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●カリオロジー / ペリオドントロジー
クリニカルカリオロジー 

熊谷崇　岡賢二　藤木省三　熊谷ふじ子 著　定価 26,250 円　医歯薬出版

月刊「デンタルハイジーン」別冊　わかる！できる！　実践ペリオドントロジー 
熊谷崇・岡賢二・藤木省三 ほか編著　定価 2,730 円　医歯薬出版

月刊「デンタルハイジーン」別冊　わかる！できる！　実践カリオロジー 
熊谷崇・藤木省三・岡賢二 ほか編著　定価 2,730 円　医歯薬出版

カリエスリスク判定のてびき 
D. ブラッタール　柳澤いづみ　鈴木章　真木吉信 訳　 5,500 円　発売　オーラルケア　発売年月日 1994/10/11

唾液　原著第 3 版　歯と口腔の健康 
渡部茂　監訳　Michael Edgar・Colin Dawes・Denis O Mullane 著　定価 3,990 円　医歯薬出版

カリエスコントロール―脱灰と再石灰化のメカニズム（単行本（ソフトカバー））　 
飯島 洋一（著），熊谷 崇（著）　1999/03　医歯薬出版

リスクに応じた予防歯科学 入門編 
著者：Per Axelsson / 監訳）高江洲義矩　7,350 円（本体 7,000 円，税 350 円）　クインテッセンス出版

う蝕の診断とリスク予測：実践編 
ペル アクセルソン（著）, Per Axelsson（原著）, 高江洲義矩（翻訳）　クインテッセンス出版

●フッ化物関連
フッ化物と口腔保健―WHO のフッ化物応用（WHO technical report series（No.846））  

真木吉信　杉原直樹（1995）1,278 円より　一世出版
口腔保健のためのフッ化物応用ガイドブック 

日本口腔衛生学会フッ素研究部会（1995/11）　3,150 円（税込）口腔保健協会（1995/11）
フッ化物応用と健康―う蝕予防効果と安全性 

日本口腔衛生学会フッ化物応用研究委員会（単行本（ソフトカバー）- 1998/6）3,360 円（税込）口腔保健協会
診療室における効果的なフッ化物応用法 

香川県・浪越歯科医院 / 歯科医師 浪越建男＋歯科衛生士 松尾　定価 7,350 円（本体 7,000 円＋税）　デンタルダイ
ヤモンド社

● 診療所経営
予防歯科の採算フロー　ヘルスケア歯科マネジメント 

編著者　河野正清　定価 5,670 円（本体 5,400 円＋税） 　デンタルダイヤモンド社

ドイツに見る歯科医院経営の未来形　デンタル・エクセレンス 
秋元秀俊（著者）　定価 4,179 円（税込）発売　オーラルケア　発売年月日 2001/11/28



●禁煙支援関連
タバコをやめよう 

石井正敏　4,800 円＋税　砂書房　2000 年 5 月 30 日初版

チェアーサイドの禁煙支援ガイドブック 紫煙から支援へ　あの手この手を楽しみながら 
渡辺 勝 / 長山和枝・著　定価 2,940 円（本体 2,800 円＋税）

●歯科衛生士業務関連
磨け！ DH 輝け！歯科医院―歯科衛生士の活躍で歯科医院がレベルアップ（DENTAL DIAMOND ムック） 

河野 正清（編集），吉田 秀人（編集），渡辺 隆史（編集）　6,825 円（税込）デンタルダイヤモンド社

口腔内写真の撮り方 
熊谷 崇（単行本（ソフトカバー）- 1998/6）　8,925 円（税込）　医歯薬出版

だれでもバッチリ撮れる！　口腔内写真撮影 
監修：中野予防歯科研修会　著者：飯田しのぶ / 山口志穂，3,360 円（本体 3,200 円，税 160 円）クインテッセン
ス出版

■その他関連図書
●地域医療・医療制度

予防医療のマネージメント全記録 
公開ワークショップ実行委員会 編　4,980 円　（株）オーラルケア

明日からできる地域での予防歯科　CD-ROM 付 
地域・幼稚園・学校・企業・診療室で広がるヘルスプロモーションの輪 
NPO 法人ウェルビーイング 編 / 中村譲治　編集代表　定価 4,830 円

●ホームケア，PMTC，3DS，キシリトール
チェアーサイドの 3DS ってなに？　ガイドブック　物理的（PMTC）・化学的 ]3DS プラークコントロールの

How To 
花田信弘，武内博朗　早川浩生　定価：2,940 円（本体 2,800 円＋税）デンタルダイヤモンド社

歯科衛生士さんのための症例で見るオーダーメードの PMTC 
歯科医師 村上 充　歯科衛生士 村上 恵　定価：9,450 円（本体 9,000 円＋税）デンタルダイヤモンド社

