ISBN978-4-86432-011-5

［著］木ノ本喜史

より確かな歯内療法を実践するための臨床の“教科書”である『歯内療法 成功への道』シリー
ズの基本編．「根管口を探すときは歯根断面の形態を参考にする」「（上顎大臼歯）近心舌側根管
の探し方」など，毎日の臨床に直接役立つ項目だてで，根管解剖に関するポイントをまとめた
画期的な一書！

［目次］“臨床”歯内療法学に求められる「項目」とは？（歯内療法を成功に導く診査・診断と
は／歯内療法の原則／歯内療法の成功に向けて，ほか）／歯内療法に求められる「知識」とそ
の理解（“臨床”根管解剖の基本的知識／トランスポーテーション／根管解剖を考慮した効率的
な感染根管の攻略法）／臨床根管解剖（上顎前歯／上顎犬歯／上顎小臼歯／上顎大臼歯）／臨
床根管解剖（下顎前歯／下顎犬歯／下顎小臼歯／下顎大臼歯／樋状根）
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■歯科矯正

ベーシックテクニック

顎変形症の術前歯科矯正
治療のすすめ方
A4判・144頁・オールカラー・並製・定価9,900円（10％税込）
2012年６月発行・ISBN978-4-86432-005-4

［編著］根津　浩／永田賢司／吉田恭彦／柴田考典
［著］飯嶋雅弘／北所弘行／島田　正／末石研二／田口　亮／辻　祥之／中尾　誠／仁木俊雄／
水野　均／溝口　到／六車武史／吉野成史

顎変形症の術前・術後の歯科矯正治療についてのベーシックテクニックに重点を置きながら，顎
変形症治療における歯科矯正治療のすすめ方を中心に概説しているので，若手からベテランま
での幅広い歯科矯正医がチェアーサイドで活用できます．巻末資料として，診療報酬請求のモ
デル例も付記．

［目次］術前歯科矯正治療の目的／診断・治療計画の立案／顎変形症手術／術前歯科矯正治療／
術後歯科矯正治療／健康保険請求のルール／顎変形症に係わる診療報酬上の取扱い／症例でみ
る顎変形症治療の診療報酬請求例，ほか

TAD（Temporary Anchorage Device）

の活かし方
―歯科矯正用アンカースクリューによる圧下，アップライト，
牽引から全顎治療まで―

［著］金成雅彦 

アンカーロス（固定源の歯の移動）をなくし，臨床の幅を広げられるTAD（Temporary 
Anchorage Device，別名：歯科矯正用アンカースクリュー）の活かし方を解説．

［目次］TADを応用した矯正治療（TADを使いこなすには？／圧下で咬合平面を改善したい／
アップライトしたい／歯を遠心移動したい／交叉咬合を改善したい／埋伏歯の牽引と咬合平
面の維持管理にも応用したい）／ TADを応用した包括歯科治療（歯周病および大臼歯欠損症
例にも応用したい／欠損歯列におけるTADによる矯正治療とインプラント治療の組み立て方）
／ Troubleshooting（TAD脱離の原因／ TAD埋入時のトラブル／歯根接触に関して，ほか）／
COLUMN（過度のトルクによりTADが破損した場合／ TADによるアップライト後にセクショナ
ルアーチにて歯軸を是正した症例，ほか）

A4変判・116頁・オールカラー・並製・定価8,800円（10％税込）
2019年７月発行・ISBN978-4-86432-052-8
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■歯科矯正

MTM 臨床アトラス
―前歯部審美的改善のためのテクニックと
　ケーススタディー―

［著］百瀬　保

長くMTMに取り組んできた著者の臨床から，前突や叢生など，審美的要求度の高い前歯部歯列
にかかわる問題に絞って，MTMによる対応のテクニックと症例をまとめたものです．治療の幅
を広げるために，ぜひご活用ください．

［目次］MTMにおける前歯部の診査・診断と治療計画の立て方（MTMの治療計画を立てるにあたっ
て／ MTMの診断に必要な資料／審美を考慮した前歯部改善のための診断と治療計画）／前歯部
の審美的改善のためのMTMテクニック（治療手順と使用器材／スペースの確保／叢生の改善／
オーバーバイトの改善／オーバージェットの改善）／ケーススタディー（下顎前歯部叢生の改
善／上顎前歯残根の挺出と下顎前歯部叢生の改善／ディープオーバーバイトの改善／歯周組織
と咬合の改善（補綴による咬合挙上），ほか全15症例）

A4変判・176頁・オールカラー・並製・定価11,000円（10％税込）
2010年２月発行・ISBN978-4-930881-95-3

MTM チェアーサイド
マニュアル〔増補版〕
―ワイヤーベンディングから臨床応用まで―

B5判・366頁・オールカラー・上製・定価27,500円（10％税込）
2003年３月発行・ISBN4-930881-67-6

［著］百瀬　保

Lループ，ヘリカルループなど各種ループベンディングの方法や，アップライト，捻転歯の治療
など臨床に即した手技の実際を，わかりやすく写真で解説した“MTMを学ぶ最適書”です．各
治療には症例も提示し，より実践的にMTMを習得できます．

［目次］MTMに必要な基本知識／使用器具・材料／ MTM臨床テクニック（基本的なワイヤーベ
ンディング／セクショナルアーチを使用したMTM ／ユーティリティアーチのワイヤーベンディ
ング）／ MTMの最新テクニック（増補）（新しい使用材料／ MTM臨床テクニックのバリエーショ
ン／咬合の再構成を行うためのMTM）
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■小児歯科

これでわかる！

各種矯正装置
の特徴と使い方
―顎顔面歯列の成長発育を利用した咬合誘導―
A4判・144頁・オールカラー・並製・定価8,800円（10％税込）
2017年６月発行・ISBN978-4-86432-037-5

［監］町田幸雄
［編著］関崎和夫／里見　優
［著］赤木秀瑛／伊藤率紀／岩村　浩／大村周平／沖藤寿彦／金尾　晃／菊地紗恵子／小石　剛
／清水清恵／杉野道崇／田井規能／高木淳史／髙野　真／髙橋喜見子／外木徳子／中島隆敏／
中村　孝／仲村陽平／益子正範／町田直樹／三谷　寧

床矯正装置，舌側弧線装置，クワドヘリックス，急速上顎拡大装置，クレア，リップバンパー，
GMD，ペンデュラム，ムーシールド，EFライン，ビムラー，BJA， MFT，舌癖除去・舌挙上装置，
バイオブロック，ランパなどの各種矯正装置を解説．

［目次］歯を動かす装置／歯列拡大装置／機能的顎矯正装置／総合的なシステム

一般臨床医が手がける

乳歯列期から目指す
 “永久歯列期正常咬合” 
獲得への道
A4判・168頁・オールカラー・並製・定価10,450円（10％税込）
2015年２月発行・ISBN978-4-86432-025-2

［編著］町田幸雄／関崎和夫
［著］沖藤寿彦／久保周平／清水清恵／関口　浩／髙野　真／外木徳子／中村　孝／浜野美幸／
藤居弘通／町田直樹／望月清志

乳歯列期からの“咬合誘導”，12のテクニック＆アドバイス！　乳歯列期の反対咬合，叢生，口
腔習癖，外傷歯，萌出障害などへの対応をはじめ，保険に収載された小児保隙装置（クラウンルー
プ，バンドループ，床型保隙装置）の作り方・使い方も紹介されています．

［目次］各成長発育期の早期に不正の芽を摘む意義／乳歯列期の反対咬合にどう対応するか／乳
歯列期・混合歯列期の側方歯群部交叉咬合にどう対応するか／口腔筋機能療法（MFT）の効果
とその限界／効果的な早期歯列弓拡大と叢生への対応／乳歯早期喪失への対応／口腔習癖への
対応／一般臨床医が永久歯列期正常咬合の育成に対応する意義，ほか
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■歯科口腔外科／■顎関節

口唇裂・口蓋裂の
基礎と臨床

B5判・824頁・上製・定価35,200円（10％税込）
1996年６月発行・ISBN4-930881-46-3

［著］髙橋庄二郎

口唇裂・口蓋裂の研究，治療をライフワークとし，常に第一線で斯界をリードしてきた著者の長年の
蓄積を集大成．通算2,000件以上にわたる膨大な文献と，豊富な写真図版を駆使して，口唇裂・口
蓋裂の発生機序から治療までを継続した視点から論じています．

［目次］口唇裂・口蓋裂の裂型と疫学／一次口蓋および二次口蓋の正常発生／発生機序／両眼接近
を伴う正中口唇裂／発生原因／予防／解剖／術前治療／片側口唇裂の手術／両側口唇裂の手術／
口蓋裂の一時手術／口蓋裂の二次手術／粘膜下口蓋裂ならびに口蓋裂，粘膜下口蓋裂以外の先
天性鼻咽腔閉鎖不全／口唇裂・口蓋裂患者における顎顔面の成長発育／歯と咬合の異常／矯正治
療／顎変形の外科的治療／口蓋裂言語とその治療／補綴的治療／耳鼻科的疾患／まれな顔面裂，
ほか

［発行］顎関節セミナー実行委員会
［著］井上農夫男／大西正俊／覚道健治／小林　馨／近藤寿郎／柴田考典／柴田　肇／下田恒久
／杉崎正志／瀬上夏樹／田口　望／矢谷博文

顎関節腔穿刺法とは，関節腔内洗浄や関節鏡視下手術の際に必要となる基本手技で，この手技
の体得なしにそれらの治療法は行えません．顎関節腔穿刺法に関する基本の事項や手技につい
て解説した，本邦唯一の本！

［目次］顎関節腔穿刺法―臨床応用とその経緯について／上関節腔穿刺に必要な解剖学的知識／
顎関節腔穿刺（後外側穿刺）の方法とこつ／ Arthrocentesis（上関節腔洗浄療法）と顔面神経，
血管損傷について，ほか

［臨床マニュアル］

顎関節腔穿刺法の実際と
その応用
B5判・72頁・並製・頒価2,000円（10%税込・送料含）
1999年11月発行
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■歯科麻酔・薬理／■一般歯科臨床

初心者にもすぐわかる

Bi-Digital O-Ring Test
の歯科臨床への応用
B5判・180頁・上製・定価7,700円（10％税込）
2008年３月発行・ISBN978-4-930881-84-7

［著］福岡　明／福岡博史／小山悠子／砂川正隆／大村恵昭

Bi-Digital O-Ring Testとは，人体を生体センサーとして利用し，生体内の情報を指の筋力変
化として検出するもので，アレルギーや薬剤適合性などを簡便に把握できる，とされています．
本書は，このORTについて，歯科領域への応用に絞って解説したものです．

［目次］患者の身体状況把握法としてのBi-Digital O-Ring Testの歯科臨床での応用／ ORTの正
しい方法（基本的方法／ ORTはグレーディング法を用いて正確に／ ORTの間接法を勧める，ほ
か）／歯科臨床におけるORTの応用（痛みの原因歯が見つからない／歯内療法への応用―歯内
療法の経過と根管充塡時期の推定／歯科麻酔剤や抗生剤などの適合性・適量の決定／歯科材料
の適合性，ほか）／ ORTの効果的活用／症例集／資料集

口腔内スキャナーの臨床
―真実を知り，導入・活用へ踏み出す―

A4変判・108頁・オールカラー・並製・定価6,600円（10％税込）
2021年３月発行・ISBN978-4-86432-062-7

［編著］近藤尚知
［著］田邉憲昌／上村江美／三好敬太／馬場一美／深澤翔太／山﨑　治／北原信也／疋田一洋／
千葉豊和／新村昌弘／田中譲治

口腔内スキャナーの基本的知識，使い方の解説から，矯正やインプラント治療などの応用まで
を紹介．導入ガイドブックとしても最適．

［目次］口腔内スキャナーの臨床応用／口腔内スキャナーの導入と維持にかかる費用／口腔内ス
キャナーの使用法／スキャンパウダーの使用と光学印象の精度／歯冠補綴治療への適用とフィ
ニッシュラインの明瞭化／口腔内スキャナー使用時の支台歯形成のポイント／口腔内スキャ
ナー使用時の呼気，手ぶれ，唾液，血液の影響／診断や患者説明への活用／インプラント治療
での活用／矯正，インプラント治療での臨床応用／義歯製作と在宅診療での臨床応用
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B5判・96頁・並製・定価4,400円（10％税込）
2013年３月発行・ISBN978-4-86432-010-8

［編著］和気裕之／玉置勝司／宮岡　等 
［著］石井信之／岡本彩子／澤田真人／澁谷智明／島田　淳／中久木康一／三村将文／三橋　晃
／宮地英雄

「この痛み，違和感の原因は何？」を症状から読み解くための本．身体の検査所見で原因をみつ
けることのできないケースや症状を十分に説明できないケース，さまざまな処置を行っても改
善しない等の難治症例について，歯科医師として知っておきたい知識，心身医学・精神医学的
な面からの対処法をわかりやすく解説いたします．

［目次］基礎知識（どうして，この痛みと違和感が取れないの？，ほか）／症状からみた必要な検査・
鑑別診断・対応（これって，本当に顎関節症なの？／咬合調整を何回しても，患者が納得しません，
ほか）／他科との連携（この症状は，どこの科へ相談すればいいのでしょうか？，ほか）

口・あご・顔の 

痛みと違和感の対処法
―原因のはっきりしないケースで困ったら―

■一般歯科臨床

A5判・120頁・並製・定価3,080円（10％税込）
2017年４月発行・ISBN978-4-86432-036-8

［編著］岡田智雄  
［著］石井隆資／大津光寛／小川智久／加藤雄一／苅部洋行／小池未来／藤田（石川）結子

医療者は患者に対してネガティブな感情を持たないように訓練されていますが，まずは自分の
感情を振り返り，認めたうえで，行動を選択することが大切です．日常臨床で遭遇しやすいケー
スをもとに「難しい患者」「困った患者」への対応ポイントを解説します．

［目次］難しい患者への対応の基本／症例別の対応ポイント／精神疾患，パーソナリティ障害患
者の対応ポイント／歯科でできる治療・医科との連携のポイント

さあ，どうしよう？

対応に困る患者さんたち
―スタッフと共有する，振り回されないためのポイント―
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訪問歯科診療 どうする？… こうする！

義歯・口腔ケアの
知恵と工夫
―現場で役立つ“おさえどころ”―

B5判・136頁・並製・定価7,150円（10％税込）
2012年９月発行・ISBN978-4-86432-007-8

［監修］田中義弘／小正　裕 
［著］岡崎定司／足立裕康／足立了平／河合峰雄／宮本純子／上原弘美

訪問歯科診療で頻度の高い義歯治療，口腔ケアを中心に，長年要介護高齢者に寄り添ってきた
著者らによる知恵と工夫を詳しく解説！　随所に読みやすいコラムを設け，要介護者と日常的
に接する他職種からの声など，現場で求められている歯科的対応のさまざまなヒントも数多く
紹介．

［目次］訪問診療を始める前に―訪問診療の注意点／訪問診療時における補綴の工夫／訪問口腔
ケア／摂食・嚥下障害と補綴／要介護者で問題となる口腔疾患／要介護者に多い全身疾患と歯
科治療時の注意点（Q&A）

■一般歯科臨床

プライマリ・ケア歯科医のための

医療面接，診断，治療

B5判・156頁・オールカラー・並製・定価6,050円（10％税込）
2008年７月発行・ISBN978-4-930881-87-8

［編著］杉崎正志／小林　馨
［著］天野　晃／有家　巧／今村佳樹／大鶴　洋／小木信美／柏原広美／鴨志田義功／栗田賢一
／紅林尚樹／近藤壽郎／鈴木　茂／高田晴彦／髙野伸夫／玉井和樹／中　奈央子／野間　昇／
林　勝彦／福本　裕／別部智司／山本雄嗣／山本由美子

患者さんが述べる“よくある主訴”から，その背後にあるものを聞き出し，診断していくため
のテクニックを公開！　症例のパートすべてに，患者さんの本音を引き出すための医療面接の
モデル・トークと，診断と治療のフローチャートを付けました．

［目次］なぜ,いま,プライマリ・ケアか／二次医療機関との連携／医療面接の考え方と進め方／
基本的な診察と検査／プライマリ・ケアの事例集―主訴から探る確実で安全な診断・治療手順
／医療連携の事例集―二次医療機関との連携／プライマリ・ケア歯科医療の実践，ほか
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■写真でマスターするシリーズ

