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学術認証フェデレーションと連携

歯科系の新規4タイトルが発売開始！
小部分床義歯学
（小教科書シリーズ）
著編者名 藍 稔

同時1アクセス
同時3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥8,400(本体)
¥12,600(本体)
9784762401305
1994 商品コード 1022246181

東京医科歯科大学名誉教授が執筆した名著。部分床義歯補綴学の基本的でもっとも妥当と思われる
考えや術式が述べられている。読みやすい文章と、著者オリジナルの図がわかりやすく、初学者に適
している。その後、発行される多くの部分床義歯補綴学の書籍のベースになっている。大切に保管し
ているというファンも多い。初心に立ち返って見えてくるものもあります。

病理学・口腔病理学サイドリーダー
第２版（サイドリーダーシリーズ）
著編者名 草間 薫

同時1アクセス
¥8,800(本体)
同時3アクセス
¥13,200(本体)
底本ISBN
9784762411441
底本発行年
2007 商品コード 1022246182

教科書の理解を助ける、歯科医師国家試験で７割とれるをコンセプトに、学生の試験対策を得意とす
る著者が執筆した人気シリーズ。著者の個性を生かした編集は、科目により構成が全く異なる。病理
学は一般病理学・口腔病理学のポイントをコンパクトにまとめ、さらに国試問題、カラー病理組織像５０
葉を収載した。学内試験・ＣＢＴ・国家試験対策、授業のサブノートとして活用できる。

歯科理工学サイドリーダー 第６版
（サイドリーダーシリーズ）
著編者名 日比野 靖

同時1アクセス
同時3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥8,800(本体)
¥13,200(本体)
9784762441097
2008 商品コード 1022246183

教科書の理解を助ける、歯科医師国家試験で７割とれるをコンセプトに、学生の試験対策を得意とす
る著者が執筆した人気シリーズ。著者の個性を生かした編集は、科目により構成が全く異なる。理工
学はサイドリーダーのなかでも売れ行きＮｏ．１．ベストティーチャーの著者が理工学のエッセンスをまと
めきり、歯科材料の性質や取扱い方が一目でわかる見やすい表を収載した。学内試験・ＣＢＴ・国家試
験対策、授業のサブノートとして活用できる。

同時1アクセス
¥12,100(本体)
同時3アクセス
¥18,200(本体)
―よくわかるやさしい講義中継―第2版
底本ISBN
9784762416415
著編者名 日比野 靖
底本発行年 2009 商品コード 1022246184

ライブ歯科理工学

歯科理工学サイドリーダーを執筆した、わかりやすい講義を行う著者が書き下ろした理工学の講義実
況中継版。難しい理工学を身近なものに例えてわかりやすく、ていねいに教えてくれる。楽しく読めて、
自信がつく新しいスタイルの参考書。理工学が身近に感じ、面白くなる。大学での理工学の教科書とし
て採用されたこともある。ＣＢＴ対策、授業の予習・復習に最適。

2016年10月

Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです

歯科関連の２タイトル配信開始！
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

同時1アクセス
同時3アクセス
底本ISBN

¥14,300(本体)
¥21,500(本体)
9784864320009
2011 商品コード 1022480744

著編者名 鱒見 進一 皆木 省吾
底本発行年
顎関節症治療のための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！ スプリントは
顎関節症の初期治療で活用されており，中でもスタビライゼーションスプリントは，咀嚼筋の過緊張
の緩和などにすぐれた治療効果を発揮し，現在，最も幅広く応用されています．本書は，このスタビ
ライゼーションスプリントについて，作製法，使用法，調整法から技工の要点といった基本事項を網
羅し，臨床手順に従って解説したものです．

カラーアトラス 誰にでもできる
下顎総義歯の吸着
著編者名

阿部 二郎

同時1アクセス
同時3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥26,400(本体)
¥39,600(本体)
9784930881731
2004 商品コード 1022480745

歯科臨床現場で，上顎に比べ下顎総義歯が吸着している頻度はきわめて少ないといわれる反面，
その技術習得の難しさが指摘されています．本書は，下顎総義歯における吸着理論とその技法が，
多数の実例写真と図を用いて明解に示されています．“誰にでも，同じように，簡単にできる製作技
術を公開する”ことを本書の最大の目標に掲げるとともに，必要器材は最小限度にとどめ，すぐに
製作に着手できるよう工夫が加えられてあります．

⻭学関連タイトルのご案内
書名

著編者

出版社

発行年

ISBN

同時１アクセス
(本体)

同時３アクセス
(本体)

商品コード

かかりつけ歯科医のための小児歯科マニュアル 第2版

緒方, 克也

医歯薬出版

2007

9784263442500

19,200

31,900 1012788917

必修臨床研修歯科医ハンドブック 第2版

粟野, 秀慈

医歯薬出版

2010

9784263456392

39,600

66,000 1012788918

これで解決!局所麻酔 （Dental Start Book）

牧, 宏佳

医歯薬出版

2011

9784263446201

16,500

27,500 1012788938

臨床家のための口腔顎顔面解剖アトラス

北村, 清一郎

医歯薬出版

2009

9784263442968

33,000

55,000 1012788939

歯科麻酔実践ガイド ―わかる!できる!―

嶋田, 昌彦

医歯薬出版

2010

9784263456385

22,500

37,400 1012788940

石垣, 佳希

医歯薬出版

2010

9784263461051

23,100

38,500 1012788941

柴田浩美の高齢者の口腔ケアを考える

柴田, 浩美

医歯薬出版

2003

9784263234273

8,000

13,200 1012788944

4疾病のオーラルマネジメント

足立, 了平

金芳堂

2012

9784765315296

12,400

18,500 1013988103

口腔外科学 第７版（MINOR TEXTBOOK）

飯塚 忠彦

金芳堂

2010

9784765314169

12,800

19,200 1019255354

よくわかる!口腔ケア

岸本, 裕充

メヂカルフレンド社

2007

9784839213466

4,900

12,100 1013997199

歯・顎顔面検査法 （診療画像検査法）

金森, 勇雄

医療科学社

2002

9784860033071

8,800

17,600 1015375107

地域包括ケアを支える ―医科歯科連携実践マニュアル―

日本リハビリテーション
病院・施設協会

三輪書店

2014

9784895904940

5,500

8,300 1018717635

小野, 善弘

法研

2010

9784879547934

1,500

4,300 1018933890

瀬谷, 幸男

南雲堂

2016

9784523265412

6,600

11,000 1020797588

臨床家のための歯科小手術ベーシック
= Basic techniques of dental surgery

―がん/脳卒中/糖尿病/急性心筋梗塞/周術期の口腔機能管理―

スーパー図解歯周病

―後悔しない歯科医選びのための最新知識―

（トップ専門医の「家庭の医学」シリーズ）

医療・看護・歯科・福祉英語基本用語用例集
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