
まずはここから!歯科臨床

卒後5年を支えるスタートガイド

医歯薬出版　ご注文承り書

問診・資料採得

（　　　）冊

（　　　）冊注文コード
446310

（　　　）冊注文コード
458520

（　　　）冊

（　　　）冊注文コード
445630（　　　）冊注文コード

445590

根管治療 注文コード
446330

抜歯

（　　　）冊

（　　　）冊注文コード
446300

単冠補綴 注文コード
446320

● お名前

● TEL

● ご住所（〒　　　　-　　　　）

ご指定納入店名● 納入店ご指定希望 ● 直送希望
※納入店のご指定の場合
　手数料はかかりません．

2つの方法から
お選びください．

※ ②の後払いの請求書は
 (株)ネットプロテクションズ
 から別送となります．

新臨床研修歯科医ハンドブック 令和2年度 診療報酬改定対応版

月刊 歯界展望　2021年（　　　　月号）　　　

Q & A 若い歯科医師の疑問に答えます
① 代引　450円

② 後払い400円※   （ ）

★必要事項をご記入のうえ， にご送信ください．★弊社ホームページhttps://www.ishiyaku.co.jp/からもご注文いただけます．

シリーズ第１弾 発刊 !!

■ A5判／88頁／カラー　
■ 定価 3,960円
　（本体 3,600円＋税10％）
ISBN978-4-263-44630-0
注文コード：446300

奥村昌泰　著／藤本　博　監修

抜歯

■ A5判／72頁／カラー　
■ 定価 3,960円
　（本体 3,600円＋税10％）
ISBN978-4-263-44631-7
注文コード：446310

國﨑貴裕　著／藤本　博　監修

問診・資料採得

■ A5判／80頁／カラー　
■ 定価 3,960円
　（本体 3,600円＋税10％）
ISBN978-4-263-44632-4
注文コード：446320

今泉康一　著／藤本　博　監修

単冠補綴

■ A5判／80頁／カラー　
■ 定価 3,960円
　（本体 3,600円＋税10％）
ISBN978-4-263-44633-1
注文コード：446330

佐伯　剛　著／藤本　博　監修

根管治療

新 歯科臨床シリーズ

■5 う蝕処置 　　　■6 歯周治療 　　　■7 欠損補綴2022年3月　シリーズ刊行予定!

卒後1
～5年の若

手歯科医師を強力バックアップ!!卒後1
～5年の若

手歯科医師を強力バックアップ!!

臨床研修歯科医ハンドブック

よりよい歯科医療を探究する医療人のための

若い歯科医師の疑問に答えます

 キホンのキホン，
誰に聞けばいいの？

■ A4判変型／408頁／カラー　■ 定価 15,400円（本体 14,000円＋税10％）　ISBN978-4-263-45852-5

■ B5判／176頁／カラー　
■ 定価 7,700円
　（本体 7,000円＋税10％）
ISBN978-4-263-44559-4

■ B5判／176頁／カラー　
■ 定価 7,700円
　（本体 7,000円＋税10％）
ISBN978-4-263-44563-1

廣藤卓雄・粟野秀慈　監修

武藤晋也　監修

臨床研修歯科医　診療参加型臨床実習に参加する学生，必携！
歯科医師として必要な知識・手技を完全網羅．おもな臨床処置についてはカルテの書き方も明示．
WEB動画付．わかりにくい手技のコツや流れをより実践的に理解できます．

今さら聞けない！でも知っておきた
い！ そんな“疑問”にも明快に回答！
あらたに毎日の日常臨床のなかで直
面する “今さら聞けない！ でも知っ
ておきたい疑問” も精選し，診療科
目ごとに整理し，各分野を専門とす
る執筆陣が明快に回答．

新
診療報酬改定対応版

Q&A

1 2

21若手歯科医師信頼の座右の2冊

令和　　  年度2

総合臨床・学術情報誌

定期のご購読をおすすめします！
■ A4判変型／208頁／カラー　■ 年間：通常号12冊， 別冊2冊発行
■  通常号　定価 2,970円（本体2,700円+税10％）　
 別　冊　定価 6,930円（本体6,300円+税10％）
※直送の場合は別途送料2,672円がかかります．

● 高い信頼と定評ある誌面づくり，最新情報も充実!
● 「臨床に役立つ」記事が満載 !
● 若手歯科医師の悩みを解決 !

そんなあなたにとっての
お助け “歯科臨床スタートガイド” が勢揃い！
ワンランク上の歯科医師を目指すためにも，
ここから始めるまず一歩!!