今日からはじめる PMTC 
宮崎真至 / 吉田秀人 / 山本達郎　定価 4,620 円（本体 4,400 円＋税）デンタルダイヤモンド社

月刊「歯界展望」MOOK　PMTC 
内山茂・波多野映子・長縄恵美子 著　定価 3,360 円　医歯薬出版



「クイント・ブックレットシリーズ」目的別 PMTC とオーラルケア 
著者：監修）花田信弘 / 編集）武内博朗 / 著者）丸森英史 / 内山茂 / 豊島義博 / 田上順次 / 吉山昌宏 / 宮崎真至 / 日野
浦光　ほか　7,140 円（本体 6,800 円，税 340 円）　クインテッセンス出版

ワンランクアップ・PMTC（別冊歯科衛生士） 
伊藤 公一 , 土屋 和子 , 安生 朝子 , 村上 恵子　3,360 円（税込）　クインテッセンス出版

歯医者さんを知ろう！！－歯医者さんと患者さんとのコミュニケーションツール－ 
著者：田中秀樹 / 水上哲也 / 安東俊夫 / 徳永哲彦 / 竹田博文 / 泥谷高博 / 堤　春比古 / 荒木秀文 
4,725 円（本体 4,500 円，税 225 円）　クインテッセンス出版

プラークコントロールのためのホームケア指導　口腔リスクとライフステージに応じた最新処方 
著者：監著）荒川浩久 / 著者）遠藤圭子 / 川口陽子 / 品田佳世子 / 武井典子 / 土屋和子 / 平田幸夫 / 山口千緒里 
4,515 円（本体 4,300 円，税 215 円）　クインテッセンス出版

楽しさ 100 倍！保健指導　心が動けば体も動く 
著者：下野　勉＝監修 / 岡崎好秀　6,300 円（本体 6,000 円，税 300 円）　クインテッセンス出版

知っておきたいキシリトール 
カウコ・マッキネン　村松いづみ，鈴木章 訳　6,500 円　オーラルケア

歯を守る甘味料 
高添一郎ほか　3,980 円　オーラルケア

●カリオロジー
むし歯 0 に導く再石灰化療法　再石灰化療法で初期う蝕を健全に！ 

飯島洋一　DHstyle 2008 年 6 月号　デンタルダイヤモンド社

新・う蝕の科学 
浜田茂幸・大嶋隆 編　定価 8,400 円　医歯薬出版

唾液機能評価を歯科臨床に活かす 
定価 1,995 円　歯界展望　110 巻 1 号　医歯薬出版

●その他
予防歯科導入と展開のキーポイント　わかる！使える！予防診療実践の手引き書 

景山正登・高橋正光・薮下雅樹・滝川雅之　定価：4,620 円（本体 4,400 円＋税）デンタルダイヤモンド社

「いいかげん」が好い加減　ヘルスプロモーション型予防歯科の楽しさを伝える 
高橋伸冶 編著　定価：2,100 円（本体 2,000 円＋税）デンタルダイヤモンド社

明日からできる　診療室での予防歯科 
福岡予防歯科研究会 編　定価 3,675 円　医歯薬出版



月刊「デンタルハイジーン」別冊　これだけは身につけたい　診療室のベーシックワーク 
浦口昌秀・遊佐典子・品田和美 ほか編　定価 2,940 円

実践予防歯科 
予防歯科臨床教育協議会 編　定価 9,975 円　医歯薬出版

月刊「デンタルハイジーン」別冊　ミニマルインターベンションによるカリエスコントロール 
福島正義・日野浦光 編　定価 2,940 円　医歯薬出版

予防歯科実践ハンドブック 
竹原直道　編集代表 / 雫石聰・宮𥔎秀夫・新庄文明・森田学 編　定価 5,775 円　医歯薬出版

科学的根拠に基づいた 予防歯科 Year Book 2006-2007 －あなたの笑顔が見たいから－ 
6,825 円（本体 6,500 円，税 325 円）　著者：編者）花田信弘 / 豊島義博　クインテッセンス出版

カラーアトラス プラークコントロールと歯周病 
著者：Jukka Ainamo ＝著 / 山岡 昭＝監修 / 松本 健 / 高木哲郎＝共訳　19,880 円（本体 18,933 円，税 947 円）　
クインテッセンス出版

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（単行本） 
岩渕龍正（著）月刊デンタルダイヤモンド 2006 年 4 月号　4,515 円（税込）デンタルダイヤモンド社

ヘルスケア歯科診療室発　予防歯科のすぐれもの　17 ＋α　ツールが診療を変える！ 
定価：5,880 円（本体 5,600 円＋税）デンタルダイヤモンド社

臨床の達人 4　熊谷 崇　はじめに予防ありき　EVIDENCE BASED PREVENTIVE DENTISTRY 
定価：7,140 円（本体 6,800 円＋税）デンタルダイヤモンド社


