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●特集
1 月号 2010 年新年座談会：新進気鋭の小児歯科医 小児歯科に架け
る夢を語る
阿部洋子（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部助教）
土井和弘（医療法人どんぐり小児歯科理事長）
中野 崇（愛知学院大学歯学部小児歯科学講座講師）
蛭川沙織（さくら歯科院長）
司会：濱野良彦（医療法人元気が湧くこどもの歯科） 011（169）
2 月号 診療室内での母と子の行動管理（behavior control）
母と子の行動管理：心を読む心の発達 子安増生 012（170）
母子分離への模索〜同室母子分離〜 徐 成徳 020（170）
母親が賢く・元気になる小児歯科を目指して 安齋理江 025
（170）
障がいのあるお子さんにおける母子同室の意義 中村由貴子
031（170）
耳鼻咽喉科外来でのお母さんと子どもへの対応 阪本浩一 035
（170）
3 月号 小児の口腔粘膜疾患
加藤 伸 新里知佳 角田和之 永井哲夫
総論：はじめに／口内炎とは／口腔粘膜疾患の分類／口腔粘膜疾
患の診断／口腔粘膜疾患の一般的な治療薬 007（171）
各論：形成・形態異常／色素異常／感染性疾患（細菌・真菌感染
症、ウイルス感染症）／物理的損傷／嚢胞形成疾患／腫瘤形成
性疾患／血液疾患／その他 010（171）
4 月号 小児歯科と小児科との連携―第 14 回成育歯科医療研究会大
会より
発達障害の診療から見えること―歯科診療時に気をつけてほしい
こと― 河野政樹 012（172）
広汎性発達障害児に対する歯科診療 林 文子 香西克之 018
（172）
小児がん患者の実際や治療時に起こりうる顎顔面領域の問題点
中村和洋 小林正夫 鈴木淳司 香西克之 024（172）
小児がん治療に寄り添う小児歯科 坪井 文 鈴木淳司 香西克
之 029（172）
5 月号 歯科医学教育と小児歯科
歯学教育改革の 10 年― 2001 年から 2010 年まで― 江藤一洋
012（173）
小児歯科専門医制度：その目標と現状の問題点について 朝田芳
信 027（173）
一般開業医のための小児歯科教育の現状と問題点
木裕三
032（173）
大学における現状と課題 029（173）
「小児・障害者歯科学教室」として 八若保孝 039（173）／小
児歯科専門医養成の現状 渡部 茂 043（173）／日本大学歯

学部における小児歯科専門医養成 白川哲夫 046（173）／小
児歯科専門医教育：理想と現実の狭間で 米津卓郎 新谷誠康
049（173）／小児歯科専門医の養成教育と展望 香西克之 054
（173）／鹿児島大学病院における小児歯科専門医の養成教育に
ついて 山 要一 058（173）
指導医の立場から思うこと 061（173）
子どもたちに資する専門医を育成するために―社会から信頼さ
れうる質の担保を 丸山進一郎 061（173）／「答えのない医
療」を「すばらしい医療」に―若い研修医との会話から 大野
秀夫 064（173）／臨床指導の現状と問題点及び将来への視点
橋本敏昭 069（173）
6 月号 食育最前線 弁当の日
食育最前線 弁当の日
岡崎好秀 011（174）
弁当の日 で何が育つ 竹下和男 012（174）
だから食育なんだ〜ひろがれ！ 弁当の日 〜佐藤 弘 020
（174）
助産師が 弁当の日 を語るわけ 内田美智子 028（174）
イナマス方式の弁当の日 の実践から考える『食育』 稲益義
宏 033（174）
すごい！大学生弁当の日 佐藤剛史 041（174）
家庭と学校をつなぐ「味噌汁の日」 福田泰三 047（174）
歯科医院でも「弁当の日」！
！ 堀部尊人 050（174）
7 月号 子どもと音楽の世界
教室で歌いつがれた歌 唱歌 吉田 孝 012（175）
子どもと音楽―音楽スキルの発達と情操― 神原雅之 019（175）
サクソフォン奏者の歯 北山敦康 027（175）
子どもと音楽療法―発達を支援する音楽の可能性を探る― 高田
由利子 035（175）
子どもたちに聴こえない歌―放送・発売禁止歌を考える― 田中
健次 043（175）
8 月号 子どもの歯ぎしり
睡眠時ブラキシズムに対する考え方 宮脇正一 永山邦宏 植田
紘貴 大牟禮治人 坂口勝義 012（176）
乳歯列のブラキシズム 小松太一 027（176）
子どもの歯ぎしりを探る―睡眠習慣・生活習慣の影響― 諏訪幸
子 高原 円 白川修一郎 佐藤貞雄 036（176）
9 月号 子どもとスポーツ
日常診療で知っていて欲しい子どものスポーツ医学 浅井利夫
012（177）
子どもの健康とスポーツ 原 光彦 019（177）
子どもの運動能力を伸ばす初期「体感型学習法」 ハル常住
025（177）
スポーツ歯学の臨床：スポーツマウスガード作製の勘どころ 小
林 平 032（177）
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総目次

