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■この『歯科総合図書目録』は 2021 年７月現在の小社出版物を、
　分野別に収録しております。
■書籍のご注文は、歯科材料店、書店、または小社商品センター
　（TEL：075-415-7280 ／ FAX：075-415-7290）にお願いいたします。
　また下記ホームページにて、直接販売も承っております。
　URL：https://www.nagasueshoten.co.jp
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新刊

保護者のギモンと治療のきほん

もっと知りたい小児歯科
編著：内川喜盛

子どもの歯並びなどのよくある疑問やよくみられる疾患に
ついて、多くの写真とイラストでポイントをわかりやすく解説。
やさしく患者さんとコミュニケーションがとれるQ&Aも豊
富に盛り込み、コンパクトにまとめた歯科医院必携の１冊。

ISBN 978-4-8160-1396-6　B5 判　104 頁　2021　定価 5,940 円（10％税込）

お口・歯のあいうえお
編著：山本宏治 
著：中川豪晴　作 誠太郎　中塚稔之 
　　髙田良彦　山本範子

体全体の健康維持には、お口の管理も重要になってきま
す。体全体の健康管理を視野に入れたお口に関する病気、
予防法などを一般の方にも理解できるように、わかりやす
い文章を使い解説。
お口に関する項目を「あ・い・う・え・お」順に並べて
います。どの項目も短くまとめていますので、はじめか
ら順番に読むのではなく、興味のある項目から読むこと
ができます。
総数2７７項目について解説！

ISBN 978-4-8160-1395-9　A5 判　192 頁　2021　定価 2,200 円（10％税込）
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新刊

イラストでわかる歯科医学の基礎 第４版

監修：村上秀明　西村 康　天野 修

・人のからだの構造や働き、口腔の機能や病気の成り立ち
など、難解な分野をイラスト・図表を用いて視覚的に理解
しやすく編集したオールカラーテキストの第４版。
・歯科衛生士教育に求められる歯科医学　基礎分野の情
報を過不足なく学習できる構成に再編成し、全章をアップ
デート！
・本改訂では、用語の定義を明解に記し、索引から学び
やすい構成に。

・イラストは構造を理解し、重要なポイントが一目でわか
るよう再編。もっと「わかる」を目指した最新版！

ISBN 978-4-8160-1393-5　B5 判　312 頁　2021　定価 4,620 円（10％税込）

ワンランクアップする治療の質と信頼度

補綴は検査でかわる！
編著：市川哲雄

歯科医師、患者、どちらにもよりよい治療を納得して進め
るための治療前後の診察・検査について、方法や手順、
必要な器具をまとめた１冊。
認定医・専門医を目指す人はもちろん、日常の臨床へ取
り込みやすいよう複数の方法や器具が提示されており、適
用される保険点数についても記載。
治療の信頼性を高め、患者満足度もさらに上がる、まさに

「治療がかわる検査」が詰まっている。

ISBN 978-4-8160-1394-2　A4 変形判　160 頁　2021　定価 7,700 円（10％税込）
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目で見る総義歯臨床 第２版

監修：櫻井 薫　　編集・執筆：上田貴之
企画協力：宮地建夫　鈴木 尚

・難しいとの声が多い総義歯臨床を精緻なイラストと豊富
な写真でわかりやすくまとめた一冊。
・口腔内組織や無歯顎の印象採得、咬合調整など、総義
歯製作に欠かせない工程を整理。ポイントを視覚的に見
やすくまとめているので、知りたいことがすぐ見つかる。

・第2版では新たに、視診や触診、模型検査、咀嚼機能
検査など診察の際の基本的な確認事項を付け加えたほか、
歯肉形成や人工歯排列の解説を追加するなど、より充実
した内容となっている。

ISBN 978-4-8160-1392-8　A4 判　160 頁　2021　定価 8,250 円（10％税込）

「人生 100 年時代」のインプラント治療の考えかた
編著：窪木拓男　鈴木秀典

インプラントは、死の直前まで患者さんの役に立ち、終末
期にも邪魔にならずにすむ可能性があります。患者さんの
外来通院が難しくなり、要支援・要介護状態になった場合
に、どのように予見しどういった対応ができるのでしょうか。
長期症例も交えながら、在宅・施設への訪問診療、メイ
ンテナンスから考える上部構造、IOD・IARPDの具
体例、ミニインプラントなどの活用例、手術にともなう全身・
外科関連の注意など、さまざまな切り口から「人生１00
年時代」のインプラント治療に不可欠な知見が丸ごと詰
まった１冊。

ISBN 978-4-8160-1390-4　A4 判　96 頁　2021　定価 8,580 円（10％税込）
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新刊新刊

歯の解剖学と歯型彫刻法
編著：菊池憲一郎　影山幾男　春原正隆

写真や図を多く取り入れ、説明文もできるだけ簡潔な箇条
書きにすることで、歯の解剖学に苦手意識のある方や初心
者にも理解しやすいようにした最新テキスト。
歯の解剖学（知識編）と歯型彫刻法（実習編）の2部で
構成。歯の解剖学（知識編）では、解剖学の基礎知識に
重点をおき、多くの写真を掲載、実際の歯では分かりに
くい部分は模式図で表した。歯型彫刻法（実習編）では、
造形の作製ステップを鮮明で分かりやすい模式図で表し、
歯種の特徴をまとめた「POINT」を設けるなど、ビジュ
アル的に理解できるよう工夫した。

ISBN 978-4-8160-1389-8　B5 判　200 頁　2021　定価 7,150 円（10％税込）

冠橋義歯補綴学テキスト 第４版

編集委員：石神元　　魚島勝美　江草 宏　  越智守生 
柏木宏介　木本克彦　窪木拓男　五味治徳　小見山道 
近藤尚知　澤瀬 隆　  関根秀志　中本哲自　羽鳥弘毅 
馬場一美　藤澤政紀　松香芳三　松村英雄　南 弘之　 
山口泰彦

冠橋義歯補綴学の最新の理論の学習書、また、国試対策
として一層わかりやすく、理解しやすいテキストを目指し、
全章をアップデートした好評テキスト第４版。当該分野の
進歩に伴い、日本で広く普及し臨床的にも有用性の高い
技法、材料などについて、遅滞なく収載。第４版改訂に
あたり、情報を更新し、歯学教育モデルコアカリキュラム、
改訂された歯科医師国家試験出題基準に対応。