写真でマスターする
エンドでマイクロスコープを活用するための

ポジショニングと
ミラーテクニック
A4判・88頁・オールカラー・並製・定価7,150円（10％税込）
2018年７月発行・ISBN978-4-86432-044-3

［著］橋爪英城

マイクロスコープが最も使われている歯内療法における「ポジショニング」と「ミラーテクニッ
ク」のポイントについて，“治療部位別”に豊富な写真とイラストを用いてわかりやすく解説して
います．実際に治療を始める前に必要な機種の選び方や術者に合わせた設定の仕方，マイクロ
エンドに必要な器材なども紹介．

［目次］マイクロスコープ導入の基本－自分だけのマイクロスコープをカスタマイズする／マイ
クロエンドを始める前の準備／エンドでマイクロスコープを使いこなすためのポジショニング
とミラーテクニック／部位別のポジショニングとミラーテクニック／マイクロスコープのオプ
ション機能を活かして臨床応用する

写真でマスターする
安定した咬み合わせを作るための

ゴシックアーチ描記法

A4判・96頁・オールカラー・並製・定価7,150円（10％税込）
2019年８月発行・ISBN978-4-86432-053-5

［著］鈴木　尚／森本達也

ゴシックアーチ描記法は，無歯顎や多数歯欠損などにより下顎位が不安定になった患者さんに
対し，顎運動を検査し，水平的顎位を決定するための臨床的手法のひとつです．本書では，こ
のゴシックアーチ描記法についてゼロから解説し，十分に理解して臨床に役立てることを目的
としています．

［目次］どんな時に，何のためにゴシックアーチを使うのか？／ゴシックアーチ描記法の意味を
理解する／装置の製作方法を習得する／患者さんにどのように動かしてもらうか？（描記法・
下顎の誘導法）／基準顎位の選択／症例；ゴシックアーチを活用した補綴装置の製作／ Q&A（ゴ
シックアーチ描記法を使う意義／ゴシックアーチトレーサー／描記図の意味）
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写真でマスターする
寒天アルジネート連合印象による

誰でもできる簡単精密印象

A4判・96頁・オールカラー・並製・定価7,150円（10％税込）
2017年６月発行・ISBN978-4-86432-038-2

［著］新井俊樹／山﨑　隼

寒天アルジネート連合印象は，その特徴や利点・欠点をおさえ，材料・器材や支台歯の準備，実
際の手順を適切に行うことで，シリコーン印象に引けを取らない精密な印象を採ることができ
ます．本書では，その１つひとつのステップを多くの写真で具体的に解説しています．

［目次］寒天アルジネート連合印象の臨床精度／寒天アルジネート連合印象の特徴／寒天アルジ
ネート連合印象の４つの印象法／寒天アルジネート連合印象の臨床精度を上げるための準備と
手順／石膏注入時の注意点／作業模型製作・咬合器装着・補綴物製作（ワックスアップ・埋没・
鋳造・研磨）／寒天アルジネート連合印象で作製した補綴物の試適・調整・装着

写真でマスターする

インプラント埋入のための
前処置，６つのテクニック
A4判・88頁・オールカラー・並製・定価7,150円（10％税込）
2014年９月発行・ISBN978-4-86432-022-1

［著］髙橋　哲

抜歯窩の骨吸収を防ぐためのテクニック「ソケットプリザベーション」をはじめ，吸収した顎
堤にインプラント治療を行う際の「骨移植術」，チタンメッシュを用いた「骨造成術（TIME 
technique）」など，６つのテクニックについて，基本事項を中心にまとめています．

［目次］抜歯後の骨吸収を防ぎたい―ソケットプリザベーション／骨を移植したい―骨移植術／
骨量を増やしたい―チタンメッシュを用いた骨増生（造成）術（TIME technique）／顎堤の幅
を広げたい―歯槽堤増生（造成）術／顎堤の高さを上げたい―垂直的骨増生（造成）術／顎堤
の幅と高さを同時に増やしたい―水平的・垂直的骨増生（造成）術

■写真でマスターするシリーズ
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■写真でマスターするシリーズ

写真でマスターする

きちんと 確実にできる
全部床義歯の咬合採得
A4判・88頁・オールカラー・並製・定価7,150円（10％税込）
2013年８月発行・ISBN978-4-86432-014-6

［著］水口俊介／飼馬祥頼

『全部床義歯の印象』に基づき，本書では義歯の維持・安定を左右する“咬合採得のテクニック”
を取り上げます．咬合採得の基本から特異な顎間関係の患者さんまで，網羅的に解説しており，
作業模型や咬合器操作など，技工面の解説も充実しています．

［目次］咬合採得のアウトライン（切歯の露出量について，ほか）／作業模型の調整と咬合床の
製作―失敗しない咬合床とは？（作業模型の調整，ほか）／様々なケースからみた咬合採得―
ここがポイント（著しい上下顎の顎堤吸収を伴うケース，ほか）／全部床義歯は咬合器の上で
作られる（咬合器使用上の注意点，ほか）／最も重要な咬合のビジュアル化―ゴシックアーチ
描記（ゴシックアーチ描記の実際，ほか）

写真でマスターする

きちんと 確実にできる
全部床義歯の試適・装着
A4判・96頁・オールカラー・並製・定価7,150円（10％税込）
2014年２月発行・ISBN978-4-86432-018-4

［著］水口俊介／飼馬祥頼／菊池圭介

『印象』『咬合採得』と続いてきた連続企画の最終巻です．本書では，全部床義歯の口腔内試適
から最終調整にまつわる問題の中から，臨床で遭遇する頻度の高いものを取り上げて解説しま
す．また，最終章ではパターンの異なる問題ケース17例を提示し，その解決策を示します．

［目次］ロウ義歯試適の流れ（試適の際のチェックポイント／床縁の最終チェック，ほか）／試
適時に生じる様々な事項（咬合高径と咬合平面の設定を迷ったケース／顎変形のある患者さん
の排列例，ほか）／研磨面形態と歯肉形成の原則（上顎の研磨面形態／舌側の歯肉形成，ほか）
／一連の装着の操作を覚えよう（装着の際のチェックポイント／咬合調整の原則，ほか）／よ
い義歯に仕上げるために（吸収した上顎，フラビーの調整の注意点／顎舌骨筋部の調整，ほか）
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写真でマスターする

きちんと 確実にできる
全部床義歯の印象
A4判・96頁・オールカラー・並製・定価7,150円（10％税込）
2011年11月発行・ISBN978-4-86432-004-7

［著］水口俊介／飼馬祥頼

解剖学的，生理学的な特徴をいかに義歯に反映させるか？という視点から，個人トレーと辺縁
形成を用いた印象法に沿って，全部床義歯の印象法を解説．実際の作業段階ごとに手技写真を
並べているので，生きた印象法を目でみて学べます．

［目次］解剖学的ランドマークにおおいに注目しよう／予備印象にチャレンジしよう／楽しい床
外形のデッサンと，面倒だが大事な個人トレーの製作／努力は必ず報われます―印象のトレー
ニングでスキルアップへ／意外にむずかしい上顎の精密印象／全部床義歯最大の難所・下顎の
精密印象，ほか

■写真でマスターするシリーズ

写真でマスターする

支台歯形成の
基本テクニック
A4判・88頁・オールカラー・並製・定価7,150円（10％税込）
2012年11月発行・ISBN978-4-86432-008-5

［著］小川　匠／平林里大／井川知子／加納貴充

支台歯形成は，歯科診療を根本から支える手技の１つです．その基本テクニックについて，実
際の形成過程に基づき，順を追って写真解説した本書は，手際よく，効率的な形成テクニック
を身につけるための最適な入門書です．臨床にすぐ活かせる１冊！

［目次］支台歯形成の基本原則／全部金属冠の支台歯形成―左側下顎第一大臼歯／全部金属冠の
支台歯形成―右側上顎第一大臼歯／前装冠の支台歯形成―左側上顎中切歯／前装冠とオールセ
ラミッククラウンの支台歯形成の比較／前装冠の支台歯形成―右側上顎第一小臼歯
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■写真でマスターするシリーズ

たったこれだけ！

MTM 写真でマスターする
基本の「き」
A4判・88頁・オールカラー・並製・定価7,150円（10％税込）
2010年6月発行・ISBN978-4-930881-97-7

［編著］山本英之
［著］鈴木　博／西井　康／福本恵吾

ベンディングやブラケットの扱い方から，実際の臨床応用まで，初学者を対象として，写真と
イラストで徹底的にやさしく解説．術式は，応用頻度の高いアップライト，エクストルージョン，
レベリングの３つを取り上げ，ふんだんな写真により，細かい手技まで詳しくわかるように構
成しました．

［目次］MTMの基礎的背景／ワイヤーベンディング／ MTMの術式解説（ブラケットの構造と使
い方／アップライト／エクストルージョン／レベリング）／ MTMの臨床応用例／ MTMの器材一
覧

写真でマスターする　顎関節症治療のための

スプリントの
つくり方・つかい方
A4判・96頁・オールカラー・並製・定価7,150円（10％税込）
2011年２月発行・ISBN978-4-86432-000-9

［編著］鱒見進一／皆木省吾
［著］太田圭二／窪木拓男／兒玉直紀／佐久間重光／高津匡樹／坪井明人／成田紀之／藤澤政紀
／船登雅彦／前川賢治／槙原絵理／松香芳三

オクルーザルスプリントの正しいつくり方からつかい方までを１冊に網羅！すべてのステップ
を写真で解説．目でみて理解できます！

［目次］顎関節症に対する初期治療としてのスタビライゼーションスプリント／予備診査と印象
採得／下顎位，咬合採得と咬合器装着／材料，技工指示と作製（上顎型）／技工指示と作製（下
顎型）／スプリントの調整（歯列への適合）／スプリントの調整（上顎型）／スプリントの調整（下
顎型）／経過観察と指導／スプリント作製時の技工要点
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写真でマスターする

切開と縫合の
基本テクニック
A4判・80頁・オールカラー・並製・定価7,150円（10％税込）
2009年６月発行・ISBN978-4-930881-92-2

［著］杉崎正志

ロング・セラー『切開と縫合の基本と臨床』の姉妹編．“目でみてすぐ理解できるように”を目的に，
鮮明な連続写真だけで切開と縫合の手技を分解，解説した画期的な本です．外科の専門書より
もくわしい！

［目次］器材と結び（たて結び／ま結び／外科結び／器械結び，など）／ナイロン糸を用いた
結びの練習（単結節縫合法，水平マットレス縫合法／垂直マットレス縫合法／糸付け）／下顎
埋伏智歯の切開と縫合／上顎前歯部の切開と縫合（上顎前歯部口蓋の切開と縫合／歯頸部切開
法／パルチ法）／上顎臼歯部頰側の切開と縫合／口蓋隆起の切開と縫合／舌側隆起の切開と縫合，
ほか

■写真でマスターするシリーズ
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HYORON ブックレット

歯の破折
―その見つけ方と接着による対応のポイント―

A4変判・80頁・オールカラー・並製・定価5,280円（10％税込）
2021年１月発行・ISBN978-4-86432-61-0

［編著］長谷川晃嗣 
［著］小田　豊／冨永尚宏／眞坂こづえ／眞坂信夫

破折の原因や破折を見つける目安となるさまざまな病態を示すとともに，破折歯の接着修復に
関する研究，マイクロクラックへの対応，そして接着を用いた破折歯保存治療のポイントを解
説しています．

［目次］破折の原因／さまざまな歯の破折の病態／破折歯の接着修復に関するデータから見える
こと―接着修復した破折歯の耐久性評価／マイクロクラックによる根尖病変とその対応／破折
歯を保存するための取り組み①―接着を用いた生活歯の破折への対応／破折歯を保存するため
の取り組み②―接着を用いた失活歯の破折への対応

HYORON ブックレット

歯周治療における咬合力
のコントロール
―今，知りたい そのエビデンスとテクニック―

A4変判・68頁・オールカラー・並製・定価4,840円（10％税込）
2020年７月発行・ISBN978-4-86432-059-7

［編著］吉田拓志
［著］坂上竜資／大森有樹／中野稔也／山口英司／杉山　達彦

早期接触やブラキシズムなど，歯周治療において“好ましくない力”として働く咬合力を，臨床の
場ではどうコントロールすべきか？　咬合性外傷のエビデンスと対応のテクニックをここに！

［目次］歯周治療において咬合力のコントロールは必要か？／咬合力をコントロールするテク
ニック（CASE １　咬合力のリスク診断とその対応，CASE ２　早期接触，バランシングコン
タクトへの対応，CASE ３　ブラキシズムへの対応①，CASE ４・５　ブラキシズムへの対応②，
CASE ６　フレアーアウトへの対応）

■HYORONブックレットシリーズ
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■HYORONブックレットシリーズ

A4変判・64頁・オールカラー・並製・定価5,280円（10％税込）
2019年11月発行・ISBN978-4-86432-055-9

［著］河島紘太郎／斎田寛之／須崎　明／殿塚量平／橋爪英城／樋口琢善

本書では，長年，拡大視野診療を実践しているエキスパートが，ルーペとマイクロスコープの特
徴や日常臨床における使いどころ，治療の精度を向上させるためのポイントなどについて，症
例を交えてわかりやすく解説しています． 

［目次］ルーペとマイクロスコープ―日常臨床における私の活用法／私が考える拡大視野下の診
療／拡大視野下の臨床の優位性―今後の変化する歯科医療に柔軟に対応するために／私が考え
るルーペとマイクロスコープの使い分け／精密根管治療における拡大視野の有用性／拡大視野
による低侵襲で精度の高い診療を目指して

HYORON ブックレット

ルーペとマイクロスコープ
を上手に活用しよう
―拡大視野診療のすすめ―

A4変判・76頁・オールカラー・並製・定価5,280円（10％税込）
2019年４月発行・ISBN978-4-86432-050-4

［著］管野貴浩／助川信太郎／古木良彦

本書では，上下顎の埋伏智歯をはじめ，残根や根肥大歯，根湾曲歯，骨性癒着歯など日常臨床
で行うことの多い難抜歯術について，術前に必要な診査・診断，合併症・偶発症に対する注意点，
そして抜歯の手術手技など，安全に施術するために必要な知識とテクニックのポイントをエキ
スパートが詳しく解説しています．

［目次］難抜歯を安全に行うため術前に必要なこと／下顎埋伏智歯を安全に抜歯する／上顎埋伏
智歯を安全に抜歯する／残根を安全に抜歯する／難抜歯に伴う合併症や偶発症とその対応

HYORON ブックレット
安全に，そして上手に行う

難抜歯
―患者の全身状態の術前評価と
　埋伏歯・残根の抜歯のポイント―
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HYORON ブックレット
おさえておきたい

義歯のリラインのコツ

A4変判・64頁・オールカラー・並製・定価4,620円（10％税込）
2018年11月発行・ISBN978-4-86432-046-7

［著］相澤正之／秋葉徳寿／野澤康二／原　哲也／水口俊介／山崎史晃

近年，無歯顎患者においては著しい顎堤の吸収など，対応が難しい症例が増えています．この
ような義歯難症例に対してリラインは有効な治療法とされています．本書では，リラインに必
要な知識と技術のポイントをわかりやすく解説し，「痛い」「嚙めない」といった義歯の問題を
解決するために役立つ１冊です． 

［目次］顎堤吸収のメカニズムは？／各種リライン材の特徴と臨床上の使い分け／硬質材料を用
いた総義歯のリラインのコツ―直接法を中心とした対応／下顎総義歯に軟質リライン材を間接
法で用いるコツ／リライン後の義歯を審美的に仕上げるコツ

HYORON ブックレット

根面被覆術を治療
オプションに加えよう！
―上皮下結合組織移植術のテクニックを中心に―

A4変判・80頁・オールカラー・並製・定価5,280円（10％税込）
2018年８月発行・ISBN978-4-86432-045-0

［編著］松川敏久
［著］井上　謙／北川雄治／武井則之／深野秀明

知覚過敏やカリエスの好発部位となる露出歯根面をカバーする根面被覆術，なかでも適用頻度
が高く，確実な結合組織の増大と血液供給の増加を図ることができる上皮下結合組織移植術を
中心に，臨床に取り入れるための知識と手技を実践的に解説！

