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テーマ・執筆者のあとに示す数字は当該号の頁数、
（ ）内は通巻の号数を示します。

●特集
1 月号 座談会 子どもの心を育む絵本
今の子ども、子育ての状況をどうとらえるか／子どもの本の作り
手の立場から：宮川ひろ先生に聞く／子どもと絵本の豊かな関わ
り／まとめ：子どもたちの豊かな心を育むもの、阻むもの今、大
人たちにできること
出席／宮川ひろ 鈴木佳代子 中田かず子 司会／石崎恵子
011（157）
2 月号 障がい児の歯科治療
障害者歯科における行動調整 森崎市治郎 012（158）
障害児の歯科治療と精神鎮静法 緒方克也 025（158）
摂食機能療法 向井美惠 035（158）
障がい児の歯科治療 福田 理 042（158）
3 月号 赤ちゃん誕生 今昔物語
出産にまつわる時代の変遷 昇 幹夫 012（159）
産むひと、生まれるヒトにやさしいお産 山縣威日 020（159）
母乳育児への支援 「今まで」と「今から」 涌谷桐子 028
（159）
産科と小児歯科の接点を求めた診療体系 滝川雅之 039（159）
赤ちゃん誕生の今昔〜50年間の小児歯科臨床の中から〜 桑原未
代子 050（159）
4 月号 上顎前突をさぐる
ライフステージからみた上顎前突―上顎前突の特徴、発現頻度、
成長発育、原因とその治療について― 飯島静子 吉田教明
012（160）
上顎前突の治療に用いられる機能的顎矯正装置の特徴と作用機序
里見 優 021（160）
上顎前突症例に対する骨改造装置キューシック・インクライン TM
の有効性と限界 有田憲司 032（160）
下顎後退位症候群における機能的矯正装置の応用― TRAINER
SYSTEM® の活用― 益子正範 金尾 晃 金尾好章 045（160）
5 月号 小児の口腔外科をさぐる・１ 麻酔法、抜歯および感染症
に伴う外科処置
小児に対する局所麻酔時の除痛と注意すべきこと 楊 秀慶
012（161）
専門医から見た麻酔の勘所―麻酔と偶発症― 笠原正貴 一戸達
也 027（161）
小児歯科臨床において知っておきたい口腔外科処置 澁井武夫
t野伸夫 032（161）
小児歯科における抜歯に伴う外科的処置のタイミング 白瀬敏臣
045（161）
6 月号 小児の口腔外科をさぐる・2 外傷、口腔領域の痛みと投薬
歯の外傷 宮新美智世 012（162）
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小児の顎顔面外傷―軟組織外傷と骨折― 杉山芳樹 022（162）
小児口腔領域の痛みと投薬 中野洋子 032（162）
7 月号 小児の救急救命処置
小児の一次救命処置 佐久間泰司 012（163）
乳幼児の窒息時の対応と気道確保法（Difficult airway management）
杉岡伸悟 022（163）
骨髄輸液路 河野太郎 032（163）
ドクターヘリと小児救急 篠崎真紀 篠崎正博 039（163）
実技を主体とした救急蘇生講習について 佐久間泰司 046（163）
8 月号 小児歯科専門医に求められるもの―小児歯科専門医で開業
するには
企画の目的・意義 石塚 治 犬塚勝昭 大橋健治 小椋正之
佐藤 厚 品川光春 t野博子 田中英一 渡部 茂 011
（164）
今後の小児歯科専門医に求められるもの 小椋正之 013（164）
小児歯科専門医の現状分析から将来の専門開業医の姿を探る―ア
ンケート調査から 石塚 治 田中英一 018（164）
小児歯科専門医を生かした開業―女性歯科医師の視点から― t
野博子 032（164）
地域に小児歯科専門医と認めてもらうために 佐藤厚 041（164）
結論 049（164）
9 月号 子どもたちに完全米飯給食を目指して
学校給食の歴史と現状 幕内秀夫 012（165）