ISBN 978-4-8160-1388-1　B5 判　288 頁　2021　定価 9,900 円（10％税込）
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有病者歯科学 第２版

編集：一般社団法人 日本有病者歯科医療学会 
監修：今井 裕　岩渕博史 
編集委員：石垣佳希　小笠原正　近藤壽郎　坂下英明　柴原孝彦 
　渋谷鑛　白川正順　砂田勝久　髙井良招　冨永和宏　藤井一維

日本有病者歯科医療学会の総力を挙げて編集・執筆した
「有病者歯科学」の成書であり、学会の認定医テキスト。
改訂にあたり最新の知見をもとにアップデートした。歯科
医師をはじめ、有病者歯科医療にかかわる専門職全ての
方に日々の臨床に役立つ情報を満載。また、歯科学生や
卒後教育の指針になる情報を集約。医学的知識の単なる
羅列でなく、根拠を示し適切な治療の手順が理解可能に
なる構成とした。

ISBN 978-4-8160-1386-7　B5 判　304 頁　2021　定価 9,900 円（10％税込）

臨床歯科麻酔学 第6版

編集委員：丹羽 均　入舩正浩　小長谷光　澁谷 徹

歯科麻酔学の卒前教育に必要な範囲を中心にわかりや
すく解説しています。歯科医師国家試験、共用試験歯
学系CBTのキーワードとともに重要項目の確認ができ
ます。
・歯科医師国家試験に関連する項目・単語をワンポイ
ントとして掲載。キーワードとともに重要項目の確認
ができます。
・第6版改訂にあたり、全体的に情報のアップデート
を行っています。

ISBN 978-4-8160-1387-4　B5 判　272 頁　2021　定価 8,250 円（10％税込）
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新刊新刊

イラストと写真でわかる歯科材料の基礎 第4版

監著：竹澤保政　　編集：渡邉美里

歯科衛生士の人気テキスト第４版！ より理解しやすく、材料
の重要なポイントを把握しやすいよう編集された待望の最新版。
材料の使用手順を把握しやすい豊富な写真とフルカラーのイラ
ストにより掲載。歯科衛生士養成学校の教科書・サブテキスト
として最適！ 項目ごとの重要なポイントをまとめた「要点」を
通して理解を深め、章ごとの確認問題を解くことにより、ステッ
プを踏んで確実に知識を身につけることができる。
第４版では、「純チタン2種」の項目等を追加。また、「リグロス」

「炭酸アパタイト」など新しい材料の情報や「石膏の種類の分
類」「エッチング剤の種類」等をアップデートし、教育、臨床
現場のニーズをより反映させた。

臨床での歯科材料の使用の実際など、本書に関連する動画を
閲覧できる特設サイトのQRコード付き。

ISBN 978-4-8160-1385-0　B5 判　224 頁　2021　定価 4,180 円（10％税込）

歯科衛生士講座

歯周病学 第５版

編集主幹：沼部幸博　　齋藤 淳　  梅田 誠 
編集委員：石井里加子　佐藤陽子　野村正子

歯科衛生士免許の取得を目指している方々の知識・技能・
態度向上に役立ち、また臨床現場で活躍されている歯科
衛生士さんにとって、知識の整理・確認につながる一冊。
歯科衛生士への復職を考えている方々にとっても、歯周病
学の再履修と、現在の臨床現場の現状把握に応用できま
す。卒前教育の教育現場だけでなく、臨床現場での指南
書としての利用にも対応させています。改訂にあたり、ここ
数年で新しくなった知見や、最新情報を盛り込みました。

ISBN 978-4-8160-1382-9　B5 判　256 頁　2021　定価 3,850 円（10％税込）
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有床義歯補綴学
編集主幹：山下秀一郎 
編集委員： 大川周治　佐々木啓一　武部 純 

馬場一美　水口俊介

教育現場のニーズに応え、「全部床義歯」と「部分
床義歯」の内容を一冊に収載、それぞれの特徴や
違いが比較できるよう、視覚的にも分かりやすく色分
けしてまとめられている。義歯の分類や構成、設計
の手順、装着後の状態など写真・イラストを多数配
置。歯科医師国家試験出題基準と歯学教育モデル・
コア・カリキュラムに対応できる内容となっている。

ISBN 978-4-8160-1383-6　B5 判　344 頁　2021　定価 9,900 円（10％税込）

解説と例題でわかる

歯科放射線テキスト
編集主幹：勝又明敏　浅海淳一　田口 明　森本泰宏 
編集委員： 有地淑子　飯久保正弘　五十嵐千浪 

小椋一朗　香川豊宏　　鬼頭慎司　⻆ 忠輝 
田中良一　本田和也　　四井資隆

国家試験出題基準に沿った目次構成で「歯科放射
線分野」をわかりやすく学習できるテキスト。
箇条書きでポイントが絞りやすく、赤シートで色文
字になった重要語句を消しながら何度も読み進めら
れるので、自然に頭に入ってくる。国家試験過去問
やオリジナル問題を解説つきで 175 題掲載。

ISBN 978-4-8160-1384-3　B5 判　256 頁　2021　定価 7,700 円（10％税込）
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歯科学生教科書

口腔インプラント学実習書　第 2 版
編：公益社団法人 日本口腔インプラント学会
ISBN 978-4-8160-1380-5　A4 判　92 頁　2020　定価 6,600 円（10％税込）

第 5 版
エンドドンティクス
編集主幹：興地隆史　石井信之　小木曽文内
ISBN 978-4-8160-1340-9　B5 判　288 頁　2018　定価 9,900 円（10％税込）

第 2 版　口腔内科学
編集主幹：山根源之　草間幹夫　久保田英朗　中村誠司 
編集委員：片倉 朗　  北川善政　里村一人
ISBN 978-4-8160-1372-0　B5 判　656 頁　2020　定価 19,800 円（10％税込）

ポイントがよくわかる
シンプル歯科薬理学　第２版
編集委員：大浦 清　兼松 隆　戸苅彰史　二藤 彰
ISBN 978-4-8160-1364-5　B5 判　184 頁　2017　定価 6,930 円（10％税込）