［目次］根面被覆術の成否を分ける要因／上皮下結合組織移植術の実際／根面被覆における上皮
下結合組織移植術のテクニック／より良い結果を求めるためのアイテム／結合組織を採取する
ためのテクニックと失敗しないための注意点／根面被覆術後のメインテナンス／コラム１～ 14

■HYORONブックレットシリーズ
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■HYORONブックレットシリーズ

HYORON ブックレット

総義歯治療で
最も大事なことは何か?
A4変判・80頁・オールカラー・並製・定価5,280円（10％税込）
2017年11月発行・ISBN978-4-86432-041-2

［編著］阿部二郎／亀田行雄
［著］市川正人／齋藤善広／佐藤勝史／松下　寛／松丸悠一／山崎史晃

総義歯治療の重要な各ステップについて，“患者に受け入れられる義歯”を評価軸に，義歯治療の
エキスパートが「最も大事なことは何か？」をプレゼンテーションする形で，そのポイントを
エビデンスと経験に基づいて解説したものです．

［目次］導入：“患者に受け入れられる総義歯”を文献から考察する／適切な下顎位を得るために
大事なこと（ 「咬合」が最も大事！／ 「ゴシックアーチ」が最も大事！）／十分な維持力を発揮
する下顎義歯を作るために大事なこと（ 「レトロモラーパッド」が最も大事！／ 「舌のポジショ
ン」が最も大事！／「印象採得」が最も大事！／「人工歯排列」が最も大事！）／まとめ：総
義歯治療で最も大事なことは何か？

A4変判・72頁・オールカラー・並製・定価4,950円（10％税込）
2018年４月発行・ISBN978-4-86432-043-6

［監］一戸達也
［編著］松浦信幸  
［著］末石倫大／谷本幸司／牧　宏佳

「もしも」のときに困らないために，救命処置に関する基本的知識やBLSの手順等のほか，弁護
士による法律問題のＱ＆Ａなどについて，多くの写真とイラストにより実践的な対応を解説し
ています．

［目次］歯科医院に求められる救命処置／ BLSのベーシック／歯科医療機関として備えておきた
い医療安全対策／ Column　AEDを導入して／弁護士に聞きたい！ 法律（裁判例）から考える
医療安全対策／コラム１～７

HYORON ブックレット
もう慌てない，戸惑わない　院内スタッフみんなでマスターする

救命処置
―最新ガイドラインに準拠した歯科医院のBLS―
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A4変判・64頁・オールカラー・並製・定価4,180円（10％税込）
2017年４月発行・ISBN978-4-86432-035-1

［編著］斎藤一郎 
［著］阪井丘芳／豊福　明／中川洋一／中村誠司

超高齢社会を迎え，臨床現場にもドライマウス（口腔乾燥や唾液分泌低下など）を訴えて来院
する患者さんが増えています．歯科におけるドライマウスへの対応について，鑑別診断，心身
症的症状への対応，唾液腺マッサージ法など，第一線の執筆者により，さまざまな観点から解
説したものです．

［目次］いま，ドライマウスにどう取り組むべきか／ドライマウスはどのような病気か？　鑑別
すべき疾患とは？―原因別に考えるドライマウスの診断／ドライマウスと歯科心身症／口腔乾
燥症の歯科的対応―口腔乾燥に対してどのような歯科的対応が必要になるのか／高齢者のドラ
イマウスへの対応―QOLの向上へ向けてどのようにサポートするか

HYORON ブックレット
超高齢社会における
ドライマウスへの対応
―いま，ドライマウスにどう取り組むべきか―

HYORON ブックレット

MTA その基礎と臨床
―生体材料としての現状と展望―

A4変判・80頁・オールカラー・並製・定価5,280円（10％税込）
2016年12月発行・ISBN978-4-86432-034-4

［編著］興地隆史
［著］井澤常泰／神戸　良／末原正崇／須藤　享／古澤成博／村松　敬／山本信一／吉羽邦彦

MTA（mineral trioxide aggregate）の覆髄材としての特性について最新の情報を整理し，
MTAの物性や生物学的有効性，臨床的有効性などについて，各テーマに造詣の深い執筆者によ
り解説．新たな展開を迎えつつあるMTAを有効に活用するための必携書です．

［目次］MTAの現状と生体材料学的特性／土木工学的観点からMTAを考察する／生物学的にみた
MTAの有効性／ MTAに対する歯周組織の反応／生活歯髄療法におけるMTA ／根管修復材とし
てのMTAの臨床的有効性（穿孔封鎖，逆根管充塡，アペキシフィケーションへの応用と成功率
からみたMTAの有効性／逆根管充塡材，穿孔封鎖材としての臨床応用） 

■HYORONブックレットシリーズ



33

■口腔管理・栄養管理

かみやすい　のみやすい

高齢者と家族みんなの
料理集
―おいしく食べやすいユニバーサルレシピ―

B5判・128頁・オールカラー・並製・定価2,750円（10％税込）
2006年７月発行・ISBN4-930881-79-X

［著］山田晴子／菊谷　武／榎本麗子
［料理］赤堀博美

要介護の家族がいる家庭のための料理集です．主菜，副菜，汁物，デザートといった内容毎に
レシピを掲載し，家庭のみではなく，介護施設での利用や，待合室図書としても最適！

［目次］楽しい家族の食卓―家族の分と一緒に作る・家族と一緒に食べる／ちょっとの工夫―食
べにくい・飲み込みにくい高齢者のために／きょうのご飯は何にする？―ユニバーサルレシピ
集／こんなときには，こんな料理を／介護に疲れないために―市販の食品や食具を上手に利用
する／次の食事もおいしく食べるために

地域歯科医院による

有病者の病態別・
口腔管理の実際
―全身疾患に対応した口腔機能の維持・管理法と歯科治療―

A4判・120頁・並製・定価4,950円（10％税込）
2011年８月発行・ISBN978-4-86432-002-3

［編著］菊谷　武／阪口英夫
［著］大田洋二郎／児玉実穂／小林芳友／田村文誉／戸原　玄／永長周一郎／中川量晴／中村全
宏／宮田　勝／元橋功典

がんの周術期口腔機能管理をはじめ，地域歯科医院において有病患者を適切に受け入れ，必要
に応じて専門医療機関（病院歯科等）へ送り，そしてそこから地域へ帰ってきた患者の継続的
なケアを行うために必要な“口腔管理”という視点に基づく臨床の実際を，病態別に詳述．

［目次］今，求められる口腔管理とは／病態別・口腔管理の実際（小児・障害児，妊産婦・新生
児の口腔管理／成人有病者の口腔管理／精神疾患患者の口腔管理／がん患者の口腔管理／要介
護高齢者の口腔管理／認知症患者の口腔管理／終末期患者の口腔管理）
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■社会歯科／■医療経営・医院経営

歯科六法コンメンタール
〔第２版〕  

―歯科関連法律の逐条解説―

B5判・440頁・並製・定価6,380円（10％税込）
2021年３月発行・ISBN978-4-86432-063-４

［編著］社会歯科学会

歯科三法といわれる「歯科医師法」「歯科衛生士法」「歯科技工士法」，歯科保健固有の法律であ
る「歯科口腔保健の推進に関する法律」，医療提供体制を定めた「医療法」，そして社会保険診
療の根幹をなす「健康保険法」の６つの法律について，最新の法改正に対応し，一条ごとに解説！
歯科医師免許の取消事由，歯科衛生士の業務範囲，歯科診療所の広告制限など，歯科医療にお
いてコンプライアンス（法令順守）が求められる今，歯科医院に常備すべき強い味方！ 各法律
の制定の経緯（第１章），歯科医療にかかわる関連法規（第３章）も掲載し，より幅広い利用が
この１冊で可能！

［目次］歯科六法制定の経緯／歯科六法コンメンタール／歯科医療関連法規

院内勉強会のためのワークブック

医療安全ワンポイント31
―Key Questionによる要点整理―

B5判・132頁・並製・定価3,850円（10％税込）
2015年７月発行・ISBN978-4-86432-028-3

［編著］一戸達也
［著］井出智子／岡本聡太／笠原正貴／川口　綾／小鹿恭太郎／櫻井　学／佐塚祥一郎／澤口夏
林／塩崎恵子／征矢　学／二宮　文／松浦信幸／松本由起子／間宮秀樹／若杉由美子

診療所における「医療安全管理体制の整備」に不可欠な院内研修会（抄読会）等に最適なワー
クブック！　全スタッフで取り組めるよう，「医療安全」にかかわるトピックスを31項目取り上
げ，わかりやすく解説．

［目次］全身状態の評価 ワンポイント／常用薬 ワンポイント／生体モニタの活用 ワンポイント
／局所麻酔 ワンポイント／合併症 ワンポイント／救急処置 ワンポイント／感染予防 ワンポイ
ント
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■医療経営・医院経営

患者が求める

「医療安全」
「院内感染」対策
B5判・192頁・並製・定価4,400円（10％税込）
2014年10月発行・ISBN978-4-86432-024-5

［編著］泉福英信
［著］池田和博／井上一彦／岩渕博史／江草正彦／大賀則孝／大森一弘／小澤寿子／景山正登／
金子明寛／狩山玲子／北川善政／苔口　進／小森康雄／齊藤正人／榊原典幸／佐々木　健／佐
藤法仁／鈴木里和／鈴木信治／鈴木治仁／高草木　章／髙柴正悟／武内博朗／筑丸　寛／恒石
美登里／富永　燦／富野　晃／鳥谷部純行／永易裕樹／中島仁一／野島靖子／萩原芳幸／宮田
泰／安井良則／渡辺朱理

歯科医院の「医療安全」と「院内感染」対策の充実を図るため，ポイントを絞った項目分けを行い，
各項目の専門家がその要点を執筆．「医療安全」「院内感染」対策に万全を期せるよう，“普通の
歯科医院でできること”をエビデンスとともに示した信頼性の高い対策マニュアルです．

［目次］安全・清潔・感染なしの歯科医院／歯科医院に勧める効果的な「院内感染」対策

患者さんを惹きつける
歯科医院づくり
患者さんと共に進める歯科治療
―チーム医療で地域に根ざす ぱんだ歯科―

A4変判・108頁・オールカラー・並製・定価5,500円（10％税込）
2010年11月発行・ISBN978-4-930881-99-1

［著］須崎　明

本書は，ゼロからスタートした開業準備，良質な医療を提供するための医院システムの構築，チー
ム医療の実践例など，著者が歩んできた道筋，そして現在の取り組みを，多数の写真により具
体的に紹介しています．学生時代には習わなかった新規開業準備，患者さんを惹きつける歯科
医院をつくるための有益なヒントが満載の一冊です．

［目次］ぱんだ歯科は，こんな歯科医院／開業まで，そして軌道に乗せるまでの道のり（歯科医
師としてのパーソナリティの確立／開業への道のり／医院のキャラクター確立へ／ぱんだ歯科
の医院システム）／患者さんと共に進める臨床例（得意分野を“変患力”につなげる／臨床記
録をとる／地域密着型の歯科医院としての取り組み）／これからも患者さんと共に進むために
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■医療経営・医院経営

歯科医院経営

充実と発展の軌道に
どう乗せるか！ 
―７年サイクルで創る持続的成長―

B5判・170頁・オールカラー・並製・定価5,500円（10％税込）
2008年８月発行・ISBN978-4-930881-88-5

［著］菅原　徹／菅原祐樹

歯科医人生を７年１サイクルで区切り（５サイクルで35年），「充実した歯科医人生を送るには，
どのサイクルに何をすべきか」という歯科医院経営の新ビジネスモデルを提案します．医院の，
そして自身の持続的成長を目指すすべての歯科医師に最適な一冊！

［目次］持続的成長の基本（７年サイクルで考える持続的成長／７年サイクル，今のあなたは？）
／持続的成長を実現させるためのキーポイント（変化対応力で切り開く／新たな価値を創りア
ピールする／持つ手（方法・手段・技術）を広げてチャンスをつかむ／ラポールを築き，長く
続く関係へ／定期的に見直したい経営の大切な要素）／どのように実践するのか（無計画から,
予定を組み入れた経営へ／個性豊かに成長し続けている７人の“Excellent Doctor”）

歯科医療の安全管理
支援いたします！
―実例に探る日常臨床のチェックポイント―

A4変判・156頁・オールカラー・並製・定価6,600円（10％税込）
2007年４月発行・ISBN978-4-930881-81-6

［監修］田邉晴康　　［編著］杉崎正志
［著］小野由起子／覚道健治／窪　寛仁／齋藤　高／齊藤　力／柴田考典／下郷和雄／鈴木　茂
／塚越完子／永松榮司／深野英夫／本田美知子／吉田和市

安全で快適な歯科医療を提供するためには何を行い，何を知っていなければならないか？　“治
療前，治療中，治療後における安全管理”を中心に，院内感染，アクシデント対策，医療情報
管理の安全性まで，診療所内のすべての安全についてまとめています．これ１冊で準備は万全！

［目次］治療実施前の医療安全管理／治療中の医療安全管理／治療後の医療安全管理／医療安全
からみた院内感染／医療の安全をもう一度考える／患者は歯科医師に何を求めているのか／医
療情報管理，ほか
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■医療経営・医院経営

これだけは押さえておきたい

歯科医院経営に必要な
コンプライアンス 31
B5判・240頁・並製・定価5,500円（10％税込）
2007年３月発行・ISBN978-4-930881-80-9

［編著］髙津茂樹／尾𥔎哲則／橋本佳潤／乕田克巨
［著］白圡清司／平田幸夫／斉藤善司／木村哲也／伊東昌俊

広告規制，医療安全，労務管理など，歯科医院経営者として知っておかねばならないコンプラ
イアンス（法令遵守）を31項目取り上げ，解説しています．巻末には就業規則，雇用契約書等
のひな型を例示しており，各診療所の条件に合わせて利用可能です．

［目次］社会の中の歯科診療所／患者さんにとってのコンプライアンス／従業員にとってのコン
プライアンス／取引業者・行政機関・地域社会にとってのコンプライアンス／参考資料（就業
規則／雇入通知書／雇用契約書／誓約保証書／身元保証書，ほか）

患者さんの安心と理解が
得られる話し方・接し方
―歯科医院のコミュニケーション―

B5判・216頁・並製・定価4,400円（10％税込）
2001年６月発行・ISBN4-930881-64-1

［監修］松尾　通
［著］菅原　徹

言葉が乱れている現代だからこそ，医療職にある方々の患者さんへの対応は，“思いやりのある
言葉”や“心のこもった接し方”が求められています．本書は，その実践法を具体的に示しており，
医院を見直したい院長やスタッフ，新人にとっての必携書です！

［目次］患者さんが経験している日常的なサービスとコミュニケーション／さて，歯科医院では
／患者さんの心理をもっと知ろう／コミュニケーション上手になるHow to ／表情やしぐさか
ら感じ取ろう／患者さんとのコミュニケーション―迎えてから見送るまで／困った状況でのコ
ミュニケーション／今日の話題は？／顔が見えないからこそ大事にしたい電話応対，ほか
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■スタッフ教育（アシスタントワーク）

改訂新版

患者さんを
迎えてから見送るまで
―歯科医院のホスピタリティ― 

B5判・208頁・並製・定価5,500円（10％税込）
2010年7月発行・ISBN978-4-930881-98-4

［著］菅原　徹

“新入スタッフに，まず最初に読ませたい本”として圧倒的支持を受けた『患者さんを迎えてか
ら見送るまで』の改訂新版．各項目を文章＋イラストの見開き２頁で見やすく構成し，イラス
トを見るだけでもポイントがつかめます．

［目次］なぜ，接遇・応対が大事なのでしょうか／患者さんの意識，そして心理と行動は／医院
でのすてきな人間関係／接遇・応対の基本―思いやりと優しさを表現する／感じの良い電話応
対／患者さんを迎えてから見送るまで／受付まわりの業務レベルを上げる／歯科医院の業務知
識……その基礎となるもの／仕事の中で成長する自分に／こんなとき　どうする（院長が急用
で遅刻／患者さんが予約の時間に遅れてきた／耳が遠い患者さん，ほか）