学校給食と牛乳 清水 修 019（165）
子どもの健康と食生活 鈴木公子 026（165）
食で変わる心と体〜やれば出来る非行ゼロ・学力向上 米飯給食
で〜 大塚 貢 032（165）
食育と米飯給食と農業 田村 直 039（165）
食料自給率の向上と食料の安定供給に向けて 中尾卓嗣 046
（165）
10 月号 PMTCとその効果
PMTC進化論―進化する歯科医院の作り方とPMTC― 宮崎真至
012（166）
歯周病とPMTC―歯周治療におけるPMTCの効果とは― 関野
愉 022（166）
歯科衛生士の患者担当制とPMTC―診療室におけるPMTCの効果
的な応用 島田昌子 029（166）
PTC・PMTCの概念と臨床 小原由紀 035（166）
11 月号 子どもとタバコ
子どもをタバコの害から守るための提言 原田正平 012（167）
子どもの喫煙をめぐって 加治正行 020（167）
精神運動発達へのタバコの影響 安原昭博 029（167）
タバコによる子どもの健康被害 中川恒夫 035（167）
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12 月号 第47回日本小児歯科学会大会より
【学術委員会企画フロアシンポジウム】
「小児歯科医のための早期歯列咬合誘導」の開催意図について
山崎要一 012（168）
切歯交換期にみられる歯列咬合不正への対応 石塚 治 014（168）
口と体の癖からみた咬合異常への支援 大野秀夫 宮本茂広 宮
本理恵 西川哲太 021（168）
乳歯列鋏状咬合の機能的問題への対応 山崎要一 033（168）
【認定歯科衛生士研修セミナー】
「歯科衛生士として地域の子どもたちに私たちができること―行
政で働く歯科衛生士と歯科医院で働く歯科衛生士との協働―」
の開催意図について 奥 猛志 041（168）
子どもたちのための協働を目指して 井上美津子 042（168）
地域の子どもたちのため、自治体で働く歯科職と協働するにはま
ず知ろう！ 地域の自治体の保健活動 北原 稔 045（168）
地域で輝こう！歯科衛生士 子どもたちの元気な未来のために、
今できること 黒田千恵 050（168）
【歯科衛生士テーブルセミナー】
子ども歯科の定期的管理 杉岡千津 他 055（168）
齲蝕予防管理ソフトを用いた齲蝕予防 禧久めぐみ 066（168）
齲蝕予防の先に見えてきたもの むし歯予防は刑事ドラマのよう
に
井上治子 070（168）
●待合室掲示用ツール 中村 孝 町田幸雄
齲蝕予防法（2） 003（157）
齲蝕予防法（3） 003（158）
齲蝕予防法（4） 003（159）
乳歯の歯冠修復 003（160）
乳歯の歯内療法 003（161）
幼若永久歯の歯冠修復 003（162）
幼若永久歯の歯内療法 003（163）
乳歯根端病巣による後継永久歯の回避現象 003（164）
●アメニティー・スペース
子どもと 心の波長 / 呼吸 を合わせる あきこ子ども歯科クリニ
ック 007（157）
いつも笑顔で通っていただける診療室 ひがし小児・矯正歯科クリ
ニック 007（158）
一緒に遊んで歯医者好きの子に なかおか小児歯科クリニック
007（159）
地域の元気の源 を目標に アヒルの子歯科 007（160）
●今時のお母さんと子育て 丹羽洋子
（123）育児から教育へ 041（157）
（124）保育園は何処へ 059（158）
（125）子どもの危機 059（159）
（126）お母さんの再就職 063（160）
（127）ストレス時代の親と子 059（161）
（128）大失業時代の親子 043（162）
（129）孤食と共食 049（163）
（130）子どもと騒音の間 051（164）
（131）保育園の心配 059（165）
（132）地域子育て支援拠点 043（166）
（133）ファミサポ異変 043（167）