SIMPLE TEXT
口腔外科の疾患と治療　第 5 版
編集主幹：栗田賢一　覚道健治 
編集委員：柴田考典　里見貴史　池邉哲郎
ISBN978-4-8160-1361-4　B5 判　600 頁　2019　定価 14,300 円（10％税込）

ザ・ペリオドントロジー
第 3 版
編集主幹：沼部幸博　梅田 誠　齋藤 淳　山本松男
ISBN 978-4-8160-1358-4　B5 判　320 頁　2019　定価 9,900 円（10％税込）

第 2 版　小児歯科学　（ベーシックテキスト＆クリニカルテキスト）　全 2 冊セット
編集主幹：新谷誠康 
編集委員：有田憲司　木本茂成　齊藤正人　島村和宏　関本恒夫
ISBN 978-4-8160-1360-7　B5 判　448 頁／ 128 頁　2019　定価 18,700 円（10％税込）
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歯科学生教科書

基礎から臨床まで 図解　歯周治療プラクティスマニュアル
Periodontal Therapy 5th Edition
編集：五味一博
ISBN 978-4-8160-1345-4　A4 判　176 頁　2018　定価 11,000 円（10％税込）

第２版　病理学総論にもとづく
口腔病理学
編集主幹：井上 孝　田中昭男　長谷川博雅
ISBN 978-4-8160-1336-2　B5 判　216 頁　2018　定価 8,800 円（10％税込）

よくわかる高齢者歯科学
編集主幹：佐藤裕二　植田耕一郎　菊谷 武 
編集委員：小笠原正　小見山道　　髙井良招　竹島 浩　戸原 玄　内藤 徹
ISBN 978-4-8160-1339-3　B5 判　256 頁　2018　定価 9,350 円（10％税込）

法歯科医学　基礎知識から臨床・災害時の対応まで
監修：髙橋雅典 
編集：都築民幸　山田良広　櫻田宏一
ISBN 978-4-8160-1333-1　B5 判　232 頁　2017　定価 8,800 円（10％税込）

第五版
保存修復学 21
監修：田上順次　奈良陽一郎　山本一世　斎藤隆史
ISBN 978-4-8160-1321-8　B5 判　352 頁　2017　定価 9,900 円（10％税込）



― 3 ―

インプラント

インプラントの長期的な成功を求めて
NPO 法人 埼玉インプラント研究会（SIA）40 周年記念誌
編：NPO 法人 埼玉インプラント研究会
ISBN 978-4-8160-1370-6　A4 判上製　216 頁　2019　定価 8,800 円（10％税込）

Case Based Learning　画像診断に学ぶ
難易度別口腔インプラント治療
編集：金田 隆 
著　：阿部伸一　金田 隆　矢島安朝　加藤仁夫　月岡庸之
ISBN 978-4-8160-1276-1　A4 判　152 頁　2014　定価 9,350 円（10％税込）

基礎から学ぶ　歯槽頂アプローチによる
上顎洞挙上手術の原理と法則
著：室木俊美
ISBN 978-4-8160-1275-4　A4 判　128 頁　2014　定価 12,100 円（10％税込）　DVD 付

新インプラント周囲炎へのアプローチ
編著：和泉雄一　児玉利朗　松井孝道
ISBN 978-4-8160-1220-4　A4 判　160 頁　2010　定価 9,350 円（10％税込）

インプラントのトラブルシューティング　―困った時に即解決―
編著：矢島安朝　中川洋一 
著　：荒瀧友彦　伊藤太一　武田孝之　野口いづみ　古谷義隆　本間慎也
ISBN 978-4-8160-1201-3　A4 判　136 頁　2009　定価 9,350 円（10％税込）
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歯科補綴

パーシャルデンチャー・オーバーデンチャーを活かす
31 の Q&A ー患者さんにも説明できる戦略的補綴治療ー
著：前田芳信　権田知也
ISBN 978-4-8160-1379-9　A4 判　192 頁　2020　定価 8,800 円（10％税込）

プロソドンティクス　第Ⅲ巻
無歯顎の治療・顎顔面欠損の治療
シリーズ編集委員：古谷野潔　前田芳信　松村英雄　矢谷博文 
第Ⅲ巻　責任編集：古谷野潔
ISBN 978-4-8160-1373-7　A4 判　272 頁　2020　定価 8,250 円（10％税込）

らくらくお口のケア
義歯ケア事典
編　：日本義歯ケア学会 
監修：濱田泰三　水口俊介
ISBN 978-4-8160-1351-5　B5 判　144 頁　2018　定価 5,500 円（10％税込）

困ったときに SEOAP で解決
有床義歯トラブルシューティング
編集：河相安彦　水口俊介　大久保力廣　横山敦郎
ISBN 978-4-8160-1337-9　A4 判　152 頁　2018　定価 9,350 円（10％税込）

増補版 複製義歯
―慣れた義歯こそ高齢者の求める義歯―
著：濱田泰三　市川哲雄
ISBN 978-4-8160-1330-0　B5 判　128 頁　2017　定価 6,600 円（10％税込）

今、知りたい　成功する CAD/CAM　―保険診療から自費診療まで―
著： 末瀬一彦　須崎 明　前川清和　宮崎 隆　堀田康弘　片岡 有　山崎 治 

長谷川彰人　六人部慶彦　坂上大吾　関錦二郎　枝川智之
ISBN 978-4-8160-1302-7　A4 判　158 頁　2016　定価 5,500 円（10％税込）

美しい撤去
安心・安全で効率的な理論とコツ
著：佐藤裕二
ISBN 978-4-8160-1293-8　A4 判　80 頁　2016　定価 6,600 円（10％税込）
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歯科補綴

パーシャルデンチャーを変える リーゲル
―適用範囲の広いスギナカ・リーゲルのすべて―
著：杉中功一
ISBN 978-4-8160-1249-5　A4 判　160 頁　2013　定価 8,360 円（10％税込）

教科書にのせたい義歯診療のコツ
― Q & A で学ぶ臨床ヒント集―
著：佐藤裕二
ISBN 978-4-8160-1247-1　A4 判　112 頁　2012　定価 7,700 円（10％税込）