10 月号 小児歯科医のための早期歯列咬合誘導 第 48 回日本小児
歯科学会大会 学術委員会企画フロアシンポジウムより
MFT を中心とした子どもの口腔習癖と咬合異常への対応 大野秀
夫 宮本理恵 田中克明 012（178）
小児期の水平的および垂直的咬合育成への対応 嘉藤幹夫 029
（178）
ファンクショナルアプライアンスによる下顎後退咬合への対応
山 要一 040（178）
11 月号 小児のことばの発達と障害
発声・構音の発達とその障害 國吉京子 012（179）
小児の口腔疾患にみられることばの障害 峪 道代 019（179）
広汎性発達障害（自閉症）児のコミュニケーションの特性と支援
新澤伸子 029（179）
ことばの発達と聴覚の役割 米谷郁子 034（179）
ダウン症など知的発達遅滞児の食べること話すこと 吉田くすほ
み 043（179）
口腔機能の発達とことばの発達 岡崎好秀 金尾 晃 048（179）
12 月号 子どもと色の世界
子どもの色彩世界と男女児の美意識 そして抽象絵本 宇佐美明
子 015（180）
チェコにおける男の子色、女の子色 島田由紀子 024（180）
絵でみる子どもの心の世界 勝浦クック範子 029（180）
ポンペイの壁の色―古代の生活空間の色彩 中村るい 035（180）
香りから始まる色の世界 岡 照幸 043（180）
授業実践 味わいアート ―おせちの色はどんな意味― 郡司明
子 049（180）
●最新 臨床の基礎
（6）小児の保存―幼若永久歯の歯内療法― 新谷誠康 077（169）
（7）小児歯科領域における歯周疾患を考える（1） 歯周疾患の分類
鈴木淳司 香西克之 049（170）
（8）小児歯科領域における歯周疾患を考える（2） 歯肉炎と歯周炎
の相違 鈴木淳司 香西克之 037（171）
（10）外科（2）小児の粘膜疾患の小手術 三輪全三 059（178）
（11）外科（3）外傷 宮新美智世 059（179）
●臨床報告 中原弘美
子どもの治療を初めてする人のための臨床のヒント
導入編」 063（169）
子どもの治療を初めてする人のための臨床のヒント
する？親子」の治療編 031（171）
子どもの治療を初めてする人のための臨床のヒント
する？親子」の治療編（2） 065（174）
子どもの治療を初めてする人のための臨床のヒント
回）
「どうする？親子」のご褒美編 057（177）

その1「治療
その2「どう
その3「どう
その4（最終

●研究発表
小児顎骨内における乳歯歯根と後継永久歯の位置に関する研究（平
成20 年度全国小児歯科開業医会研究助成） 坂 英樹 051（169）
家庭でフッ化物洗口を続けるために―長期継続者への調査から―
佐久間信彦 055（170）
3 歳児の歯科診療時の協力性に関する研究―歯科絵本を用いた齲蝕
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治療の説明― 中原順子 067（171）
●教育講座 神戸千恵 杉岡英明
「脳の仕組みに基づいた行動心理学」NLP に基づいた診療室での最
新のコミュニケーション その2 066（169）
「脳の仕組みに基づいた行動心理学」NLP に基づいた診療室での最
新のコミュニケーション その3 071（176）
●私が行っている障がい児歯科治療
障害児歯科治療―10 年経って今、思うこと― 今井裕樹 新谷誠康
062（171）
みんな一緒がいいですね 鈴木真子 057（172）
タイムマシンのボタンを押そう 瀬畑 宏 077（173）
聴覚障害の患者さんに地域での 聞こえの保障 を目指して 石崎
隆弘 077（174）
私を成長させてくださったすぎな愛育園と多くの障がい児・者の方
（1） 岡部浩子 051（176）
私を成長させてくださったすぎな愛育園と多くの障がい児・者の方
（2） 岡部浩子 063（177）
障がい児歯科治療におけるトラブルシューティング 早川琢郎
077（178）
私の治療室―障害のある子も、ない子も、その子だけの時間 小柴
幸子 067（179）
●赤ちゃんの口腔内模型を読む
提案 上顎の犬歯部比と水平板―赤ちゃん模型を見る簡単なスケー
ル― 石田房枝 060（180）
症例報告1 赤ちゃんの模型を取ってみて 高木伸子 064（180）
症例報告2 舌小帯をカットしなかったせい？ 島袋郁子 068
（180）
対談 舌小帯のカット お勧め? NO!? 桑原未代子 石田房枝 073
（180）
症例報告3 超低出生体重児の顎の発育―支援できること・出来な
いこと― 石田房枝 076（180）
●若い世代からの発言
形態回復から機能へのチームアプローチ 柿崎美智子 078（170）
ある20 年目の小児歯科医 春木隆伸 080（171）
小児歯科 からはじめてみました！！ 金尾 晃 075（172）
地域に貢献できる歯科医院を目指して 重田浩樹 091（173）
小児歯科医 を志して 金澤真亨 067（175）
ヘルスプロモーションとの出会い〜来院者とのコミュニケーショ
ン、そして自分自身を見つめなおして〜 近藤和美 065（176）
夢を一歩ずつ現実に 蛭川沙織 069（179）
●赤ちゃんのおっぱい育て、歯育て、食べ育て 島袋郁子
（7）おっぱいはヒトのお乳 071（170）
（8）薬を飲んだら、おっぱいはダメなの？ 067（172）
（9）おっぱいなら、どこでも一緒！！ 059（175）
（10）働きながらおっぱいはあげられる？ 075（177）
（11）おっぱいっ子の離乳食 075（179）
●活動報告
東京臨床小児歯科研究会秋季例会「外傷歯への対応と新しい矯正装