（134）子育て支援策の困惑 075（168）
●特別インタビュー
金俊煕先生に聞く：子どもの顎の発育不足―原因は離乳期に 石田
房枝 中田かず子 053（162）
軟組織を考慮した歯列矯正バイオブロック療法：三谷 寧先生講演
会 岩前里子 石田亮人 岡崎好秀 林 昌司 石田房枝 053
（163）
顎顔面領域における機能的形態矯正：三谷 寧先生との座談会 岩
前里子 石田亮人 岡崎好秀 林 昌司 石田房枝 055（164）
中顔面の前方成長が意味するもの（Epigenetic Orthodontics Seminar レ
ポート）：G. Dave Singh 教授、三谷寧先生に聞く 石田亮人 益
子正範 岩前里子 057（166）
●研究を咀嚼する
乳幼児う蝕に見る健康格差 相田 潤 063（158）
わが国のう蝕減少に影響を与えている社会経済要因について 神 光
一郎 神原正樹 077（160）
●臨床報告
上顎第一大臼歯異所萌出の病態の検討―開業医から発信するEBM―
一瀬智生 059（157）
ファイルメーカを使ったキャンセル防止の工夫 木舩敏郎 071
（159）
【臨床のヒント】RC 修復時のウエッジの活用 矢尾夕美子 075
（158）
●研究発表
えっ！ホント？ 足をついて食事をしないと噛めなくてイラつく―
足底離脱によるガム咀嚼が咀嚼機能の低下と不快感を惹起する―
佐橋喜志夫 土本里江 川島三奈 071（158）
スチールバーの滅菌 岡村 毅 059（167）
【調査】小児歯科専門医の現状分析から将来の専門開業医の姿を探
る ―アンケート調査から 石塚 治 田中英一 063（165）
●口腔細菌による歯科疾患と全身疾患 仲野和彦 大嶋 隆
う蝕原性細菌に対する分子生物学的解析 077（161）
歯周病原性細菌に対する分子生物学的解析 075（162）
歯科治療と感染性心内膜炎 071（163）
口腔細菌と動脈硬化 066（164）
口腔細菌の全身疾患への影響 069（165）
これまでの研究成果と今後の展開 075（166）
●最新 臨床の基礎
小児の情動変化の心理的背景 土屋友幸 071（160）
齲蝕予防への早期アプローチ 木本茂成 047（162）
小児のpain control―局所麻酔を中心に― 平野慶子 岡崎好秀 下
野 勉 070（166）
乳歯の歯冠修復 辻野啓一郎 新谷誠康 055（167）
小児の保存―乳歯の歯内療法について― 今井裕樹 新谷誠康
081（168）
●臨床講義・教育講座
外科的咬合誘導 島田幸惠 049（157）
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赤ちゃんから口腔機能を学ぼう 桑原未代子 071（161）
NLP に基づいた診療室での最新のコミュニケーション 神戸千恵
杉岡英明 080（166）
予防とPMTC 眞木吉信 049（167）
●提 言
日本の小児歯科開業医の現状と未来―本物の小児歯科の時代を迎え
て― 岡本 誠 063（159）
これからの歯科衛生士養成教育 矢尾和彦 065（161）
●若い世代からの発言
小児歯科専門医院開業 6年を振り返って―そしてこれから― 土井
和弘 089（161）
小児歯科専門医として生きる〜若き小児歯科医へのメッセージ〜 t
見澤豊 t見澤さち代 092（162）
こども歯科医の1人として 星 仁史 090（165）
小さな町の小さな歯科医院で 野本知佐 077（167）
● JSPP のページ
いまさらですが、
「小児歯科って何？」 池尾元三朗 105（165）
もっとJSPPを活用しましょう 北 秀三 105（166）
もっとJSPPを活用しましょう part 2 徐 成徳 097（167）
地域振興をばねに 元気を出そう小児歯科 大橋健治 097（168）
●特別報告
日本舞踊を伝承する 日本舞踊教師から見た今の子どもたち 石田
房枝 坂本雅子 石崎恵子 047（166）
● For Children
哺乳から学ぶ―咀嚼器官の発達は哺乳期から 坂下玲子 071（164）
●子ども学講座
遊びを測る（1）
遊びを測る（2）
遊びと環境（1）