関連書籍のご案内



 1. 抜歯の原因　
 2. 抜歯と全身疾患
 3. X 線写真の重要性
 4. 麻酔の基礎知識
 5. 抜歯器具
 6. 抜歯に必要なテクニック
 7. 歯種別・抜歯症例
 8. その他，各種抜歯
 9. 投薬について
 10. 抜歯の偶発症
 11. おわりに

抜歯

CONTENTS 

 1. はじめに
 2. 支台築造
 3. 支台歯形成に必要な器具
 4. 支台歯形成時の基本姿勢
 5. 支台歯形態と形成の基本的な
  ルール
 6. 支台歯形成の手順
 7. テンポラリークラウン
 8. 印象採得
 9. 咬合採得
 10. 石膏模型
 11. 技工作業の流れ
 12. クラウンの調整
 13. セメント合着
 14. おわりに

単冠補綴 支台歯形成，印象採得から
咬合調整までの一連の流れの
なかで，キーポイントを
わかりやすく解説．

CONTENTS 

根管治療

CONTENTS 

 1. はじめに
 2. 問診のイロハ
 3. 問診時に注意すべき全身状態
 4. 資料採得の重要性
 5. 資料の種類
 6. 資料採得の方法，読み方① 口腔内写真
 7. 資料採得の方法，読み方② パノラマX 線写真
 8. 資料採得の方法，読み方③ デンタルX 線写真
 9. 資料採得の方法，読み方④ CT
 10. 資料採得の方法，読み方⑤
 11. 資料採得の方法，読み方⑥
 12. 口腔内を診て，資料計画の立案に必要な
  資料を考えてみよう！
 13. ケースプレゼンテーション
 14. おわりに

 1. 診査，診断の概要
 2. 診査の実際
 3. 診断の実際
 4. 麻酔
 5. 根管形成
 6. 根管洗浄
 7. 貼薬
 8. 仮封
 9. 根管充填
 10. 応急処置
 11. 外科的歯内療法（根管治療）
 12. 術後疼痛
 13. おわりに

問診・資料採得

CONTENTS 

■ A5判／88頁／カラー　
■ 定価 3,960円（本体 3,600円＋税10％）
ISBN978-4-263-44630-0　
注文コード：446300

■ A5判／72頁／カラー　
■ 定価 3,960円（本体 3,600円＋税10％）
ISBN978-4-263-44631-7
注文コード：446310

■ A5判／80頁／カラー　
■ 定価 3,960円（本体 3,600円＋税10％）
ISBN978-4-263-44632-4
注文コード：446320

■ A5判／80頁／カラー　
■ 定価 3,960円（本体 3,600円＋税10％）
ISBN978-4-263-44633-1
注文コード：446330

抜歯する，しないの
判断基準から
麻酔の基礎知識，
抜歯手技までを解説．

安易な根管治療を
回避するための
知識と技術を解説し，
できる限り歯髄を
保存することを
目指した1冊．

・縫合
治癒の状態は縫合に左右されます．
歯肉弁に対して直角に針を刺入す
る，針が進む方向は針の彎曲に合わ
せれば，理想的な治癒方向に！

・残根分割抜歯
残根に対していきなり挺子を用いる
のはNG．術野の明示こそが処置を
短時間で終える最大の近道です！

・支台歯形成
支台歯形成では支台歯の正しい形をイメージできることが最も重要で，ゴールの形が
イメージできていれば形成の効率も上がります．まずは形成のルールに則った支台歯
の正しい形をイメージできるようにしましょう！

・応急処置
抜髄が必要であるような強い痛みを訴える急
患に対して時間が確保できない場合，どこま
での処置を行うと良いのかを解説．

・作業長の決定
作業長の決め方を理解できていない
方は意外と多いです．
根尖の解剖と電気的根管長測定器の
特性を理解すると作業長を理屈で決
定できます！

・Point!    
　こんな時どうする？
診療における「患者あるある」
への対応について解説．
慌てず毅然とした態度で対応で
きるヒントが書かれています．

・口腔内を診て治療計画の立案に
　必要な資料を考えてみよう！
なぜこのような状況になったの
か，このままだと今後はどうなっ
ていくのか？を考えることがとて
も大切．この項目はそのトレーニ
ングになります．

初診患者から得るべき
情報の整理，
応急処置とその後の対応，
注意すべき服薬・
全身疾患について解説．
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