心をつなぐ
コミュニケーション
―歯科医院あるある お悩み解決ヒント集―

B5判・96頁・並製・定価3,080円（10％税込）
2019年３月発行・ISBN978-4-86432-048-1

［著］柴原由美子

本書は，日々臨床に携わる歯科医師であり，数多くのコミュニケーションのセミナーで講師を
務める著者が，納得の具体例をもとに，わかりやすく・実践的に「コミュニケーション上達の
ポイント」を紹介しています．

［目次］コミュニケーションって？（コミュニケーションって？　なに？／うまく伝わらない
……どうして？，ほか）／ニガテ克服編（“苦手な人”とうまく接することができません／ “言い
にくいこと”をうまく伝えるには？，ほか）／困った！　解決編（“要求が多い人”の対応に困り
ます／ “話がすれ違う”ことが多い，ほか）／モチベーション編（モチベーションを上げるって
難しい!? ／話を聞いてくれません，ほか）
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■スタッフ教育（アシスタントワーク）

スタッフの品格が高まる

美しいマナー，
上品なしぐさ
―ワンランク上の接遇を身につけましょう―

新書判・140頁・並製・定価2,200円（10％税込）

2010年３月発行・ISBN978-4-930881-96-0

［著］土屋史子／菅原　徹

今，この時代だからこそ，上質な，本物の接遇が求められています．そのキーワードは，“美しさ”
と“上品さ”．歯科医院のスタッフとして，ワンランク上の“マナー，しぐさ”を身につけるための，
コンパクトな自習書です．

［目次］上品で，洗練されたスタッフに（上質なサービスが求められています／本物の品のよさ
は自然体，ほか）／品格を高める身だしなみ（身だしなみは，三つの約束を守ってスマートに，
ほか）／上品な動作・しぐさ（上品を生み出す，しぐさの基本／ムリ，ムダ，ムラがないと美
しくわかりやすい，ほか）／ひと味違うことばのエッセンス（品のよいことばを貯め込んでお
く／女性らしいことばを使う，ほか）／どこでも使える大人のマナー（マナーのゴールデンルー
ル，ほか）／マナーの悩みに答えます（日本的な慣習や作法が苦手です，ほか）

患者さんが
離れがたくなる歯科医院
―安心感，満足感を高めるHow to―

A4変判・228頁・並製・定価6,600円（10％税込）
1997年12月発行・ISBN4-930881-51-X

［監修］松尾　通／村田憙信
［著］菅原　徹

“患者さんが満足し，離れがたくなる歯科医院”を創るための考え方と方法を，具体的かつすぐ
活用できるように示しています．リコール葉書やさまざまな文書例を満載し，患者さんの心に
しみる多数の事例を紹介しており，医院改善の手引書として，即有効です．

［目次］歯科医院は新時代に／あなたの歯科医院はどんな医院／街で集めた患者さんの声／今，
ほかの歯科医院でしていること／ちょっとした工夫で感じが変わる／好感度の高い応対，感激
の一言／こんな医院なら長く付き合える／スタッフと共につくる／離れがたい歯科医院　その
実際例／満足度の高いサービス　これが基本
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■患者さん

続・待合室読本

知って安心 歯のあれこれ
―患者さんと歯医者さんをつなぐ本―

A4変判・160頁・オールカラー・並製・定価6,050円（10％税込）
2005年８月発行・ISBN4-930881-75-7

第Ⅰ部［監修］村田憙信　　［著］菅原　徹
第Ⅱ部［回答］川口陽子／久光　久／中野　充／福西啓八／清水義之／中尾勝彦／矢澤正人／
中村清徳／梅村長生／森岡俊夫／澤田智慈／小林　馨／中川勝洋／関口武三郎／高津茂樹

通院回数や治療費用の概算，またかかりつけ歯科医をどう決めるかなど，患者さんが最も知り
たい情報を，社会の要望を先取りして掲載．前作『歯医者さんと患者さんの思いをつなぐ本』
同様，患者さんからの質問に答えた新たな15事例も収載しています．

［目次］第Ⅰ部　これでお口の健康が守れます（歯と体と心の不思議な関係／歯科の主な治療の
手順と治療期間と費用，ほか）／第Ⅱ部「市民からのお尋ねにお答えして」 （口臭は歯科医院で
治りますか／ホワイトニングの効果と歯への影響は，ほか）

待合室読本

歯医者さんと患者さんの
思いをつなぐ本
―これでお互いの良い関係がつくれます―

A4変判・150頁・オールカラー・並製・定価4,950円（10％税込）
2004年６月発行・ISBN4-930881-71-4

第Ⅰ部［監修］村田憙信　　［著］菅原　徹
第Ⅱ部［回答］鴨井久一／松本光吉／川崎　仁／早川　巖／稲葉　繁／丸森英史／真坂信夫／
鳥山佳則／柘植紳平／花田信弘／今井　奨／加藤元彦／石井拓男／村岡秀明

歯科医師が言いたくても言えない“患者さんへの要望”を患者さんに伝えると共に，「どんな段
階になったら歯を抜くのですか」などの患者さんからの質問に答える14事例も収載して「待合
室読本」としました．多様な読み方・使い方ができる待合室必携の１冊です．

［目次］第Ⅰ部　歯医者さんと患者さんの良い関係をつくるために（ようこそ歯科医院へ／医・
患共同でお口の健康が守れます／新時代の歯医者さんの仕事，ほか）／第Ⅱ部「市民からのお
尋ねにお答えして」（検査はどうしても必要ですか／どんな段階になったら歯を抜くのですか，
ほか）
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■その他

国際貢献
医療に携わる人たちのために
AN APPROACH TO INTERNATIONAL MEDICAL
COOPERATION

B5判・224頁・並製・定価3,300円（10％税込）
2008年１月発行・ISBN978-4-930881-83-0

［編著］大塚吉兵衛
［著］一瀬休生／鵜飼　卓／尾崎哲則／垣本和宏／河村康二／嶋田雅曉／中島一郎／中島幸一／
中村修一／夏目長門／野崎威功真／深井穫博／藤田紘一郎／牧本小枝／宮田　隆／村田千年

国際医療貢献活動の基本的な仕組み，開発途上国での適応と制限，および感染症対策などの重
点項目について，各分野の第一人者が詳しく解説．学生のみならず，医療担当者としてこれか
らの国際医療貢献を考えるうえで大きな示唆を与える，格好の手引き書です．

［目次］なぜ，国際医療貢献なのか？―貧困から世界を知る（不平等と不公平の概念，ほか）／
開発途上国と医療（開発途上国の定義と実態，ほか）／感染症を知る（熱帯感染症とは，ほか）
／国際医療活動の基盤（国際貢献の歴史，ほか）／ NGO活動の実際

診療前後の１分でできる！ 
歯科医師・歯科衛生士のための

体のゆがみ
セルフコンディショニング
A4変判・88頁・並製・定価3,850円（10％税込）
2020年９月発行・ISBN978-4-86432-058-0

［監］福岡博史
［著］田口直人

歯科医師・歯科衛生士は，背中を捻って丸め，首を傾けた一定姿勢で長時間診療をしているため，
筋肉・骨・関節に負担がかかり，体にゆがみやこりが生じています．歯科医療従事者の体の不
調や悩みを熟知した歯科医院と連携する治療院の姿勢改善トレーナーが，簡単で効果的なセル
フコンディショニング法を紹介します．健康で快適に診療をするために，診療の合間や休憩時
間に実践し，健康管理にお役立てください．

［目次］診療姿勢で固まる筋肉を狙い撃ち！　１日３分！ 歯科診療姿勢リセット体操／歯科診療
由来の体の不調改善　症状別身体メインテナンス／見直そう！　歯科医師・歯科衛生士の診療
姿勢
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■日本歯科評論 別冊

A4変判・144頁・定価6,380円（10％税込）
2019年５月発行

［編著］松島良次　
［著］飯島毅彦／上田美帆／上野尚雄／片倉　朗／岸本裕充／木造博貴／桐野晃教／高　永和／
小林隆太郎／立川哲史／鳥山佳則／中川種昭／林　俊成／古畑　升／三辺正人／森川　暁／両⻆
俊哉／矢郷　香／山本裕子

全身疾患を抱える患者さんへの歯科診療を安全に実施するため，医療連携が必須の時代を迎えて
おり，これを促進するさまざまな歯科保険診療の項目が設定されています．本書では，これら医
療連携に関わる保険診療項目について，算定要件の概要や医科との連携のポイント，実際に連携
に取り組んだ実例などを紹介します．

［目次］医科歯科連携が必要な時代―歯科には何が求められているか／医科との連携が重要な全
身疾患患者―必要な情報は？ 診る時に注意することは？，ほか

歯科診療の幅を広げる
医科との連携
―保険算定要件から治療対応のポイントまで―

クリニカル デジタル 
デンティストリー
―ここまでできる！　デジタル機器の現状と臨床活用―

A4変判・156頁・定価6,380円（10％税込）
2020年５月発行

［編著］末瀬一彦 
［著］髙橋雅之／馬場一美／疋田一洋／小池軍平／山下茂子／水木信之／瓜生博伺／木村健二／
井川知子／重本修伺／小川　匠／新保秀仁／鳥居麻菜／仲田豊生／大久保力廣／北原信也／清
水谷公成／小滝真也／金田　隆／近藤　匠／山田尋士／土田晃太郎／木原崇博／木原敏裕／牧
江寿子／福本　裕／上村英之／坂梨　徹／青島公彦／吉嶺真一郎／玉川裕夫

「これからデジタルを取り入れたい」「もっとデジタルを活用したい」の思いに応えるために！
さまざまなデジタル機器を紹介しながら臨床への活用について解説します．

［目次］歯科医療におけるデジタル化の現状と展望／臨床へのデジタル機器の活用―補綴装置編
／臨床へのデジタル機器の活用―画像診断・患者説明編／歯科医院内におけるデジタル情報の
臨床活用　
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A4変判・152頁・定価6,380円（10％税込）
2018年５月発行

［編著］金田　隆　
［著］雨宮俊彦／飯塚紀仁／井貝亮太／池田康男／伊東浩太郎／梅原一浩／大谷　昌／岡田素平太／小川秀
仁／葛西一貴／川島雄介／黒江敏史／齋藤勝彦／阪本貴司／笹井啓史／佐藤亮介／澤田絵理／杉山晶二／
鈴木陽典／田中達朗／月岡庸之／辻　裕文／辻本恭久／徳永悟士／新村昌弘／西村則彦／能田茉莉江／土
生　学／原　慶宜／氷室利彦／平原尚久／藤井誠子／本田和也／馬瀬ゆりえ／三林栄吾／箕輪和行／村岡
宏隆／村松輝晃／森本泰宏／山野　茂／渡辺知則

臨床でCBCT活用の幅を広げるポイントをエキスパートたちが解説！

［目次］歯科用コーンビームCTを使いこなすためのポイント／歯科用コーンビームCTを活用し
た日常歯科臨床へのデジタルワークフロー／分野別 歯科用コーンビームCTの活用のポイント／
矯正治療における歯科用コーンビームCTの活用のポイント，ほか

これでOK！

基本から学ぶ
歯科用コーンビームCT
―画像診断，修復補綴，矯正，口腔インプラント治療
　へのデジタルワークフロー活用から保険診療まで―

A4変判・156頁・定価6,380円（10％税込）
2017年５月発行

［編著］辻本恭久／三橋　純 　
［著］壹岐亜衣／伊澤真人／磯崎裕騎／遠藤広規／北村和夫／窪田　努／小林　平／櫻井善明／
澤田則宏／柴原清隆／菅原佳広／髙田光彦／辻本真規／寺内吉継／長尾大輔／中川寛一／中田光
太郎／永谷文彦／成瀬遼吉／林　智恵子／増田佳子／水川　悟／三橋　晃／吉田　格／吉村　誠

導入時の機種を選ぶポイントをはじめ，さまざまな治療で活用するためのテクニック，患者さん
やスタッフとのコミュニケーションツールとしての活かし方など，マイクロスコープを臨床で活
用するための“決め手”を，マイクロスコープ治療の最前線で活躍される先生方がご紹介します！

［目次］マイクロスコープを導入する“決め手” ／マイクロスコープの使い方を覚える“決め手” ／
マイクロスコープの臨床活用の“決め手” ／マイクロスコープをコミュニケーションツールとし
て活用する“決め手“ ／あると便利！ マイクロスコープの臨床がもっと楽しくなるツール

これが決め手！

マイクロスコープの臨床

■日本歯科評論 別冊
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■日本歯科評論 別冊

最新 歯内療法の器具・器材
と臨床活用テクニック

A4変判・168頁・定価6,380円（10％税込）

2015年５月発行

［編著］北村和夫／木ノ本喜史／佐藤暢也／澤田則宏　
［著］柴田直樹／中田和彦／辻本恭久／五十嵐　勝／富永敏彦／高比良一輝／岡崎啓介／諸冨孝
彦／吉居慎二／北村知昭／高橋宏征／野田哲朗／石井　宏／阿部　修／寺内吉継／奥村秀樹／
高橋　淳／石井信之／五味博之／吉岡俊彦／紅林尚樹／武市　収／田中利典／勝海一郎／三橋
晃

各種NiTiロータリーファイル製品ごとの使い方や注意点を紹介．著名なエンドドンティストに
よる臨床上のポイントやこだわりを解説．臨床の勘所から，歯内療法のレベルアップへ！

［目次］歯内療法における最新のトレンド／歯科CBCTの歯内療法領域での活用／マイクロスコー
プが変えた歯内療法／ NiTiロータリーファイルの現在／ NiTiロータリーファイルの使い方／エ
ンドの流儀―エンドドンティストの“私の臨床”／私の道具箱

A4変判・160頁・定価6,380円（10％税込）
2016年５月発行

［編著］大川周治 　
［著］阿部　實／阿部泰彦／飯沼　学／漆原　優／大久保力廣／岡根秀明／川上清志／栗原大介
／小出　馨／佐藤利英／曽根峰世／髙松克典／田中晋平／永田省藏／西端英典／西山弘崇／馬
場一美／藤関雅嗣／松田一雄／水橋　史

最新のデータを持つ大学研究者と，豊富な臨床経験を持つ著名な開業医が，パーシャルデン
チャーの製作で重要なポイントや間違いやすい点を「Pitfall（落とし穴）」として，その回避策
をわかりやすく解説しています．

［目次］新時代のパーシャルデンチャーの考え方／インプラントに匹敵するパーシャルデン
チャーの作り方／新材料によるパーシャルデンチャーの作り方

エキスパートたちが教える パーシャルデンチャーの

Pitfallと回避策35
―これをおさえればインプラントに勝つ
　パーシャルデンチャーができる！―
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65歳以上の患者へのインプ
ラント治療・管理ガイド
―要介護になっても対応できるために―

A4変判・176頁・定価6,380円（10％税込）
2014年６月発行

［編著］窪木拓男／菊谷　武
［著］大野　彩／園山　亘／荒川　光／吉田光由／高岡一樹／岸本裕充／平野浩彦／永長周一郎
／園井教裕／飯田良平／野口一馬／目瀬　浩／宮本洋二／上山吉哉／真野隆充／前川賢治／友
安弓子／宮脇卓也／完山　学／木村年秀／萩原芳幸／三野卓哉／武田孝之

高齢者にインプラント治療を行う際のポイントだけでなく，埋入後に脳梗塞や認知症，糖尿病
などの全身疾患に罹った場合の対応も解説．インプラント治療に取り組む歯科医師  必読の書！

［目次］高齢者から信頼されるインプラント治療を行うために／高齢者のインプラント治療前に
知っておきたい，咀嚼障害につながる疾患／高齢者にインプラント治療を行った後で疾病が発
症したら？／〈座談会〉65歳以上の患者にインプラント治療をするときに押さえるポイント―
たとえ要介護になっても対応できるために

■日本歯科評論 別冊

もう迷わない根分岐部病変
―根分岐部病変の治療はどう進化したのか？　
　総括と展望―

A4変判・180頁・定価5,280円（10％税込）
2013年５月発行

［編］J.U.C. （Japan United Colleague）  水上哲也 代表
［著］葛西秀夫／金成雅彦／小山浩一郎／雑賀伸一／土肥博幸／馬場正英／林　美穂／平井友成
／三浦真由美／水上哲也／村川達也／柳川淳子／吉松繁人