プロソドンティクス　第Ⅰ巻
総論：咬合・咀嚼障害の診断と治療／歯質欠損の治療
第Ⅰ巻 責任編集：矢谷博文　松村英雄
ISBN 978-4-8160-1236-5　A4 判　324 頁　2012　定価 9,900 円（10％税込）

歯のかたち
初学者のための基礎と演習
編集：磯川桂太郎　松村英雄　宮島力也
ISBN 978-4-8160-1166-5　B5 判　232 頁　2006　定価 5,720 円（10％税込）

保存修復

落ちない接着
その理論と臨床的ストラテジー
編著：宮崎真至
ISBN 978-4-8160-1317-1　A4 判　176 頁　2017　定価 6,050 円（10％税込）

う蝕治療ガイドライン　第２版
編：特定非営利活動法人 日本歯科保存学会
ISBN 978-4-8160-1292-1　B5 判　136 頁　2015　定価 4,950 円（10％税込）
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歯周治療

ラタイチャーク　カラーアトラス歯周病学　第 3 版
著：Herbert F.Wolf　Edith M.&Klaus H.Rateitschak 
訳：日本臨床歯周病学会 
総監訳：加藤 熈　大口弘和
ISBN 978-4-8160-1196-2　A4 判上製　532 頁　2008　定価 40,700 円（10％税込）

歯内療法

歯内療法診療ガイドライン
編：一般社団法人 日本歯内療法学会
ISBN 978-4-8160-1378-2　B5 判　64 頁　2020　定価 3,300 円（10％税込）

Decision Making of the Compromised Teeth
―患者利益から見る抜歯基準と治療介入―
監修：石井 宏
ISBN 978-4-8160-1334-8　A4 判上製　148 頁　2018　定価 13,200 円（10％税込）

エンドドンティクス 21
歯内療法カラーアトラス
編集主幹：須田英明 
編著：恵比須繁之　川崎孝一　中村 洋　林 善彦　前田勝正
ISBN 978-4-8160-1197-9　B5 判　200 頁　2008　定価 6,270 円（10％税込）
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顎関節症

新編 顎関節症　改訂版
編：一般社団法人 日本顎関節学会
ISBN 978-4-8160-1350-8　B5 判　224 頁　2018　定価 7,370 円（10％税込）

これで解決！顎関節症はこうして治す
すぐできる診断法と治療の実際　―運動療法・スプリント療法臨床編―
著：田口 望
ISBN 978-4-8160-1235-8　B5 判　160 頁　2012　定価 8,360 円（10％税込）

顎関節症はこうして治す
―運動療法・スプリント療法入門―
著：田口 望
ISBN 978-4-8160-1186-3　B5 判　148 頁　2007　定価 7,150 円（10％税込）

口腔外科／口腔診断

口と顎の病気いろいろ
編著：古森孝英
ISBN 978-4-8160-1363-8　B5 判　240 頁　2019　定価円 9,350（10％税込）

改訂版　日常の口腔外科
病診連携 SMART & SMOOTH
編著：古森孝英
ISBN 978-4-8160-1341-6　B5 判　320 頁　2018　定価 9,350 円（10％税込）

顎骨再生と保全を目指した
顎顔面美容口腔外科治療
監著：奥寺 元 
編　：東京形成歯科研究会
ISBN 978-4-8160-1246-4　A4 判上製　94 頁　2012　定価 13,200 円（10％税込）
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改訂版
口腔顎顔面疾患カラーアトラス
監修：道 健一 
編集：佐藤 廣　白数力也　又賀 泉　道 健一　山根源之
ISBN 978-4-8160-1242-6　B5 判　252 頁　2012　定価 9,900 円（10％税込）

歯科医師のための口腔顔面痛ハンドブック
その痛みにこの処方
監修：仲西 修 
編集：椎葉俊司
ISBN 978-4-8160-1190-0　A5 判　108 頁　2008　定価 3,850 円（10％税込）

麻酔／全身管理

ヒヤリ・ハット　こんなときどうする？
歯科治療時の救急テクニック①　第２版
編著：椙山加綱
ISBN 978-4-8160-1229-7　B5 判　160 頁　2011　定価 3,520 円（10％税込）

ヒヤリ・ハット　こんなときどうする？
歯科治療時の救急テクニック②
編著：椙山加綱
ISBN 978-4-8160-1149-8　B5 判　176 頁　2005　定価 3,850 円（10％税込）

放射線

Case Based Review　画像診断に強くなる
顎口腔領域の疾患　読影ポイントから病理診断，治療方針まで
編著：金田 隆　久山佳代
ISBN 978-4-8160-1324-9　A4 判　296 頁　2017　定価 9,900 円（10％税込）
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小児歯科

こんな子 来たらどうするの？
―顎骨の成長発達を考えよう
編著：竹澤保政 
著　：小泉龍矢　太田和宏　江本 元　島崎盾詩
ISBN 978-4-8160-1287-7　A4 判　144 頁　2015　定価 9,350 円（10％税込）

歯科矯正

Bennett・McLaughlin　矯正治療メカニクスの基本
著　：John C. Bennett　Richard P. McLaughlin 
監訳：渡辺和也　二宮 隆　古賀正忠
ISBN 978 - 4-8160-1282-2　A4 判上製　296 頁　2015　定価 27,500 円（10％税込）

矯正歯科治療トラブルシューティング
著：保田好隆
ISBN 978-4-8160-1278-5　A4 判　96 頁　2014　定価 8,250 円（10％税込）

ストレートワイヤーエッジワイズシステム
―McLaughlin システムのエッセンスと症例―
監修：古賀正忠　Richard P. McLaughlin
ISBN 978-4-8160-1272-3　A4 判上製　264 頁　2014　定価 19,800 円（10％税込）

アンカースクリューを用いた新しい MTM 矯正
ここまで変わる補綴前矯正
著　：Hyo-Sang Park 
監訳：加治初彦
ISBN 978-4-8160-1248-8　A4 判上製　182 頁　2012　定価 13,200 円（10％税込）

GP のための　成功する
マウスピース矯正導入マニュアル
編著： 大多良俊光　杉山晶二　Kimi S. Caswell　小玉晃平　五十嵐祐二
ISBN 978-4-8160-1234-1　A4 判　128 頁　2011　定価 8,800 円（10％税込）
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高齢者歯科／障害者歯科