廣瀬聡弥
083（162）
075（165）
069（167）

●動物の子育てに学ぶ
オランウータンの出産、子育てには学習が必要なのか 宮下 実
007（161）
ホッキョクグマの繁殖は環境づくりから 宮下 実 007（162）
コアラ母さんの子育て 長瀬健二郎 007（163）
カバの出産と育児 榊原安昭 007（164）
天王寺動物園のアジアゾウ 高橋雅之 007（165）
虎の子を守る！ 竹田正人 007（166）
子は鎹（かすがい）？〜ツルの夫婦には浮気の暇もありません 高
見一利 007（167）
グラントシマウマの子育てとサバンナの仲間たち 西岡 真 007
（168）
●小児歯科における保険請求 大原 裕
小児歯科臨床の疑義解釈・その 39 078（157）
小児歯科臨床の疑義解釈・その 40 080（158）
小児歯科臨床の疑義解釈・その 41 086（159）
小児歯科臨床の疑義解釈・その 42 086（160）
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小児歯科臨床の疑義解釈・その 43
小児歯科臨床の疑義解釈・その 44
小児歯科臨床の疑義解釈・その 45
小児歯科臨床の疑義解釈・その 46
小児歯科臨床の疑義解釈・その 47
小児歯科臨床の疑義解釈・その 48
小児歯科臨床の疑義解釈・その 49
小児歯科臨床の疑義解釈・その 50

082（161）
080（162）
086（163）
090（164）
088（165）
090（166）
080（167）
084（168）

●学校歯科保健の現場から 安富和子
カミカミしてますか 咀嚼回数をカウントする装置「かみかみセン
サー」の開発（1） 077（159）
カミカミしてますか（2） 「よくかむと給食がおいしくなった
よ！」かみかみセンサーの商品化 065（162）
カミカミしてますか（3） 「よくかむと給食がおいしくなった
よ！」かみかみセンサーの商品化 079（164）
●私の学校歯科保健・学校歯科医編
園児・児童の歯・口の健康つくりを目指して 吉元辰二 065（157）
●私の小児歯科人生 神谷省吾
沖縄無歯科医地区歯科巡回診療班として派遣される 081（157）
貧乏自慢 083（158）
いよいよ開業 091（159）
小児患者の洪水時代 089（160）
カルフォルニア州小児歯科学会 085（161）
愛知学院大学非常勤講師 089（162）
小児歯科とは直接関係なかったが、 差額徴収問題
089（163）
開業5年目に急性肝炎で入院 退院後、名古屋障害者歯科医療セン
ターの診療に参加 093（164）
予防歯科への道 095（165）
大高小学校での歯科保健活動 093（166）
院内新聞『みどり』 085（167）
難産だった月刊誌『小児歯科臨床』発刊 087（168）
●レポート・報告
「伊藤幹子先生に学ぶ」in金沢 近藤亜子 077（164）
東京臨床小児歯科研究会：夏季例会報告 岡村 毅 088（166）
●田舎小児科医の視点 上瀬英彦
牛乳は体に良いの？悪いの？ 075（157）
果物について考える 077（158）
子どもの嗅覚が危ない！ 088（159）
●T
治郎と過ごす日々 久保信子
085（157）、095（159）、093（160）、093（163）、096（168）
●続・鎌倉だより 澤野宗重
こけもものジャム 098（157）
こんにちは、ひとり立ち去った男よ。または、時の記憶。 086
（158）
いとしのアイデンティティー 098（159）
ビートル賛 096（160）
「保守と革新」あるいは「一歩前進二歩後退」 096（161）
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みんなの小児歯科 096（162）
青春という名の先達 096（163）
修道院物語 096（164）
存在するということ 098（165）
シンメトリーなる宇宙 098（166）
便宜上可及的にダマシダマシ（まあ可及的に深読みせず読んでく
れたまえ） 090（167）
悪そして悲劇のもつ意味、あるいは自由意志 094（168）
●小さなギャラリー 金沢まりこ
「あかね雲」 004（166）
「風の中で」 004（167）
「大切なきみへ メリークリスマス」 004（168）