600以上の歯をCT画像により分析し，根分岐部病変と解剖学的特徴の関連を精査したデータを公
開．根分岐部病変を診査・診断する際，何を基準にし，どのように治療戦略を立てるべきかを
多くの症例と文献を基に解説しています．

［目次］文献から検証した根分岐部病変の解剖学的形態と切除療法／ CBCTでみる根分岐部病変
の実態／根分岐部病変に対する切除療法／根分岐部におけるエンド・ペリオ病変の鑑別診断と
再生療法／再生療法成功のためのKey Points ／下顎大臼歯部における根分岐部病変の再生療法
について／上顎大臼歯部における根分岐部病変の再生療法について／総括
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■日本歯科評論 別冊

高齢者にやさしい
歯冠修復・補綴治療
―Biocompatibility（生体調和性）に基づいた対応―

A4変判・164頁・定価5,280円（10％税込）
2011年５月発行

［編著］高橋英登
［著］阿部伸一／井出吉信／伊東隆利／今井文彰／大久保力廣／興地隆史／韓　臨麟／菊谷　武
／久保至誠／小泉寛恭／小森朋栄／阪井丘芳／澤田則宏／新保秀仁／高垣智博／田上順次／遠
山佳之／二階堂　徹／福島正義／福島芳枝／細見洋泰／真坂こづえ／真坂信夫／松村英雄／丸
茂義二

無歯顎から多数歯残存までさまざまな欠損形態を有する高齢患者に対し，生体の変化を見据え
た修復・補綴治療のポイントについて，症例を通して大きなヒントを与える一書です．

［目次］高齢者のからだと口腔はどのように変わるのか？／生体調和性を考慮した高齢者の歯冠
修復・補綴治療／根面う蝕への対応／ノンクラスプデンチャーは高齢者に有効か？／メインテ
ナンス／歯冠修復材料とその選択，ほか

コンポジットレジン修復の
Art＆Imagination
―臨床に必須の知識と技術―

A4変判・216頁・定価5,280円（10％税込）
2012年５月発行

［編著］田上順次／宮崎真至／松本勝利
［著］青島徹児／秋本尚武／池上龍朗／稲葉英理佳／内田正彦／大谷一紀／加藤正治／北原信也
／近藤隆一／千田　彰／髙田光彦／西山英史／冨士谷盛興／松尾幸一

機能と審美性の調和を可能にする「コンポジットレジン修復」について，第一線で活躍する臨
床家が「どう活用するか」という視点で，材料選択，術式，耐久性の向上，審美的要点などを
詳細に解説．押さえておきたい基本原則と具体的な臨床対応の両面からアプローチできる一書
です．

［目次］基本原則／マテリアルセレクション／操作／耐久性／歯冠審美修復を成功させる要件／
臨床的アドバイス／シェードテイキング／窩洞形態からみる審美修復のポイント（Ⅰ～Ⅴ級窩
洞）／ダイレクトベニア／ホワイトニング，ほか
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歯科医師・歯科衛生士ができる

舌診のすすめ！
―患者さんの全身状態を知るために―

A4変判・152頁・定価5,280円（10％税込）
2010年５月発行

［編著］柿木保明
［著］英保武志／稲永清敏／沖永敏則／後藤博三／嶋田　豊／豊島邦昭／長坂和彦／西原達次／
引網宏彰／別部智司／三谷和男／森田正純／山口孝二郎

全身状態を映し出す鏡である「舌」は，日常的に口腔内を診ている歯科医師・歯科衛生士にとっ
て有力な情報源であり，全身状態を知るための一助となります．本書は，舌診の基礎となる東洋
医学・漢方治療の基本的な知識と，具体的な舌の診かたについて解説がなされた，日常臨床に
舌診を取り入れたいと考える先生方にとって最良の必携書です．

［目次］舌診の基本（予防・プライマリケアの視点からみた舌診／東洋医学と舌診の基本／さま
ざまな舌の所見を診る）／歯科・口腔疾患と漢方治療（漢方治療・漢方薬の基本／歯科・口腔
疾患に対する漢方治療の実際）／舌の働き

■日本歯科評論 別冊

日常臨床における

再生療法のテクニックと
長期経過
A4変判・178頁・定価5,280円（10％税込）
2009年５月発行

［編著］伊藤公一／内田剛也
［著］青木隆宜／伊藤雄策／井上　孝／今村栄作／大坂栄樹／小川毅一郎／奥田一博／木村英隆
／佐藤秀一／榊　恭範／澁谷俊昭／嶋田　淳／菅井敏郎／鈴木真名／辰巳順一／夏堀礼二／野
澤　健／野々下信幸／林　丈一朗／日髙豊彦／船越栄次／牧　幸治／牧草一人／吉江弘正／吉
田　茂／吉沼直人

再生療法においてより確かな結果を得るために，最前線で活躍中の執筆者による臨床テクニッ
クを，豊富な写真で紹介しています．

［目次］再生療法の科学／再生療法における診査・診断／再生療法のテクニック／症例編：長期
経過からみた歯周組織再生療法／症例編：長期経過からみたインプラント周囲への再生療法の
応用／再生療法の将来展望
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■日本歯科評論 別冊

臨床のLongevity
長期成功例にみる

メインテナンス（サポーティブ・

ペリオドンタル・セラピー）の実際
A4変判・184頁・定価5,280円（10％税込）
2007年６月発行

［編著］伊藤公一／山𥔎長郎
［著］内田剛也／小林明子／榊　恭範／鈴木真名／畠山善行／日髙豊彦／皆川　仁／細山　愃／
南　昌宏／与五沢文夫

今後いっそうその重要性が増すと考えられる“術後のメインテナンス”について，豊富な臨床
経験を持つ執筆陣が，実例を示しながら新しい時代のメインテナンスの位置づけ，症例に基づ
いたメインテナンスの実際を詳しく解説しています．

［目次］今日の歯科臨床とメインテナンスの位置づけ／長期経過症例におけるメインテナンスの
効果（長期経過症例に学ぶ／歯周治療における矯正治療の活用／患者さんから学んだメインテ
ナンス，ほか）／これからの歯科臨床とメインテナンス

医療連携による

在宅歯科医療
―新しい医療提供体制に歯科はどう関わるか―

A4変判・226頁・定価5,280円（10％税込）
2008年５月発行

［編著］箱崎守男／石井拓男／角町正勝
［著］有岡享子／石田　瞭／石橋幸滋／植田耕一郎／植松　宏／牛山京子／大川延也／大島伸一／大野友
久／岡田眞人／加藤武彦／加藤友久／川島孝一郎／菊谷　武／木村年秀／栗原正紀／黒岩恭子／黒岩卓夫
／才藤栄一／佐々木勝忠／島崎隆夫／泉福英信／園田　茂／高田　靖／田城孝雄／辻　哲夫／戸原　玄／
新田國夫／日本訪問歯科協会／花形哲夫／浜村明徳／東口高志／平田創一郎／深井穫博／藤井　航／藤本
篤士／細野　純／前沢政次／三藤　聡／矢賀進二／山根源之／米山武義／和田忠志／渡邊　裕

さらなる在宅医療の推進を目指す新しい医療提供体制に対し，歯科は何を求められ，どう関わ
ればよいのか，その総論から各論までを１冊にまとめた新時代の羅針盤．

［目次］医療法と医療保険と在宅歯科医療／要介護性（者）歯科疾患／医科歯科連携による在宅医
療の推進／在宅歯科診療の実践対策／在宅歯科医療についての確かな根拠，ほか
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これで大丈夫！ 患者さんへの情報発信

歯周病と全身疾患

A4変判・200頁・定価5,280円（10％税込）
2006年４月発行

［編著］野口俊英
［著］石原裕一／和泉雄一／市江美津昭／伊藤公一／稲垣幸司／岩本義博／片岡宏介／齋藤俊行
／雫石　聰／品田佳世子／島内英俊／惣卜響子／滝川雅之／田口　明／武村あかね／中垣晴男
／西村英紀／野村正子／蜂谷裕道／福田光男／古市保志／松原達昭／三宅　馨／村上多恵子／
吉成伸夫／米山武義，ほか

歯周病と全身の健康とのかかわりについての情報を，患者さんや一般の人びとに向けてやさし
く・わかりやすく記述してあります．待合室に常備して，患者さんへの情報源としても！

［目次］歯周治療は歯周組織の健康のためだけに行うのですか？／歯周病の原因はプラークだけ
ですか？／科学的根拠は医師と患者さんをつなぐ共通言語／歯周病はどんな全身疾患とかかわ
りを持っているのですか？／生活習慣病と歯周病，ほか

■日本歯科評論 別冊

器材からみる
オーラル・ケア
―私はこの製品をこう使っています―

A4変判・160頁・定価5,280円（10％税込）
2005年５月発行

［編著］内山　茂
［著］阿部　惠／砂盃 清／磯崎万理美／岡崎好秀／岡部俊一／小川智久／加藤　典／加藤久子／
鍵和田優佳里／片山章子／金子弘美／北迫勇一／工藤恵子／黒岩恭子／阪口英夫／佐々木千佳
子／武内謙典／田島菜穂子／谷口ゆかり／土屋和子／中井宏昌／永井快子／長田貴幸／波多野
映子／本田貴子／真鍋　健／茂木美保／山本浩正／吉田秀人／渡邉かおり，ほか

オーラル・ケアを自分の診療所に合った形でどう取り入れるか，に主眼を置き，各種ケア関連
製品をプロ・ケア製品とホーム・ケア製品に整理し，さまざまな場面での応用例を中心に，「実
際に私はこう使っている」という視点から紹介しています．

［目次］プロ・ケア（PMTC器材／スケーラー関連／超音波スケーラー・エアスケーラー／う蝕
診断／歯周病関連，ほか）／ホーム・ケア（歯磨剤／歯ブラシ・デンタルフロス，ほか）
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■日本歯科評論 別冊

実践・新素材による

歯冠色修復とその技法

A4変判・232頁・定価5,280円（10％税込）
2003年５月発行

［編著］新谷明喜／松村英雄／中村光夫
［著］熱田　充／石橋寛二／大祢貴俊／大山龍男／小野瀬英雄／小野寺良修／桟　淑行／加藤敏
明／川端利明／河村　昇／川本喜和／小泉寛恭／五味治徳／齊藤仁弘／坂下勝啓／佐藤真理／
塩野英昭／島田和基／清水博史／末瀬一彦／田上順次／田中卓男／田中秀武／田上直美／坪田
有史／出口勝敏／長井太郎／中野雅徳／中林宣男／行田克則／西川啓介／西山　實／二階堂　
徹／萩原芳幸／深川菜穂／舞田健夫／松田哲治／松本敏光／南沢英樹／嶺崎良人／宮崎真至／
矢谷博文／柳田廣明／渡辺珠代

代表的なコンポジットレジン，オールセラミック，ハイブリッド系新素材を取り上げ，臨床診
断はもちろん材料と技法など，臨床に直結する事柄を網羅し，解説しています．

［目次］セラミックスによる歯冠修復／高密度充塡型コンポジットレジンによる歯冠修復，ほか
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■日本歯科評論 増刊

臨床の疑問に答える　安心・納得の

歯科局所麻酔
ガイドブック 
A4変判・168頁・定価6,380円（10％税込）
2019年10月発行

［監修］一戸達也
［編著］松浦信幸
［著］阿部　修／阿部伸一／大多和由美／川口　潤／木ノ本喜史／久木留宏和／小鹿恭太郎／佐
久間泰司／櫻井　学／渋川義宏／末石倫大／砂田勝久／髙野正行／丹羽　均／半田俊之／樋口
仁／藤澤俊明／宮脇卓也／宗像源博／吉田香織

臨床の疑問に答えるQ&A，それらを裏付ける詳細かつ確かなエビデンスをもとに，エキスパー
トの先生方が解説します．

［目次］Q＆A　こんなとき，どうする？／備忘録　今さら聞けない基本の「き」／スタッフ全
員でカバーする医療安全対策／知って得するワンモアポイント

接着・機能性材料を活用
した歯髄保護
―痛みのない信頼の歯科医療のために―

A4変判・132頁・定価6,380円（10％税込）
2020年10月発行

［編著］二階堂　徹・林　美加子
［著］興地隆史／杉井英樹／前田英史／柵木寿男／前野雅彦／越田清祐／河合貴俊／高橋礼奈／
高垣智博／伊藤修一／門　貴司／北迫勇一／掘江　卓／冨士谷盛興／高橋雄介／林　美加子／
澤田則宏／泉　英之／福島正義／久保至誠

接着性・機能性材料を活用した歯髄保護に焦点を当て，痛みのない確かな臨床のテクニックに
ついてエキスパートが解説

［目次］］Dentin/Pulp Complex ／可逆性または不可逆性歯髄炎の診査・診断／接着による歯髄
保護／レジンコーティング法／生活歯の支台歯形成に対するコーティングの臨床（保険収載）
／生活歯のインレー・アンレーにおけるレジンコーティング／象牙質知覚過敏への対応／深在
性う蝕のCR充塡に裏層は必要ない／深在性う蝕での歯髄温存療法／MTAによる歯髄保護，ほか
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■日本歯科評論 増刊

プレスセラミックスの臨床 

A4変判・150頁・定価6,380円（10％税込）
2017年10月発行

［編著］日高豊彦
［著］天川由美子／植松厚夫／宇毛　玲／内山徹哉／大平千之／岡口守雄／小澤達也／構　義徳／
川本善和／北原信也／近藤尚知／辻　直子／土屋和子／中村茂人／松川敏久／山﨑　治／山本恒一

高強度と審美性を兼ね備え，製作しやすくコストパフォーマンスにも優れたプレスセラミック
スを日常臨床で活かすためのポイントについて解説します．臨床ステップごとに詳細に示すと
共に，ラミネートベニア，インレー，アンレー，クラウン，ブリッジそしてメインテナンスまで，
豊富な臨床例を通して解説いたします．

［目次］プレスセラミックスの現状／プレスセラミックス 成功への道／プレスセラミックス 臨
床の実際／プレスセラミックス　各社のシステムについて／プレスセラミックス メインテナン
スの実際

CAD/CAMレジン冠 
―失敗しない保険治療のために
　押さえておきたいポイント―

A4変判・138頁・定価6,380円（10％税込）
2018年10月発行

［編著］坪田有史
［著］壁谷知茂／川本善和／陸　誠／五味治徳／小峰　太／新谷明一／末瀬一彦／高橋英登／滝
澤琢也／塚田大基／二瓶智太郎／疋田一洋／本田順一／峯　篤史／矢谷博文／吉田圭一

今後も適用拡大が見込まれる，保険治療の「CAD/CAM冠」に必要な知識やノウハウをエキスパー
トが解説．主要８社の担当者が，自社製品の効果的な使い方を解説．

［目次］国民健康保険下で進むメタルフリー歯冠補綴「CAD/CAM冠」／ CAD/CAMレジン冠の
臨床を着実にするためのステップ／主要各社の製品紹介
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子どもの患者の治療・対応
に上手くなろう！ 
―各成長ステージにおける対応ポイント―

A4変判・160頁・定価6,380円（10％税込）
2015年10月発行

［編著］朝田芳信
［著］渥美信子／飯沼光生／石塚　治／伊平弥生／井出正道／犬塚勝昭／岩崎智憲／太田増美／
奥　猛志／兼元妙子／熊谷賢一／雲井秀樹／小平裕恵／品川光春／髙見澤　豊／竹内千惠／田
島　格／田中英一／谷　博司／成山明具美／早川　龍／弘中祥司／船山ひろみ／丸山進一郎／
光畑智恵子／守安克也／山田亜矢／吉田章太

各成長ステージ（乳幼児期・学童期）において適切な治療・対応をする上でのポイントや保護
者へのアプローチ，歯科医院の環境づくりの工夫などを，小児歯科のエキスパートが丁寧に解説．

［目次］小児歯科治療を始める前にGPが知っておきたいこと／乳幼児期（乳歯列期）の子ども
の治療と対応のポイント／学童期（混合歯列期）の子どもの治療と対応のポイント／当院が行っ
ている子どもの治療・対応に上手くなるポイント