障害者の歯科治療　臨床編
編：一般社団法人 日本障害者歯科学会
ISBN 978-4-8160-1352-2　A4 判　160 頁　2018　定価 8,800 円（10％税込）

新訂版　知りたいことがすぐわかる
高齢者歯科医療　―歯科医療につながる医学知識―
編集：小谷順一郎　砂田勝久
ISBN 978-4-8160-1323-2　B5 判　264 頁　2017　定価 9,900 円（10％税込）

介護の味方　これからはじめる
認知症高齢者の口腔ケア
監修：植松 宏 
編著：渡邉 誠　森戸光彦　植田耕一郎
ISBN 978-4-8160-1202-0　B5 判　100 頁　2009　定価 2,750 円（10％税込）

訪問歯科

最期まで診る歯科医院をつくろう !
感動する訪問歯科診療への第一歩
著：寺本浩平
ISBN 978-4-8160-1381-2　B5 判　104 頁　2020　定価 5,500 円（10％税込）

在宅歯科医療 まるごとガイド
著：菅 武雄
ISBN 978-4-8160-1256-3　B6 判　128 頁　2013　定価 2,200 円（10％税込）付録：小冊子（8 頁）

ヒヤリ・ハット　こんなときどうする？③
訪問歯科診療のリスクマネジメント
執筆・監修：一般社団法人 日本訪問歯科協会
ISBN 978-4-8160-1210-5　B5 判　120 頁　2009　定価 3,850 円（10％税込）
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予防歯科／口腔衛生

これからはじめる
周術期等口腔機能管理マニュアル 第 2 版
監修：別所和久
ISBN 978-4-8160-1374-4　B5 判　152 頁　2020　定価 3,300 円（10％税込）

生活参加を支援する
口腔ケアプログラムの作り方
著：舘村 卓
ISBN 978-4-8160-1310-2　B5 判　120 頁　2016　定価 3,850 円（10％税込）

関連図からみた口腔ケア
病院から在宅まで
編：一般社団法人 日本口腔ケア学会
ISBN 978-4-8160-1309-6　B5 判　160 頁　2016　定価 3,850 円（10％税込）

介護予防の現場で役立つ
口腔機能向上事例集　改訂版
編集：秋房住郎　久保山裕子　髙野ひろみ
ISBN 978-4-8160-1288-4　B5 判　64 頁　2015　定価 2,750 円（10％税込）

エビデンスに基づく一般歯科診療における
院内感染対策実践マニュアル　改訂版
監修：日本歯科医学会
ISBN 978-4-8160-1284-6　A4 判　96 頁　2015　定価 5,060 円（10％税込）

これからはじめる　口腔機能向上事業ガイドブック
監修：秋房住郎 
執筆：秋房住郎　天本和子　安細敏弘　岡 和江　久保山裕子　千綿かおる
ISBN 978-4-8160-1216-7　B5 判　64 頁　2010　定価 2,750（10％税込）付録：小冊子（16 頁）
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歯科衛生士

歯科衛生士必須 有病者歯科学
編：一般社団法人 日本有病者歯科医療学会 
監修：今井 裕
ISBN 978-4-8160-1375-1　B5 判　184 頁　2020　定価 3,520 円（10％税込）

歯科衛生士講座
歯冠修復と欠損補綴の治療と診療補助
編集委員：松村英雄　大久保力廣　二川浩樹　吉田直美
ISBN 978-4-8160-1371-3　B5 判　216 頁　2020　定価 3,520 円（10％税込）

歯科衛生学辞典
監修：一般社団法人 全国歯科衛生士教育協議会
ISBN 978-4-8160-1368-3　新書判　480 頁　2019　定価 4,620 円（10％税込）

はじめよう！  保育園・幼稚園での歯みがきレッスン
楽しく身につく実践アイデア　第 2 版
監修：丸山進一郎 
編：公益社団法人　東京都歯科衛生士会
ISBN 978-4-8160-1367-6　B5 判　64 頁　2019　定価 2,750 円（10％税込）

歯科衛生士講座
障害者歯科学　第 2 版
編集主幹：緒方克也　柿木保明
ISBN 978-4-8160-1365-2　B5 判　192 頁　2019　定価 3,300 円（10％税込）

歯科衛生士講座
歯科放射線学
編集委員：金田 隆　奥村泰彦　村上秀明
ISBN 978-4-8160-1359-1　B5 判　136 頁　2019　定価 2,805 円（10％税込）

歯科衛生士講座
小児歯科学
編集主幹：新谷誠康
ISBN 978-4-8160-1342-3　B5 判　248 頁　2018　定価 3,850 円（10％税込）



― 13 ―

歯科衛生士

地域包括ケアシステムで活かせる！
在宅・施設で行う口腔ケアに必要な介護技術
編著：秋房住郎　泉 繭依
ISBN 978-4-8160-1331-7　B5 判　128 頁　2018　定価 3,520 円（10％税込）

第２版　イラストと写真でわかる
デンタルスタッフハンドブック
編集：千葉県歯科医師会 生涯研修委員会
ISBN 978-4-8160-1325-6　B5 判　128 頁　2017　定価 3,850 円（10％税込）

改訂版　口腔ケア基礎知識
口腔ケア 4 級・5 級認定資格基準準拠
編集：一般社団法人 日本口腔ケア学会
ISBN 978-4-8160-1322-5　B5 判　376 頁　2017　定価 3,850 円（10％税込）

歯科衛生士講座
口腔外科学　第 2 版
編著：古森孝英
ISBN 978-4-8160-1318-8　B5 判　368 頁　2017　定価 4,400 円（10％税込）

合格への近道！ 歯科衛生士国家試験基礎科目オリジナル問題集 ①
解剖学・口腔解剖学、生理学・口腔生理学、生化学・口腔生化学
編：北海道歯科衛生士教育研究会
ISBN 978-4-8160-1314-0　A5 判　160 頁　2016　定価 1,760 円（10％税込）

合格への近道！ 歯科衛生士国家試験基礎科目オリジナル問題集 ②
病理学、微生物学、薬理学
編：北海道歯科衛生士教育研究会
ISBN 978-4-8160-1315-7　A5 判　160 頁　2016　定価 1,760 円（10％税込）