● もちゃコンひらの のおもちゃ天国 ひらのみゆき
生活のリセット時期〜身近な工夫〜 101（157）
子ども自身の力を引き出す方法〜お雛祭りから〜 105（158）
おもちゃ作家 西田明夫氏に感謝〜子どもの未来を〜 110（159）
いつ見ても素敵なおもちゃ達〜ネフ社製の無限な力〜 109（160）
子どもへの偽りのないぬいぐるみ〜自然からの発見〜 109（161）
物作りの素晴らしさ〜人間創造世界の大切さ〜 109（162）
子どもを元気にしてくれるモノ〜最後の童具〜 109（163）
医療機関で夏休み、子どものコミュニケーション能力を高めるご
提案 109（164）
女性の元気は家庭の元気〜知恵と玩具選び〜 109（165）
子どもの頃の想い出〜秋の夜長と遊びの広がり〜 109（166）
体の柔軟性は生活をよりよいものにする 101（167）

●バタバタ四人家族 田辺ゆり
何の秋？ 098（157）
古都の秋 102（158）
どこへ行く道？ 107（159）
正しい小学生 106（160）
DNA？ 106（161）
桜の便り 106（162）
芋算用？ 106（163）
極秘作戦 106（164）
小さな主婦と‥‥ 106（165）
シンデレラ 106（166）
無計画 098（167）
受験 106（168）

●ぬりえで遊ぼう 上山榮子
雪だるま 004（157）
てならい 004（158）
つみくさ 004（159）
赤ずきんちゃん 004（160）
長ぐつをはいたねこ 004（161）
アリババと40人のとうぞく 004（162）
ふしぎのくにのアリス 004（163）
ガリバー旅行記 004（164）
ちびくろ・さんぼ 005（165）
ピノキオ 005（166）
西遊記 005（167）
少公女セーラ 006（168）

●待合室文庫 東京子ども図書館
おりこうな アニカ 099（157）
ウルスリのすず 103（158）
ぞうのホートンたまごをかえす 108（159）
草花遊び図鑑 107（160）
なぞなぞえほん 1のまき・2のまき・3のまき 107（161）
せかいをみにいったアヒル 107（162）
いたずら きかんしゃ ちゅう ちゅう 107（163）
エンザロ村のかまど 107（164）
しょうぼうねこ 107（165）
なるほど忍者大図鑑 107（166）
ねこのくにのおきゃくさま 099（167）
アイラのおとまり 107（168）

●赤ちゃんのおっぱい育て、歯育て、食べ育て
生まれたらまずはおっぱい 045（157）
赤ちゃんは おかあさんと一緒
067（160）
飲めば飲むほどつくられる 081（163）
お口は大きく、アーンして 083（165）
母乳育児とインフルエンザ 065（167）

●待合室童話
ミルクティースウィッチ 2 クジラ救出大作戦 みずい泉 077
（153）
ティースエンジェル 文・みずい泉 絵・立川真知 089（158）

読者
の皆様へ

島袋郁子

●エッセーほか
乳歯塚 丸山静江 081（148）
子どもたちと「心」が通う小児歯科 杉山乘也 072（151）
【書評】
「カムカム大百科―歯科医から見た食育ワンダーランド―」
（岡崎好秀著） 黒田耕平 071（157）
【追悼 土屋友幸先生】 朝田芳信 大東道治 神谷省吾 福田
理 075（163）
【投稿】私の体験談：救急蘇生の講習を実地に生かした経験から
飯田美和子 072（157）

バックナンバーのお申し込みは、お近くの歯科商店、または株式会社モリタまで。
号によっては、在庫のない場合もありますので、ご了解ください。
ご希望の方にはこの「2008 年総索引」のPDF データを電子メールでお送りします。
（申込先：shoni@torin-pub.co.jp
電話等でのご請求には対応できません。
）
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