接着の論点 
―臨床の疑問に答える―

A4変判・156頁・定価6,380円（10％税込）
2016年10月発行

［編著］松村英雄／二階堂　徹
［著］秋本尚武／井上　剛／大久保力廣／海渡智義／川口智弘／北迫勇一／小泉寛恭／五味治徳
／小峰　太／佐藤隆明／清水博史／下江宰司／新谷明一／末瀬一彦／菅谷　勉／千田　彰／髙垣
智博／高橋真広／髙橋　裕／高橋礼奈／高見澤俊樹／田中昌博／坪田有史／中島正俊／中村光夫
／二階堂　徹／西岡政道／西谷佳浩／西村耕三／二瓶智太郎／橋本正則／濵中一平／福島正義／
藤井孝政／冨士谷盛興／保坂啓一／南　弘之／宮崎真至／矢谷博文／八若保孝／米山喜一

臨床で問題となる接着の論点をピックアップしてクリニカルクエスチョン（CQ）とし，これに
エキスパートの先生方が詳しくお答えします．

［目次］歯質保存のための接着／セラミッククラウン，コンポジットレジンクラウンの装着／支
台築造における接着／接着ブリッジの試適から装着まで／可撤性義歯に求められる接着
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A4変判・156頁・定価6,380円（10％税込）
2013年10月発行

［編著］佐野　司
［著］荒木和之／勝又明敏／久保周平／小林　顕／白根龍一／関　健次／関根秀志／髙野正行／
西川慶一／早川裕記／藤波弘州／古澤成博／堀田宏巳／山下秀一郎／和光　衛

デンタル・パノラマのデジタル化，そしてCTなど，各画像の撮影法と診断のポイントを整理し，
多数の症例とともに詳述．アナログで診断しやすかった症例，デジタルで診断しやすかった症例，
CTで診断できた症例などについて解説しています．

［目次］画像撮影・診断の新たな展開／たしかな画像を得るためにおさえておきたいポイント（デ
ンタル・パノラマエックス線撮影のポイント，デジタル化によって変わった点，ほか）／わか
りにくい，見落としやすい画像診断のポイント（アナログで診断しやすかった症例／デジタル
で診断しやすかった症例／ CTで診断できた症例／エックス線検査で診断が困難であった症例）

画像撮影・診断の
新たな展開
―デジタルエックス線・CTのたしかな画像を得る
　ための撮影法と診断のポイント―

一般臨床医のための
歯科小手術スキルアップ 

A4変判・168頁・定価6,380円（10％税込）
2014年10月発行

［編著］今村栄作／山田浩之
［著］新井　剛／石田璃久磨／伊藤　耕／内田剛也／小佐野貴識／加々美　智／熊谷賢一／郷家
久道／齋藤知之／園山智生／土肥雅彦／中岡一敏／中島　丘／中島敏文／中谷逸希／中村雅典
／藤原久子／船山ひろみ／堀内俊克／的場祐子／宮本壮基

日常臨床で行うことの多い16手術について，手技のステップやポイントを豊富な写真とイラス
トにより，わかりやすく解説．手術のスキルアップを目指す一般臨床医，必携の１冊です．

［目次］基礎編（解剖／画像診査，ほか）／手術編（歯牙移植／歯根端切除術，歯根囊胞摘出術
／歯槽骨整形術／萌出困難歯の開窓術／インプラント摘出術／下顎隆起，口蓋隆起形成術／小
帯形成術／歯周形成外科／浮動歯肉切除術／エプーリス切除術／粘液囊胞摘出術／上顎洞口腔
瘻閉鎖術／創傷処理／後出血処置／歯牙脱臼再植術，歯槽骨骨折非観血的整復術／消炎手術）
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疾患を有する高齢者が
来院したら？
―歯科医師・スタッフが知っておきたいポイント―

A4変判・194頁・定価6,380円（10％税込）
2011年10月発行

［編著］佐藤田鶴子
［著］猪　忠彦／小野由起子／降旗兼行／加藤治文／鴨下　博／齊藤　力／佐藤　聡／佐藤俊一
／柴崎浩一／砂田勝久／武川寛樹／武原　格／中村達雄／本庄　恵／松野智宣／宮島邦治／柳
川　徹／山口　晃／両⻆祐子

脳卒中，パーキンソン病，アルツハイマー病といった高齢者が罹りやすい疾患を中心に，症状
の特徴や投薬内容，歯科治療における注意点などをイラストならびにQ&A方式で解説していま
す．超高齢社会を迎え，増加する高齢の患者さんに対応するために，歯科医院“必携の書”です．

［目次］脳卒中後遺症／うつ病（軽度）もしくはうつ状態／パーキンソン病／アルツハイマー病
／糖尿病／脂質異常症／高血圧症／鉄欠乏性貧血／慢性心不全／感染性心内膜炎／関節リウマ
チ／慢性閉塞性肺疾患／気管支喘息／気管支拡張症／誤嚥性肺炎／逆流性食道炎，ほか

補綴・歯周・審美のための
MTMの活かし方

A4変判・200頁・定価6,380円（10％税込）
2012年10月発行

［編著］百瀬　保／若林健史／中舘憲治／輿石大介／本橋昌宏
［著］麻生昌秀／上野博司／大澤勇人／菊地武芳／草薙　豪／素村宣慶／武内久幸／中路広嗣／
名古谷明宏／平野治朗／藤巻五朗／松岡友輔／箕浦雄介／吉村英則

補綴治療や歯周治療，審美的改善の一環として“MTMをどう治療計画に組み入れ，臨床に活か
すか”を解説した一冊．一般歯科臨床の中でMTMを効果的に活用した様々な症例を取り上げ，
診査・診断から移動装置，治療手順，術後経過まで詳述しているので，“MTMの活かし方”をトー
タルで理解できます．

［目次］MTMを取り入れた治療とは（MTMを行うメリット・デメリット，補綴治療の観点から，
ほか）／ MTMの活かし方―ケースプレゼンテーション（補綴治療，歯周治療，審美的改善，歯
列不正改善，インプラント処置，小児）
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創造的歯科医療に向けた
ディシジョンメイキング
―口腔と全身の機能，そして患者さんの社会性を高める
　ための診断基準から治療まで―

A4変判・180頁・定価6,380円（10％税込）
2009年10月発行

［編著］中原悦夫／石井信之
［著］天谷哲也／飯島国好／飯田正人／石井信行／嘉ノ海龍三／桑田正博／小宮山彌太郎／高橋
慶壮／月星光博／冨永尚宏／中筋宏明／中川寛一／羽村　章／八重垣　健

患者さん個々の状態を見据えて理想的なゴールを設定し，他の専門領域とも積極的に協力し合
う医療システム（インターディシプリナリ・アプローチ）の構築と，そのためのフィロソフィー
を提示する“創造的歯科医療”を実践するための一冊です．

［目次］歯をまもる，そして患者をまもるためのフィロソフィー―歯科医師の意思決定に影響す
る社会的要因の検証／確かな診断から広がる歯科医療の世界／私の診断学／歯科界の巨人が残
した歯科医療のフィロソフィー，ほか

「経過」と「変化」
―患者が教えてくれたこと― 

A4変判・186頁・定価6,380円（10％税込）
2010年10月発行

［編］池田雅彦／押見　一／丸森英史
［著］上野道生／黒田昌彦／鈴木　尚／髙野　真／武田孝之／谷口威夫／續　肇彦／茂木悦子

「経過」とともに訪れる「変化」にどう対応すればよいのか？　歯科臨床の先達が，長期経過症
例から得たことを語り尽くします．さらに，「患者さんが来院しなくなったら？」「患者さんと
コミュニケーションを取るには？」といった若手の質問に著名な８名の執筆陣が答えます．長
年の経験から得られた次世代へのメッセージが随所にちりばめられた永久保存版の一書です．

［目次］<座談会 第１部>長期経過観察から見えてきたもの／長期経過症例から患者が教えてく
れたこと／ <座談会 第２部>患者はどこへ行った？



57

■日本歯科評論 増刊

歯科診療を“見える化”
する機器の有効活用

A4変判・232頁・定価6,380円（10％税込）
2006年11月発行

［編著］明石俊和／津田忠政
［著］青柳和孝／浅井計征／荒川義浩／砂盃　清／石垣杏奈／石川敏樹／稲本良則／今村　均／
江夏裕和／大石暢彦／大黒俊樹／太田貴志／小川勝久／筧　了／川口　浩／木村　修／木村守
宏／熊谷　崇／河野正清／崔　剛／斎藤直之／佐藤まゆみ／貞光謙一郎／鈴木篤史／鈴木光雄
／高橋明彦／武内博朗／田中秀樹／谷本佳彦／月星光博／豊山洋輔／乕田克巨／野々村友佑／
花田信弘／葉山聖夫／藤村理彦／本間幹哉／三井田勝也／向井紀文／吉川宏一／四井資隆／脇
本康夫／和光　衛／鷲沢直也／和達重郎

コミュニケーションツールとして，デジタルX線撮影装置，口腔内撮影用カメラ，患者説明用ソ
フトを取り上げ，臨床家による活用例を中心にその有効性を紹介します．

［目次］患者さんへの情報提供の必要性／患者説明用ビュアソフト／院内LAN，ほか

チェアーサイドで活用する

最新・口腔粘膜疾患
の診かた
A4変判・216頁・定価6,380円（10％税込）
2007年10月発行

［編著］山根源之／草間幹夫
［著］天笠光雄／今井　裕／扇内秀樹／久保田英朗／佐々木　朗／笹野高嗣／高橋愼一／田中陽
一／中村誠司／又賀　泉

約70にのぼる疾患を取り上げ，それぞれ「疾患の概要」「診査・診断のポイント」「対応法」に
ついて症例写真とともにわかりやすく解説しています．患者さんの“口腔全体の健康”を守る
ため，チェアーサイドにぜひお備えください．

［目次］目でみる口腔粘膜疾患／口腔粘膜疾患を診る前に知っておきたい基礎知識／口腔粘膜疾
患の解説（水疱，びらん，潰瘍，紅斑，白斑，黄色斑，紫斑，血腫，出血，貧血，腫脹，腫瘤，
色素異常，乾燥，ほか）／他科との連携について
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予防補綴のすすめ
―シニア世代の健康を支える歯科医療―

A4変判・212頁・定価6,380円（10％税込）
2004年11月発行

［編著］稲葉　繁／申　基喆
［著］大石尭史／大石暢彦／太田裕明／柿木保明／菊谷　武／小林之直／菅　武雄／下山和弘／
中久木一乘／林　丈一朗／深山治久／森戸光彦／渡邉文彦

患者さんとの生涯にわたるおつき合いを基本に，しかるべき時期に質の高い補綴治療介入を行
い，そして生涯にわたってそれを維持し，介護支援が必要になったときは適切に手を差しのべ
ること．それをこれからの高齢者歯科医療の姿として提案しています．

［目次］高齢社会と向き合う（社会・時代の変化を読み取る，ほか）／生涯維持を見据えた介入（「予
防補綴」の提唱，ほか）／歯科的健康の維持のために（Supportive Periodontal Treatment，ほか）
／介護支援が必要になったとき（摂食・嚥下障害を理解する，ほか）

唾液による健康づくり
―明日からの臨床に取り組む―

A4変判・220頁・定価6,380円（10％税込）
2005年11月発行

［編著］下野正基／奥田克爾
［著］淺田匡彦／安彦善裕／石原和幸／井上　孝／大浦　清／太田一正／各務秀明／柿木保明／
景山正登／加藤哲男／神原正樹／鴨井久一／川原由里香／木崎治俊／木津康博／河野正司／斎
藤一郎／佐藤　勉／杉谷博士／高井規安／田中五郎／田丸晶子／中川洋一／西川泰央／橋本貞
充／花田信弘／間嶋伸治／松尾龍二／松久保　隆／松坂賢一／村松　敬／八重垣　健／山口昌
樹／山根源之

唾液に関する最近の知見とこれからの臨床応用の広がりの可能性を示した，歯科医療における
新しいヘルスプロモーションのあり方を考えるための一書です．

［目次］最新の唾液研究とヘルスプロモーションへの展望／唾液が関わる疾患と臨床対応／唾液
のはたらき

■日本歯科評論 増刊
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インプラントは
臨床でこう活かす
―欠損歯列へのインプラントによる対応―

A4変判・234頁・定価6,380円（10％税込）
2003年10月発行

［編著］榎本紘昭／武田孝之
［著］飯島俊一／倉嶋敏明／河野正司／小柳圭司／榊　恭範／佐藤　徹／杉山貴彦／添島義和／
豊田真基／永田省藏／西堀雅一／水上哲也／宮地建夫／吉田剛人／渡邉文彦

インプラントを臨床で有効に活用するために，欠損歯列への適用という視点から捉え直して，豊
富な臨床例とともに提示します．

［目次］欠損歯列のかかえる問題点とインプラント（欠損歯列のかかえる問題点とインプラント
の役割〈座談会〉，ほか）／診査・診断・治療計画とインプラント（インプラントの臨床的宿命
と歯列内の役割，ほか）／患者の視点に立ったインプラント治療のあり方（インプラント治療
とQOL，ほか）

■日本歯科評論 増刊
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接着性コンポジットレジン
修復の基礎と臨床

A4変判・228頁・定価6,380円（10％税込）
2007年11月発行

［編集委員代表］山田敏元　
［編集委員］奈良陽一郎／宮崎真至／佐野英彦／𠮷山昌宏／鈴木一臣／宇野　滋／杉崎順平
［著］浅田雅之／天川由美子／池田考積／貴美島　哲／久保至誠／柵木寿男／代田あづさ／鈴木
貴規／土屋友晴／新田俊彦／橋本正則／冨士谷盛興／松本勝利／松本邦夫／森上　誠／行定健
治／吉田靖弘／米田澄江

世界をリードしてきたわが国の接着歯学界を代表する研究者，臨床家，製品開発担当者が，日
常臨床において頻度の高いコンポジットレジン修復を基礎と臨床の両面から詳細に解説．

［目次］基礎編（う蝕と歯頸部欠損の構造と処置／接着の進歩と研究・開発の現状）／臨床編（MI
時代のコンポジットレジン修復／接着を活かした補修修復，審美修復／コンポジットレジン修
復用各種市販製品の特徴）

■日本歯科評論 特別号
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■北海道――――――――――
㈱石田歯科商会　札幌本店
065-0021 札幌市東区北21条東

7丁目1-21
☎011-742-2322

㈱石田歯科商会　苫小牧店
053-0851 苫小牧市山手町2-1-4

☎0144-84-7988
ササキ㈱　札幌支店
065-0024 札幌市東区北24条東

21丁目7-16 
☎011-788-0707

札幌歯科器材㈱
060-0063 札幌市中央区南3条

西9丁目999番地 
☎011-231-4033

札幌歯科器材㈱ 釧路支店
084-0910 釧路市昭和中央1-2-1

☎0154-51-0361
田中歯科商店
096-0012 名寄市西2条南8丁目

6番地
☎01654-2-3270

北海道歯科産業㈱　旭川支店
070-0032 旭川市2条通4丁目左1号

☎0166-26-4671
北海道歯科産業㈱　本店
003-0812 札幌市白石区菊水上

町2条4-36-77
☎011-813-5556

■青森県――――――――――
ササキ㈱　青森支店
030-0901 青森市港町2-10-63

☎017-744-7650
㈱シマヤ
030-0813 青森市松原3-10-3

☎017-775-2477

■岩手県――――――――――
ササキ㈱ 盛岡支店
020-0851 盛岡市向中野3-28-21 
　　　　  ☎019-636-2800 

ヘンリーシャインジャパンイー
スト㈱　上堂支店
020-0125 盛岡市上堂1-6-5

☎019-648-2777
ヘンリーシャインジャパンイー
スト㈱　本宮支店
020-0866 盛岡市本宮
 6-24-43　1F  
 ☎019-635-7750

■宮城県――――――――――
㈱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㈱ 仙台営業所
981-3125 仙台市泉区みずほ台