歯科衛生士講座
高齢者歯科学　第３版
編集主幹：森戸光彦
ISBN 978-4-8160-1312-6　B5 判　232 頁　2017　定価 3,850 円（10％税込）
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歯科衛生士

SRP 修行論
―秘伝トレーニングメソッドの公開―
監著：山本浩正 
著　：熊本宏美　小松英理香　足利奈々
ISBN 978-4-8160-1283-9　A4 判　146 頁　2015　定価 5,500 円（10％税込）

歯科臨床一般／隣接医学

診療室ではじめよう !  口腔機能管理と栄養指導
編著：上田貴之 
著：大久保真衣　立木千恵　前田圭介　柳沢幸江
ISBN 978-4-8160-1376-8　B5 判　132 頁　2020　定価 4,400 円（10％税込）

歯科審美学
編：一般社団法人 日本歯科審美学会
ISBN 978-4-8160-1369-0　B5 判　208 頁　2019　定価 7,920 円（10％税込）

多血小板材料（PRP・PRF）を応用した
口腔再生療法　―これからの臨床のヒント集―
監修：高戸 毅 
監著：川瀬知之　奥寺 元
ISBN 978-4-8160-1357-7　A4 判　160 頁　2019　定価 9,350 円（10％税込）

3 分でできる！「衛
まも

る」ための
口腔内外チェック
監著：柴原孝彦 
著　：薄井由枝
ISBN 978-4-8160-1353-9　B5 判　104 頁　2018　定価 4,070 円（10％税込）

金属アレルギーをまなぶ
メタルフリー治療へのファーストステップ
編集：服部正巳
ISBN 978-4-8160-1349-2　B5 判　112 頁　2018　定価 6,050 円（10％税込）



― 15 ―

歯科臨床一般／隣接医学

まずはこれから
歯科英単語 99
著者：益野一哉　本田義知　藤田淳一
ISBN 978-4-8160-1346-1　A5 判　96 頁　2018　定価 2,750 円（10％税込）

歯科漢方医学
監修：歯科漢方医学教育協議会 
編著：柿木保明　王 宝禮　山口孝二郎
ISBN 978-4-8160-1343-0　B5 判　72 頁　2018　定価 3,080 円（10％税込）

がん口腔支持療法
多職種連携によるがん患者の口腔内管理
編著：Andrew N. Davies　Joel B. Epstein 
監訳：曽我賢彦
ISBN 978-4-8160-1328-7　B5 判　344 頁　2017　定価 9,350 円（10％税込）

５分でできる
明るい 歯科心身医学
著：豊福 明　吉川達也
ISBN 978-4-8160-1327-0　B5 判　112 頁　2017　定価 7,150 円（10％税込）

笑う でんてぃすと
著：板井太郎
ISBN 978-4-8160-1313-3　B6 判　96 頁　2016　定価 1,320 円（10％税込）

使ってもらえる　マウスガードの製作ガイド
―日本スポーツ歯科医学会 コンセンサスワークショップからの提言を基に―
編著：安井利一　前田芳信 
著　：権田知也　町 博之　松田信介
ISBN 978-4-8160-1308-9　B5 判　48 頁　2016　定価 3,960 円（10％税込）

医歯系学生のための物理学入門
著者：豊田紘一
ISBN 978-4-8160-1306-5　B5 判　120 頁　2016　定価 3,300 円（10％税込）
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歯科臨床一般／隣接医学

緊急事態！　歯科診療室で こんなときどうする？
DVD で学ぶ良い対応，悪い対応
著：矢島安朝　野口いづみ　中川洋一
ISBN978-4-8160-1296-9　DVD30 分（A4 判 40 頁冊子付）　2015　定価 9,020 円（10％税込）

Evidence-Based Dentistry 入門
―世界のエビデンスを日々の診療にいかす―
著：角舘直樹
ISBN 978-4-8160-1290-7　A5 判　96 頁　2015　定価 3,300 円（10％税込）

デジタルデンティストリー
医療情報とデジタル画像 超入門
編著：有地榮一郎　勝又明敏　小林 馨　櫻井 孝　藤田広志　本田和也
ISBN 978-4-8160-1279-2　B5 判　128 頁　2014　定価 6,050 円（10％税込）

歯科漢方ポケットブック
著：柿木保明
ISBN 978-4-8160-1277-8　B6 判　108 頁　2014　定価 3,300 円（10％税込）

お口のカベ新聞
編著：山本宏治 
著　：中川豪晴　作誠太郎　中塚稔之
ISBN 978-4-8160-1269-3　A5 判　120 頁　2014　定価 1,980 円（10％税込）

いびき・睡眠時無呼吸防止装置
サイレンサー製作マニュアル　改訂版
著：前田芳信　松田信介　Hans-Peter Kopp 
編集協力：町 博之
ISBN 978-4-8160-1264-8　B5 判　112 頁　2013　定価 4.620 円（10％税込）

臨床・介護ですぐ対応
知っておきたい！口腔カンジダ症
著：中川洋一　上川善昭　岩渕博史
ISBN 978-4-8160-1263-1　B5 判　64 頁　2013　定価 3,300 円（10％税込）
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歯科臨床一般／隣接医学

口腔の緩和医療・緩和ケア
―がん患者・非がん疾患患者と向き合う 診断・治療・ケアの実際―
監修：杉原一正　岩渕博史
ISBN 978-4-8160-1259-4　B5 判　232 頁　2013　定価 5,500 円（10％税込）

歯科臨床研修マニュアル
起こりうる問題点と解決法　第２版
編集：覚道健治　前田芳信
ISBN 978-4-8160-1239-6　B5 判　392 頁　2012　定価 9,900 円（10％税込）

これで解決 !! ドライマウス
著：中川洋一　斎藤一郎
ISBN 978-4-8160-1204-4　B5 判　160 頁　定価 3,850 円（10％税込）

ドライアイ＆ドライマウス
監修：斎藤一郎　坪田一男 
編著：中川洋一
ISBN 978-4-8160-1191-7　B5 判　120 頁　2009　定価 4,180 円（10％税込）