5-5
☎022-773-8891

ササキ㈱ 仙台支店
982-0014 仙台市太白区大野田

字皿屋敷3-4
☎022-304-4832

㈱土屋歯科商店
980-0021 仙台市青葉区中央

4-2-28
☎022-221-2485

ヘンリーシャインジャパンイー
スト㈱　仙台支店
984-0032 仙台市若林区荒井

5-7-6
☎022-794-7066

㈱三　上
980-0822 仙台市青葉区立町 

20-11
☎022-261-8791

■秋田県――――――――――
㈱永井歯科商会
010-0965 秋田市八橋新川向

10-23
☎018-864-1221

㈱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
㈱永井歯科商会　横手営業所
013-0047 横手市松原町2-52

☎0182-35-5580

■山形県――――――――――
㈱大泉歯科商会
990-0043 山形市本町2-2-8

☎023-622-0816
㈲オオイズミ　ディーピーエス
998-0865 酒田市北新橋1-10-7

☎023-421-1066
ササキ㈱ 山形営業所
990-0831 山形市西田3-15-2

☎023-674-8192
㈱三　共
990-0067 山形市花楯1-21-6

☎023-622-5535

■福島県――――――――――
㈱協立医療
963-8530 郡山市喜久田町卸

1-121-1
☎024-963-0333

㈱後藤歯科商店
960-8043 福島市中町6-11

☎024-522-2755
ヘンリーシャインジャパンイー
スト㈱　福島支店
960-0102 福島市鎌田字卸町

4-1
☎024-552-1161

■茨城県――――――――――
ケーオーデンタル㈱ 水戸営業所
310-0803 水戸市城南2-15-14
 ☎029-222-1503
ヘンリーシャインジャパンイー
スト㈱　古河支店
306-0014 古河市下山町9-60

☎0280-30-1582

ヒョーロン・パブリッシャーズ
図　書　取　扱　店 ＜都道府県内五十音順＞
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ヘンリーシャインジャパンイー
スト㈱　つくば営業所
305-0025 つくば市花室940-6

☎029-863-0720
ヘンリーシャインジャパンイー
スト㈱　水戸支店
310-0804 水戸市白梅2-8-18

☎029-225-6543

■栃木県――――――――――
ケーオーデンタル㈱
宇都宮営業所
321-0953 宇都宮市東宿郷6-6-5

☎028-637-2761
ヘンリーシャインジャパンイー
スト㈱　　宇都宮支店
321-0905 宇都宮市平出工業団

地37-6
☎028-613-5858

■群馬県――――――――――
ササキ㈱　高崎営業所
370-0851 高崎市上中居町字薬  
 師1625-4

☎027-329-5973
㈱スズキデンタル
370-0066 高崎市山田町77

☎027-322-7000
戸辺歯科商店
374-0016 館林市松原1-31-8

☎0276-74-4334
ヘンリーシャインジャパンイー
スト㈱　前橋支店
370-0011 高崎市京目町176-2

☎027-350-8241
㈱ヤマギシ
376-0011 桐生市相生町2-454

☎0277-52-5482

■埼玉県――――――――――
ケーオーデンタル㈱　
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

ケーオーデンタル㈱ 城西営業所
350-2211 鶴ヶ島市脚折町

4-15-17
☎049-271-1631

ササキ㈱ 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

柴商店
335-0004 蕨市中央1-33-5

☎048-432-3949
㈲関口歯科器械店
335-0003 蕨市南町1-16-23

☎048-441-3011
ヘンリーシャインジャパンイー
スト㈱　大宮支店
337-0051 さいたま市見沼区東

大宮7-41-1
☎048-688-1740

宮坂歯科商会
366-0053 深谷市秋元町44

☎048-571-7035
㈱八　甕　県東営業所
344-0064 春日部市南1-17-10

☎048-736-7078
㈱八　甕　県北営業所
360-0034 熊谷市万平町2-8

☎048-524-0991
㈱八　甕　本社
338-0013 さいたま市中央区鈴

谷6-4-5
☎048-855-9911

■千葉県――――――――――
㈱ADI.G　千葉支店
261-0011 千葉市美浜区真砂

2-24-3
☎043-277-5571

ケーオーデンタル㈱ 柏営業所
270-0137 流山市市野谷字梶内

400
☎04-7178-6080

ケーオーデンタル㈱ 千葉営業所
260-0843 千葉市中央区末広

4-22-5
☎043-209-1741

ササキ㈱　千葉支店
263-0051 千葉市稲毛区園生町

956-4
☎043-287-8241

㈲杉山歯科商店
277-0923 柏市塚崎1307-13

☎04-7191-7721
㈱太陽デンタル
297-0074 茂原市小林2734-4

☎0475-23-1580
ヘンリーシャインジャパンイー
スト㈱　千葉支店
260-0824 千葉市中央区浜野町

879-1
☎043-305-1182

ヘンリーシャインジャパンイー
スト㈱　松戸支店
270-0017 松戸市幸谷1504-4

☎047-345-3131
㈱八　甕　成田営業所
286-0037 成田市橋賀台1-47-2

☎047-627-0223
㈱山田三郎商店
296-0041 鴨川市東町133-8

☎04-7092-0537

■東京都――――――――――
㈱一柳歯科商店
116-0014 荒川区東日暮里1-25-6

☎03-3891-0431
㈱一色タカナワ
108-0074 港区高輪2-1-26

☎03-3441-1161
㈱岡村歯科商店
153-0053 目黒区五本木1-8-8-

101
☎03-5724-3238

小越歯科商会
201-0003 狛江市和泉本町4-7-
　　　　  24-101

☎03-3488-2883
㈲小幡歯科商会
110-0005 台東区上野1-8-9

☎03-3831-8221
㈲折原歯科商店
111-0036 台東区松が谷3-15-2

☎03-3844-8289
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㈲梶谷歯科商会
193-0931 八王子市台町2-9-22

☎042-626-0648
ケーオーデンタル㈱ 大田営業所
145-0062 大田区北千束2-8-6

☎03-5749-4649
ケーオーデンタル㈱ 城東営業所
124-0022 葛飾区奥戸7-6-10

☎03-5698-8781
ケーオーデンタル㈱ 城北営業所
174-0056 板橋区志村3-20-18

☎03-5915-0371
ケーオーデンタル㈱ 東京営業所
167-0054 杉並区松庵1-18-13

☎03-3333-8141
ケーオーデンタル㈱ 
八王子営業所
192-0012 八王子市左入町692-1

☎042-696-6670
ケーオーデンタル㈱ 
マーケティング部
167-0054 杉並区松庵1-18-13

☎03-3331-6474
㈱コサカ
176-0013 練馬区豊玉中2-18-14

☎03-3557-4111
ササキ㈱　池袋支店
171-0014 豊島区池袋2-50-9

第3共立ビル6Ｆ 
☎03-3988-1691

ササキ㈱　東京支店
108-0023 港区芝浦3-20-6

芝浦MYビル2Ｆ 
☎03-5730-7761

ササキ㈱　東京北支店
120-0062 足立区南花畑2-42-3

☎03-5856‒7723
ササキ㈱　八王子支店
192-0046 八王子市明神町

2-20-13
☎042-645-1321

ササキ㈱　本郷支店
113-0033 文京区本郷3-26-4

ササキビル2Ｆ 
☎03-3813-6191

㈱志鎌歯科商店
110-0005 台東区上野6-9-17

☎03-3833-3881
㈱しまづ
133-0051 江戸川区北小岩

6-46-11
☎03-3657-5890

㈲関町デンタル
177-0053 練馬区関町南4-14-40

☎03-3928-2255
㈱田中歯科器械店
102-8139 千代田区富士見1-3-8

田中ビル
☎03-3230-2386

谷山歯科器材㈱
120-0031 足立区千住大川町16-5

☎03-3881-5452
T.M.S.デンタル
206-0811 稲城市押立1715-16

☎042-379-8422
㈱日本歯科商社
130-0011 墨田区石原1-19-5

☎03-3625-3111
ヘンリーシャインジャパンイー
スト㈱　上野支店
110-0016 台東区台東2-23-7

☎03-3832-8241
ヘンリーシャインジャパンイー
スト㈱　世田谷支店
158-0096 世田谷区玉川台

2-11-17
　　　　 カーム淺喜101
 ☎03-5491-7595
ヘンリーシャインジャパンイー
スト㈱　練馬営業所
176-0012 練馬区豊玉北4-14-11 
　　　　  メゾン・ド・クオー 

レ１F
　　　　 ☎03-5912-1180
ヘンリーシャインジャパンイー
スト㈱　東大和支店
207-0021 東大和市立野3-640-1

☎042-590-5770

㈲松岡歯科商店
121-0062 足立区南花畑2-20-  
 11㈲藤原運輸商事  
 ビル1F 101号室
 ☎03-3850-5175
㈱ミムラ
144-0054 大田区新蒲田2-1-4

☎03-3738-9101

■神奈川県―――――――――
㈱イシハラ
230-0031 横浜市鶴見区平安町

2-4-6
☎045-501-8341

㈱粕谷歯科商会
250-0212 小田原市西大友

208-14
☎0465-37-2135

㈱北詰歯科商店
237-0076 横須賀市船越町3-41

☎046-861-0418
ケーオーデンタル㈱
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

ケーオーデンタル㈱
神奈川西営業所
259-0151 足柄上郡中井町井ノ

口2765-2
☎0465-81-3511

ケーオーデンタル㈱ 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㈱ 横浜営業所
236-0003 横浜市金沢区幸浦

2-19-6
☎045-781-3341

ササキ㈱　厚木支店
243-0017 厚木市栄町1-2-11

クレパイン1F
☎046-221-9331

ササキ㈱　川崎支店
211-0004 川崎市中原区新丸子

東2-906-1
☎044-433-8500
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ササキ㈱　横浜支店
231-0027 横浜市中区扇町3-8-8

☎045-641-7197
杉崎デンタル㈱
243-0433 海老名市河原口

1-11-15
☎046-231-0467

㈱田中歯科器械店　神奈川支店
238-0004 横須賀市小川町26-3

☎046-826-1640
㈱デンタルアクト
242-0021 大和市中央5-6-10

☎046-263-2007
トーシンデンタル㈱
212-0057 川崎市幸区北加瀬

2-5-12
☎044-201-6171

ヘンリーシャインジャパンイー
スト㈱　厚木支店
243-0022 厚木市酒井2087-14 

☎046-228-5550
ヘンリーシャインジャパンイー
スト㈱　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101

 ☎045-770-4182
㈱八　甕　港北営業所
242-0018 大和市深見西1-4-5

☎046-263-4343

■新潟県――――――――――
沖歯科要材㈱
950-2074 新潟市西区真砂

3-23-2
☎025-266-5141

㈱カタギリ
950-0943 新潟市中央区女池神

明1-1601-3 
☎025-284-3091

㈱クワバラ
950-0962 新潟市中央区出来島
　　　　  1-1-19 
              ☎025-283-2500
㈱後藤歯科商店 長岡店
940-2116 長岡市南七日町23-1  
 ☎0258-86-7423

ササキ㈱　新潟営業所
950-0891 新潟市東区上木戸

1-4-20
☎025-271-2361

㈱田中歯科器械店  新潟支店
951-8151 新潟市中央区浜浦町

1-41
☎025-267-1080

㈲諸見里歯科商店
956-0832 新潟市秋葉区秋葉

1-3-15
☎0250-24-2188

■富山県――――――――――
㈱ADI.G　富山支店
930-2226 富山市八町東177

☎076-435-9099
㈱笹木歯科商店
939-8216 富山市黒瀬北町

2-16-12
☎076-421-3462

㈱佐　波　富山支店
930-0151 富山市古沢206-1

☎076-436-3733
㈱ホソロギ
933-0041 高岡市城東1-10-8

☎0766-23-1019

■石川県――――――――――
㈱ADI.G
920-0841 金沢市浅野本町

1-10-10
☎076-251-0115

㈱佐　波
920-0902 金沢市尾張町2-9-5

☎076-232-3733
㈱西川歯材
921-8034 金沢市泉野町3-9-6

☎076-243-4619
㈱別　田　金沢支店
921-8011 金沢市入江1-27-1

☎076-291-0990

■福井県――――――――――
㈱ADI.G　福井支店
910-0832 福井市新保町3-2223

☎0776-54-8892

㈱宇　野
918-8114 福井市羽水2-308
 エモンビル1F 

☎0776-36-3070
㈱別　田
918-8204 福井市南四ッ居2-1-1

☎0776-54-4800

■山梨県――――――――――
ササキ㈱　甲府支店
400-0047 甲府市徳行2-10-38

☎055-228-6688
㈱ミヤウチ
409-3866 中巨摩郡昭和町西条

678
☎055-275-3211

■長野県――――――――――
㈲犬飼歯科商店
390-0811 松本市中央1-23-2

☎0263-33-2871
ケーオーデンタル㈱ 長野営業所
380-0805 長野市柳町53

☎026-231-3015
ササキ㈱　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

㈱シラネ　飯田支店
399-3202 下伊那郡豊丘村神稲

7311-1
☎0265-34-3801

㈱滝沢歯科器械店
386-0014 上田市材木町1-20-4

☎0268-27-3351

■岐阜県――――――――――
㈱デントオール岐阜支店
500-8223 岐阜市水海道2-1-20

☎058-247-3496
ササキ㈱　岐阜支店
500-8384 岐阜市藪田南4-5-20

☎058-273-9171
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■静岡県――――――――――
㈱イシダリンク
422-8037 静岡市駿河区下島