口腔生理学／口腔生化学

スタディ 生理学・口腔生理学　第 3 版
解剖図・模式図でわかる
監修：奥村 敏 
著　：塩澤光一
ISBN 978-4-8160-1338-6　B5 判　208 頁　2018　定価 4,950 円（10％税込）
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口腔解剖学／口腔病理学／口腔微生物学

もっと 闘う細菌　常在菌 豹変のメカニズム
編著：福島久典 
著　：山根一芳　真下千穂　南部隆之
ISBN 978-4-8160-1215-0　B5 判　216 頁　2010　定価 7,700 円（10％税込）

病理学概論
編著：亀山洋一郎　前田初彦
ISBN 978-4-8160-1212-9　B5 判　170 頁　2010　定価 3,520 円（10％税込）

改訂版
これからは免疫学
著：山中武志
ISBN 978-4-8160-1260-0　B5 判　164 頁　2013　定価 7,700 円（10％税込）

簡明　口腔病理アトラス
編集：賀来 亨　田中昭男
ISBN 978-4-8160-1198-6 　B5 判　210 頁　2008　定価 9,900 円（10％税込）

イラストとマンガで見る
口腔外科病理診断のポイント
編集：石田 武
ISBN 4-8160-1078-5　A4 横判　60 頁　1999　定価 2,200 円（10％税込）



― 19 ―

歯科薬理学

新版　日本歯科用医薬品集
編：一般社団法人 日本歯科薬物療法学会
ISBN 978-4-8160-1280-8　B5 判　464 頁　2015　定価 6,600 円（10％税込）

スタディ 歯科薬理学
模式図・表で理解、問題で実践力アップ
監修：柳澤慧二 
著　：山根 明
ISBN 978-4-8160-1203-7　B5 判　216 頁　2009　定価 4,180 円（10％税込）

絵本

新　やさしい説明、上手な治療　Vol. １
細菌から体を守るプラークコントロール
編著：齋藤 淳
ISBN 978-4-8160-1332-4　A4 判上製　80 頁　2017　定価 7,700 円（10％税込）

こんにちは六歳臼歯の６ちゃん
監修：中垣晴男 
作　：石黒幸司　他
ISBN 978-4-8160-1329-4　B5 判上製　32 頁　2017　定価 1,980 円（10％税込）
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アポイントメントブック

アポイントメントブック
診察室や美容室の予約管理、エグゼクティブのスケジュール管理に最適。

ISBN 978-4-8160-1391-1　日付入り　横型　　　　　　　A4 変形判　定価 4,400 円（10％税込）
ISBN 978-4-8160-1354-6　日付なし　横型　　　　　　　B4 変形判　定価 4,400 円（10％税込）
ISBN 978-4-8160-1347-8　日付なし　縦型　　　　　　　B5 判　　　定価 3,300 円（10％税込）
ISBN 978-4-8160-1311-9　日付なし　ルーズリーフ型　　B5 判　　　定価 2,420 円（10％税込）
日付なし縦型の表紙の素材が変わりました。

永末 BOOKS（料理本）

祇園 おくむら　奥村直樹のフランス懐石
著　：奥村直樹 
撮影：ハリー中西 
ISBN 978-4-8160-1265-5　A4 変型判　138 頁　2014　定価 6,600 円（10％税込）

未在　石原仁司の茶懐石
著　：石原仁司 
撮影：久保田康夫
ISBN 978-4-8160-8002-9　A4 判上製　320 頁　2011　定価 22,000 円（10％税込）

祇園 さゝ木　佐々木浩の舞台
著　：佐々木浩 
撮影：ハリー中西
ISBN 978-4-8160-8001-2　A4 変形判　208 頁　2010　定価 4,400 円（10％税込）

IL GHIOTTONE　笹島保弘の料理
著　：笹島保弘 
撮影：ハリー中西
ISBN 978-4-8160-8000-5　A4 変形判　157 頁　2007　定価 3,850 円（10％税込）
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書名索引

アルファベット
Decision Making of the Compromised Teeth 6
Evidence-Based Dentistry 入門 16
IL GHIOTTONE 20
SRP 修行論 14

あ
明るい 歯科心身医学 15
アポイントメントブック 20
アンカースクリューを用いた新しい MTM 矯正 9
医歯系学生のための物理学入門 15
イラストでわかる歯科医学の基礎 ii
イラストと写真でわかる歯科材料の基礎 vi
院内感染対策実践マニュアル 11
インプラントの長期的な成功を求めて 3
インプラントのトラブルシューティング 3
う蝕治療ガイドライン 5
美しい撤去 4
エンドドンティクス 1
お口のカベ新聞 16
お口・歯のあいうえお i
起こりうる問題点と解決法 17
落ちない接着 5
オリジナル問題集 ① 13
オリジナル問題集 ② 13

か
顎関節症はこうして治す 7
顎顔面美容口腔外科治療 7
顎口腔領域の疾患 8
カラーアトラス歯周病学 6
冠橋義歯補綴学テキスト iv
がん口腔支持療法 15
簡明　口腔病理アトラス 18
関連図からみた口腔ケア 11
祇園 おくむら 20
祇園 さゝ木 20
義歯ケア事典 4
教科書にのせたい義歯診療のコツ 5
矯正歯科治療トラブルシューティング 9

矯正治療メカニクスの基本 9
緊急事態！ 16
金属アレルギーをまなぶ 14
口と顎の病気いろいろ 7
口腔インプラント学実習書 1
口腔顎顔面疾患カラーアトラス 8
口腔機能向上事業ガイドブック 11
口腔機能向上事例集 11
口腔ケア基礎知識 13
口腔ケアプログラムの作り方 11
口腔外科の疾患と治療 1
口腔外科病理診断のポイント 18
口腔再生療法 14
口腔内外チェック 14
口腔内科学 1
口腔の緩和医療・緩和ケア 17
口腔病理学 2
高齢者歯科医療 10
これからは免疫学 18
これで解決！顎関節症はこうして治す 7
これで解決 !! ドライマウス 17
こんな子 来たらどうするの？ 9
こんにちは六歳臼歯の６ちゃん 19