118-1
☎054-236-1001

㈱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

㈱イシダリンク　浜松店
435-0028 浜松市南区飯田町

196-2
☎053-465-8688

ケーオーデンタル㈱
静岡中央営業所
421-0102 静岡市駿河区手越

344-1
☎054-268-7171

ササキ㈱　静岡支店
420-0814 静岡市葵区長沼南 

10-20
☎054-655-2080

ササキ㈱　沼津支店
410-0818 沼津市中原町4-12

☎055-931-2863
ササキ㈱　浜松支店
435-0044 浜松市東区西塚町
　　　　  321-7

☎053-464-6677

■愛知県――――――――――
㈱アイデント
453-0812 名古屋市中村区西米

野町1-81
☎052-461-8211

㈱クニシオ
464-0822 名古屋市千種区穂波

町2-14
☎052-761-1131

ササキ㈱　一宮支店
491-0914 一宮市花池4-20-10

☎0586-44-8433
ササキ㈱　岡崎支店
444-0069 岡崎市井田新町5-8

☎0564-22-1015

ササキ㈱　豊橋支店
440-0084 豊橋市下地町字瀬上

77-2
☎0532-56-5671

ササキ㈱　名古屋駅前支店
451-0045 名古屋市西区名駅

2-24-5
☎052-565-4721

ササキ㈱　名古屋支店
465-0035 名古屋市名東区豊が

丘712
☎052-725-9581

ササキ㈱　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

㈱シラネ
460-0012 名古屋市中区千代田  

2-4-8
☎052-261-4636

㈱シラネ　刈谷支店
448-0022 刈谷市一色町3-4-8

☎0566-24-1521
㈱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

㈱中央歯科産業
462-0024 名古屋市北区鳩岡

2-3-15 
  　　　　☎052-914-6841
㈱デントオール
464-0074 名古屋市千種区仲田

1-9-23
☎052-733-1781

■三重県――――――――――
ササキ㈱　津支店
514-1114 津市久居井戸山町842-2

☎059-255-9900
ササキ㈱　四日市店
510-0072 四日市市九の城町5-12

うの森ビル１Ｆ
☎059-350-1620

㈱三重デンタル
510-0095 四日市市元新町4-11

☎059-352-2345

㈱三重デンタル　松阪営業所
515-0011　松阪市高町198-1　 
 ルミエール高町
 テナント１Ｆ 

☎0598-50-2112

■滋賀県――――――――――
㈱ADI.G　京滋支店
520-3031 栗東市綣3-4-9

☎077-552-7305
㈱別　田　大津支店
520-0804 大津市本宮2-11-1

☎077-521-5103

■京都府――――――――――
㈲片山歯材
617-0817 長岡京市滝ノ町

2-16-5
☎075-954-1332

㈱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

㈱別　田　福知山営業所
690-0921 福知山市かしの木台

1-39-11
  ☎0773-23-3475
㈱モリタ　京都支店
604-8075 京都市中京区麩屋町

通三条下ル 
☎075-241-3131

㈱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

■大阪府――――――――――
アルディ㈱
545-0003 大阪市阿倍野区美章

園2-2-20 
☎06-6719-9939

㈱池田歯科商店
593-8312 堺市西区草部465-9

☎072-271-7884



66

岩崎歯科器材㈱
561-0802 豊中市曽根東町

5-16-14
☎06-6862-3025

㈲ウエヤマ歯材
590-0521 泉南市樽井1-14-40

☎072-482-1211
㈱宇高歯科商店
543-0052 大阪市天王寺区大道

4-4-8
☎06-6771-7022

㈱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

尾崎歯材㈱
564-0062 吹田市垂水町3-7-41

☎06-6386-0418
㈱加藤歯科商店
532-0002 大阪市淀川区東三国

6-10-4
☎06-6395-4040

ササキ㈱ 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1階 
☎06-6582-7501

ササキ㈱　堺支店
593-8327 堺市西区鳳中町

9-1-11
☎072-262-3766

㈱トミヤ　本社
545-0052 大阪市阿倍野区阿倍

野筋5-1-7
☎06-6624-0160

㈱橋本歯科商店
533-0001 大阪市東淀川区井高

野4-6-27
☎06-6829-1133

㈲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

㈱マルミ歯科商店　大阪支店
564-0051 吹田市豊津町15-27

☎06-6380-3831

㈱モリタ　大阪本社
564-8650 吹田市垂水町3-33-18

☎06-6380-2525 
㈱山田歯科商店
599-8103 堺市東区菩提町
 1-190　1Ｆ 

☎072-289-6328

■兵庫県―――――――――
㈱青木歯科商会
657-0837 神戸市灘区原田通

2-5-13
☎078-801-5431

㈱有本歯科商店
670-0054 姫路市南今宿7-8

☎079-297-1522
石橋歯科商店
658-0063 神戸市東灘区住吉山

手7-5-21
☎078-811-5725

㈱宇　野　神戸支店
661-0033 尼崎市南武庫之荘

3-15-26
☎06-6437-5531

㈲大河歯科材料店
670-0925 姫路市亀井町93

☎079-282-1578
尾崎歯材㈱　神戸営業所
657-0825 神戸市灘区中原通

6-1-11
☎078-801-8282

㈱オシマ
668-0061 豊岡市上佐野1410-3

☎0796-23-7171
㈱上村歯科商店
654-0133 神戸市須磨区多井畑

東山之上13-27 
☎078-743-4555

ササキ㈱　神戸支店
657-0862 神戸市灘区浜田町

1-2-1
☎078-846-1880

㈲下井田歯科商店
661-0003 尼崎市富松町4-2-25

☎06-6423-3661

㈲ミヤワキ
657-0035 神戸市灘区友田町

1-1-10
☎078-821-0459

㈲吉川歯科商店
663-8211 西宮市今津山中町

1-12
☎0798-22-4180

■奈良県――――――――――
㈱アスカデンタルサプライ
630-8442 奈良市北永井町372

奈良事務機別館３F 
☎0742-61-6480

㈱村田歯科商店
639-1101 大和郡山市下三橋町

400-78
☎0743-53-7777

■鳥取県――――――――――
㈱サンライズデンタル
680-0846 鳥取市扇町110

霜田ビル2Ｆ
☎0857-27-7521

■島根県――――――――――
㈱玉井歯科商店　松江店
690-0015 松江市上乃木3-17-47

☎0852-27-1916
㈱東歯科商店 松江支店
690-0012 松江市古志原1-9-34

☎0852-21-3605

■岡山県――――――――――
㈲吉川歯科商店
710-0142 倉敷市林437-1

☎086-485-0171
㈲鈴木歯科商店
714-0085 笠岡市4番町3-24

☎0865-63-2862
㈱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
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㈱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

㈱リンケージ藤波
710-0026 倉敷市加須山881-2

☎086-420-0001

■広島県――――――――――
㈱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

㈱玉井歯科商店　福山店
720-0805 福山市御門町2-4-37

☎084-923-5867
㈱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

㈱リンケージ藤波　広島営業所
730-0047 広島市中区平野町

1-15
☎082-241-2334

■山口県――――――――――
㈱玉井歯科商店　下関店
751-0875 下関市秋根本町
　　　　  1-5-33

☎083-256-0330
㈱玉井歯科商店　徳山店
745-0071 徳山市岐山通り2-21

☎0834-21-0400

■徳島県――――――――――
㈱玉井歯科商店　徳島店
770-0006 徳島市北矢三町2-2-8

☎088-633-6250
㈱マルミ歯科商店　徳島支店
770-0846 徳島市南内町1-41

☎088-622-0816

■香川県――――――――――
㈱玉井歯科商店　高松店
760-0073 高松市栗林町3-4-1

☎087-831-4491

㈱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
■愛媛県――――――――――
㈱玉井歯科商店　本店
790-0011 松山市千舟町8-67-8

☎089-941-1619

■高知県――――――――――
㈲土佐レーニングセンター
780-0046 高知市伊勢崎町12-14

伊勢崎ビル3Ｆ 
☎088-823-0088

㈱マルミ歯科商店
780-0833 高知市南はりまや町

2-16-3
☎088-883-2201

■福岡県――――――――――
ケーオーデンタル㈱
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㈱　福岡支店
812-0015 福岡市博多区山王

1-17-5
☎092-433-5543

㈲筑後デンタル
837-0926 大牟田市上白川町

2-296-8
☎0944-51-4193

㈱トーデント九州
812-0893 福岡市博多区那珂

1-3-10
☎092-433-5558

福岡デンタル販売㈱
813-0034 福岡市東区多の津

4-7-5 
KNセンタービル1Ｆ 
☎092-629-1491

㈱モリタ　福岡支店
812-0062 福岡市東区松島

1-31-10
☎092-611-7011

■佐賀県――――――――――
㈲筑後デンタル  佐賀営業所
841-0204 三養基郡基山町大字

宮浦1010-13
☎0942-81-7866

■長崎県――――――――――
㈱デンタル・ウイング
852-8036 長崎市青山町1-5 2Ｆ

☎095-841-8319
㈱デンタルパートナー
850-0057 長崎市大黒町9-8

☎095-823-3185
㈱デンタルパートナー
　佐世保支店
857-0805 佐世保市光月町2-6

☎0956-22-5861
㈱ニシムラメディカルサポート
850-0936 長崎市浪ノ平町7-23

☎095-824-0774
㈱富士歯科産業
852-8061 長崎市滑石2-6-25

☎095-857-8545
■熊本県――――――――――
㈱ユーケイデンタル
862-0967 熊本市流通団地1-68

☎096-377-2555
■大分県――――――――――
㈱オリエンタル歯科器材
870-0938 大分市今津留3-16-18

☎097-558-7507
㈲豊前歯科商店
871-0091 中津市大字角木106-7

☎0979-27-1230

■宮崎県――――――――――
㈲村井歯科商店
880-0015 宮崎市大工2-28-1

☎0985-23-3074

■鹿児島県―――――――――
㈲ハマダ歯科商店　本店
892-0845 鹿児島市樋之口町

1-12
☎099-224-0108
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㈱ユーケイデンタル　鹿児島店
890-0046 鹿児島市西田1-13-7

☎099-254-0509

■沖縄県――――――――――
㈱沖縄歯科器材
900-0036 那覇市西1-4-7

☎098-868-9488
㈲ハマダ歯科商店　沖縄店
902-0061 那覇市古島2-24-13

☎098-886-5234
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ヒョーロン・パブリッシャーズ 
主要取引書店 ＜都道府県内五十音順＞

■北海道――――――――――
コーチャンフォー　旭川店
078-8391 旭川市宮前1条2-4-1

☎0166-76-4000
ジュンク堂書店　旭川店
070-0031 旭川市1条通8-108

☎0166-26-1120
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
　　　　  高桑ビルB2F～ 4F

☎011-223-1911

■山形県――――――――――
㈱高陽堂書店
990-0073 山形市大野目3-1-17

☎023-631-6001

■福島県――――――――――
ジュンク堂書店　郡山店
963-8004 郡山市中町13-1
　　　　  うすい百貨店9F
　　　　  ☎024-927-0440

■栃木県――――――――――
㈱廣川書店
321-0207 下都賀郡壬生町北
　　　　  小林880 

獨協医科大学内 
☎0282-86-2960

■千葉県――――――――――
丸善　津田沼店
275-0026 習志野市谷津7-7-1
　　　　  Loharu津田沼B棟

2F・3F 
☎047-470-8311

■東京都――――――――――
紀伊國屋書店　新宿本店
163-8636 新宿区新宿3-17-7

☎03-3354-0131

三省堂書店　池袋本店
171-0022 豊島区南池袋1-28-1 
 西武池袋本店 書籍館 
 4F

☎03-6864-8900
三省堂書店　神保町本店
105-0051 千代田区神田神保町

1-1
☎03-3233-3312

㈱シエン社
112-0004 文京区後楽1-1-10 

日本生命水道橋ビル 
☎03-3816-7818

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B館
              6F･7F
　　　　  ☎0422-28-5333
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B1F・B2F
☎03-5339-7611

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
丸善　丸の内本店
100-8203 千代田区丸の内1-6-4
  丸の内オアゾ３F

☎03-5288-8881
八重洲ブックセンター　本店
104-8456 中央区八重洲2-5-1

☎03-3281-1815

■神奈川県―――――――――
ブックファースト　青葉台店
227-0062 横浜市青葉区青葉台

2-1-1 
青葉台東急スクエア
South-1別館3F・4F
☎045-989-1781

有隣堂　伊勢佐木町本店
231-0045 横浜市中区伊勢佐木  
 町1-4-1

☎045-261-1231
有隣堂　横浜駅西口店 医学書セ
ンター
220-0004 横浜市西区北幸1-1-
 8 エキニア横浜Ｂ1F

☎045-311-6265

■新潟県――――――――――
考古堂書店
951-8063 新潟市中央区古町通4

番町563
☎025-229-4050

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（1F・B1F） 
☎025-374-4411

にしむら書院
951-8126 新潟市中央区学校町

通2番町5301-15 
☎025-222-3304

■富山県――――――――――
中田図書販売㈱
939-8642 富山市大泉東町1-3-7

☎076-421-0100

■山梨県――――――――――
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
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■長野県――――――――――
丸善　松本店
390-0815 松本市深志1-3-11 

コングロM B1F ～ 2F
☎0263-31-8171

■岐阜県――――――――――
丸善　岐阜店
502-0882 岐阜市正木中1-2-1

マーサ21 3F
☎058-297-7008

■静岡県――――――――――
MARUZEN&ジュンク堂書店　
新静岡店
420-8508 静岡市葵区鷹匠1-1-1

新静岡セノバ5F
☎054-275-2777

■愛知県――――――――――
㈱大竹書店
460-0012 名古屋市中区千代田

5-15-18
☎052-262-3828

丸善　名古屋本店
460-0008 名古屋市中区栄3-8-

14 
☎052-238-0320

■京都府――――――――――
㈱辻井書院
606-0861 京都市左京区下鴨西

高木町47 
 ☎075-791-3863

丸善　京都本店
604-8032 京都市中京区河原町

通三条下ル山崎町251
京都BAL 地下1F･2F 
☎075-253-1599

■大阪府――――――――――
関西医書
550-0015 大阪市西区南堀江  

3-13-8
☎06-6185-2185

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1F～ 3F 
☎06-4799-1090

ジュンク堂書店　
近鉄あべのハルカス店
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7F 
☎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
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B1F
～ 7F
☎06-6292-7383

■兵庫県――――――――――
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

 ピオレ姫路ヤング館2F
☎079-221-8280

■岡山県――――――――――
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

■広島県――――――――――
㈱井上書店
734-0001 広島市南区出汐1-4-10

☎082-254-5252
丸善　広島店  
730-8540 広島市中区胡町5-22

天満屋八丁堀ビル7F･8F
  ☎082-504-6210

■徳島県――――――――――
久米書店
770-0842 徳島市通町3-12

☎088-623-1334 
久米書店　医大前店
770-0042 徳島市蔵本町2-21

☎088-632-2663 

■愛媛県――――――――――
ジュンク堂書店　松山店
790-0011 松山市千舟町5-7-1

エスパス松山ビル
1F～ 6F 
☎089-915-0075

㈱新丸三書店
790-0924 松山市南久米町525-1

☎089-955-7381

■福岡県――――――――――
㈱九州神陵文庫
812-0044 福岡市博多区千代

4-29-29
☎092-641-5555

ジュンク堂書店　福岡店
810-0041 福岡市中央区大名
 1‒15-1天神西通り
 スクエア1～ 3F

☎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

■大分県――――――――――
明林堂書店　大分本店
870-0007 大分市王子南町35番

☎097-573-3400

■沖縄県――――――――――
ジュンク堂書店　那覇店
900-0013 那覇市牧志1-19-29
　　　　  D-NAHA1F ～ 3F　    
              ☎098-860-7175
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■北海道――――――――――
北海道大学生協書籍部北部店
060-0817 札幌市北区北17条西8

丁目
☎011-747-2182

■岩手県――――――――――
㈲岩手医科大学歯学部売店
020-0021 盛岡市中央通1-3-27

☎019-622-4386
丸善雄松堂㈱ 岩手医科大学
矢巾売店
028-3609  紫波郡矢巾町医大通
 1-1-1

☎019-697-1651

■宮城県――――――――――
東北大学生協星陵購買書籍店
980-0872 仙台市青葉区星陵町

2-1
☎022-275-1093

■福島県――――――――――
㈱ヨシダ 奥羽大学内営業所
963-8611 郡山市富田町字三角

堂31-1中央棟３F
☎024-983-0732 

■埼玉県――――――――――
㈱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

■千葉県――――――――――
㈱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

■東京都――――――――――
㈱モリタ　東京歯科大学水道橋
売店
101-0061 千代田区神田三崎町

2-9-2 鶴屋総合ビル1F
☎03-3265-3833

㈱シラネ千代田書籍
101-8310 千代田区神田駿河台

1-8-13 
日本大学歯学部3号館1F
☎03-3293-9378

㈱田中歯科器械店　日本歯科大学
営業部 附属病院売店
102-8158 千代田区富士見2-3-

16
☎03-3263-9525

㈱田中歯科器械店　日本歯科大学
営業部 生命歯学部売店
102-8159 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
113-8510 文京区湯島1-5-45

☎03-3818-5233

■神奈川県―――――――――
㈱西田書店　鶴見大学二号館売店
230-0063 横浜市鶴見区鶴見

2-1-3 
☎045-572-8995

㈱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

㈱田中歯科器械店　神奈川歯科
大学営業所
238-8580 横須賀市稲岡町82 

☎046-826-1441

■新潟県――――――――――
㈱田中歯科器械店　日本歯科大学
新潟生命歯学部売店
951-8151 新潟市中央区浜浦町

1-8 
☎025-265-0850

㈱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

■長野県――――――――――
㈱モリタ　松本歯科大学売店
399-0781 塩尻市広丘郷原1780 

☎0263-52-4616

■岐阜県――――――――――
㈱ヨシダ　朝日大学内営業所
501-0223 瑞穂市穂積1851  

☎058-326-6610

■大阪府――――――――――
㈱辻井書院　天満橋病院内売店
540-0008 大阪市中央区大手前

1-5-17 
☎06-6910-1500

大阪大学生協本部前店
565-0871 吹田市山田丘2-5

☎06-6878-7953
㈱辻井書院　楠葉売店
573-1121 枚方市楠葉花園町8-1

☎072-856-4337

■広島県――――――――――
広島大学生協ヴィオラショップ
737-0037 広島市南区霞1-2-3

☎082-254-1406

■徳島県――――――――――
徳島大学生協書籍部蔵本店
770-0044 徳島市庄町1-78-1

☎088-633-0691

ヒョーロン・パブリッシャーズ 
大学内売店等
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■福岡県――――――――――
㈱九州神陵文庫　九州歯科大学店
803-0844 北九州市小倉北区真

鶴2-6-1
☎093-571-5453

九州大学生協医系購買書籍店
812-8582 福岡市東区馬出3-1-

1
☎092-651-7134

福岡歯科大学実習器具売店
814-0193 福岡市早良区田村

2-15-1 
☎092-801-0411

■長崎県――――――――――
長崎大学生協歯学部店
852-8102 長崎市坂本1-7-1

☎095-849-7755
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