さ
細菌から体を守るプラークコントロール 19
最期まで診る歯科医院をつくろう ! 10
在宅歯科医療 まるごとガイド 10
在宅・施設で行う口腔ケアに必要な介護技術 13
サイレンサー製作マニュアル 16
ザ・ペリオドントロジー 1
歯科衛生学辞典 12
歯科衛生士講座口腔外科学 13
歯科衛生士講座高齢者歯科学 13
歯科衛生士講座歯科放射線学 12
歯科衛生士講座　歯周病学 vi
歯科衛生士講座障害者歯科学 12
歯科衛生士講座小児歯科学 12
歯科衛生士必須 有病者歯科学 12
歯科英単語 99 15
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書名索引

歯科漢方医学 15
歯科漢方ポケットブック 16
歯科審美学 14
歯科治療時の救急テクニック① 8
歯科治療時の救急テクニック② 8
歯科放射線テキスト vii
歯冠修復と欠損補綴の治療と診療補助 12
歯周治療プラクティスマニュアル 2
知っておきたい！口腔カンジダ症 16
歯内療法カラーアトラス 6
歯内療法診療ガイドライン 6
周術期等口腔機能管理マニュアル 11
障害者の歯科治療　臨床編 10
上顎洞挙上手術の原理と法則 3
小児歯科学 1
新インプラント周囲炎へのアプローチ 3

「人生 100 年時代」のインプラント治療の考えかた iii
新版　日本歯科用医薬品集 19
シンプル歯科薬理学 1
新編 顎関節症　改訂版 7
診療室ではじめよう !  口腔機能管理と栄養指導 14
スタディ 歯科薬理学 19
スタディ 生理学・口腔生理学 17
ストレートワイヤーエッジワイズシステム 9
成功する CAD/CAM 4
増補版 複製義歯 4
その痛みにこの処方 8

た
デジタルデンティストリー 16
デンタルスタッフハンドブック 13
ドライアイ＆ドライマウス 17

な
難易度別口腔インプラント治療 3
日常の口腔外科 7
認知症高齢者の口腔ケア 10

は
パーシャルデンチャー・オーバーデンチャー
を活かす 31 の Q&A 4
パーシャルデンチャーを変えるリーゲル 5
歯の解剖学と歯型彫刻法 iv
歯のかたち 5
病理学概論 18
プロソドンティクス　第Ⅰ巻 5
プロソドンティクス　第Ⅲ巻 4
保育園・幼稚園での歯みがきレッスン 12
法歯科医学 2
訪問歯科診療のリスクマネジメント 10
保存修復学 21 2
補綴は検査でかわる！ ii

ま
マウスガードの製作ガイド 15
マウスピース矯正導入マニュアル 9
未在 20
目で見る総義歯臨床 iii
もっと知りたい小児歯科 i
もっと 闘う細菌 18

や
有床義歯トラブルシューティング 4
有床義歯補綴学 vii
有病者歯科学 v
よくわかる高齢者歯科学 2

ら
臨床歯科麻酔学 v

わ
笑う でんてぃすと 15
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アルファベット
Andrew N. Davies 15
Edith M.Rateitschak 6
Hans-Peter Kopp 16
Herbert F.Wolf 6
Hyo-Sang Park 9
Joel B. Epstein 15
John C. Bennett 9
Kimi S. Caswell 9
Klaus H.Rateitschak 6
Richard P. McLaughlin 9

あ
秋房住郎 11，13
浅海淳一 vii
足利奈々 14
阿部伸一 3
天野 修 ii
天本和子 11
荒瀧友彦 3
有田憲司 1
有地榮一郎 16
有地淑子 vii
安細敏弘 11
飯久保正弘 vii
五十嵐千浪 vii
五十嵐祐二 9
池邉哲郎 1
石井信之 1
石井 宏 6
石井里加子 vi
石垣佳希 v
石神 元 iv
石黒幸司 19
石田 武 18
石原仁司 20
泉 繭依 13
和泉雄一 3
磯川桂太郎 5
市川哲雄 ii，4
伊藤太一 3

井上 孝 2
今井 裕 v，12
入舩正浩 v
岩渕博史 v，16，17
植田耕一郎 2，10
上田貴之 iii，14
植松 宏 10
魚島勝美 iv
薄井由枝 14
内川喜盛 i
梅田 誠 vi，1
江草 宏 iv
枝川智之 4
恵比須繁之 6
江本 元 9
王 宝禮 15
大浦 清 1
大川周治 vii
大口弘和 6
大久保力廣 4，12
大久保真衣 14
太田和宏 9
大多良俊光 9
岡 和江 11
小笠原正 v，2
緒方克也 12
小木曽文内 1
興地隆史 1
奥寺 元 7，14
奥村 敏 17
奥村直樹 20
奥村泰彦 12
小椋一朗 vii
越智守生 iv

か
香川豊宏 vii
柿木保明 12，15，16
角舘直樹 16
覚道健治 1，17
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柏木宏介 iv
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● ご注文は歯科材料店、書店、または［本社・商品センター］にて取り扱っ
ております。

［本社・商品センター］
〒 602-8446　京都市上京区五辻通大宮西入五辻町 69-2
電話 075-415-7280 ／ FAX 075-415-7290

● インターネットによる手軽で簡単なオンライン注文も承っておりま
す。詳しくは下記 URL にアクセスしてください。

URL    ：https://nagasueshoten.shop-pro.jp/
E-mail：order@nagasueshoten.co.jp

＊ オンライン注文時の諸注意
● 発送：ご注文日より 2 日～ 1 週間程度でお届けいたします。
　 1 週間を過ぎても届かない場合は、ご連絡ください。
● お支払い：代金引換もしくはクレジットカード払い。
● 配送料：全国一律、550 円（税別）。
　 合計金額 10,000 円以上は、配送料をサービスいたします。

　＊ご不明な点は下記ホームページにて詳細をご確認の上、ご注文くださいます
ようお願いいたします。

書籍の説明、目次などの詳しい書籍情報は、ホームページに掲
載されています。
また、こちらの目録でご紹介しきれていない書籍もございます。
是非、ホームページもご覧になってください。

『永末書店』で検索。
https://www.nagasueshoten.co.jp/



本社・商品配送センター
〒 602-8446　京都市上京区五辻通大宮西入五辻町 69-2
電話：075-415-7280 ／ FAX：075-415-7290
E-mail：kyoto@nagasueshoten.co.jp