総目次

カレーの美徳 096（178）
なにゆえに余は天才なりしか 097（179）
ワルイヤツ 092（180）
●その他
【私の意見】育児支援は赤ちゃんから―新年号特集座談会「新進気
鋭の小児歯科医 小児歯科に架ける夢を語る」についての感想―
石田房枝 025（171）
【文献】外傷歯治療のガイドライン 日本外傷歯学会 041（171）
【REPORT】第1 回「機能的顎矯正治療を考える会」 051（171）
【REPORT】韓国歯科診療所レポート〜フェイシャルオーソトロピ
クスを通じて〜 益子正範 石田亮人 中田かず子 石田房枝
三谷 寧 043（172）
【REPORT】2010 年「小児歯科女医会」〜お台場からの報告〜 藤
岡万里 094（173）
【リレー連載・小児歯科医の育児支援】筍掘って家族団らん―食
育への小さな取りくみ― 松崎和江 059（176）
【総説】小児とスポーツ歯学 石上惠一 065（178）
【再び 私の小児歯科人生】 「小児歯科一代」出版記念祝賀会
神谷省吾 085（179）
● 治郎と過ごす日々
088（170）

久保信子

●海外子育て事情・ボストン編 美馬乃梨子
大変な主治医（PCP）探し 085（176）
アメリカでの予防接種について 088（177）
ボストンのハロウィン 093（178）
ボストンの水道水 093（179）
サンクスギビングデーとクリスマス 089（180）
●小さなギャラリー 金沢まりこ
「雪あそび」 005（169）
「菜の花畑」 005（170）
「旅立ち」 003（171）
「春の妖精」 005（172）
「白の記憶」 005（173）
「優しい雨」 005（174）
「姫紗羅の木の下で」 005（175）
「夏を捕まえに」 005（176）
「青・青 天の青」 005（177）
「屋根瓦の交差点」 005（178）
「寄り道」 005（179）
「きれぃ」 005（180）

読者
の皆様へ
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●待合室文庫 東京子ども図書館
あくたれラルフ 105（169）
マイク・マリガンとスチーム・ショベル 101（170）
どうぶつなんでも世界一 097（171）
イエペはぼうしがだいすき 101（172）
王さまのアイスクリーム 109（173）
マリールイズ いえでする 101（174）
これがほんとの大きさ！ 095（175）
わにのはいた 095（176）
へんなどうつぶ 095（177）
おやすみなさいフランシス 103（178）
ティリーのねがい 103（179）
はははのはなし 099（180）
● もちゃコンひらの のおもちゃ天国 ひらのみゆき
継続は力なり〜皆様に感謝を〜 107（169）
伝承遊びと現代〜シンメトリー遊びの神秘〜 103（170）
春の訪れ〜静かな音の世界より〜 099（171）
植物のちから〜環境の浄化と心の浄化〜 103（172）
素敵な出逢い〜子どもの感性の成長〜 111（173）
素敵なモビールの世界〜玩具と手作り玩具〜 103（174）
魔法の精油と玩具〜木の力・予防とお手入れ〜 097（175）
夏の成長〜お祭りと遊び〜 097（176）
子どもの製作意欲〜New アイテム誕生中〜 097（177）
玩具のちから〜Cuboro（キュボロ）〜 105（178）
昔からのゲーム＆ New アイテム〜そろそろクリスマス♪〜
（179）
音楽満載のクリスマス〜いい音選び♪〜 101（180）
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●バタバタ四人家族 田辺ゆり
トムとジェリー 104（169）／流行 100（170）／お給料＝お小遣
い 096（171）／ウサギさん大作戦 100（172）／ツケは果てしな
く 108（173）／子供店長 100（174）／世間は黄金週間 094
（175）／日本列島縦断旅行 094（176）／ビンツル生活 094
（177）／鬼先生 102（178）／脅威の部屋 102（179）／弱肉強
食？ 098（180）
●ぬりえで遊ぼう 上山榮子
雪の女王 006（169）／ピーターパン 006（170）／オズの魔法使
い 005（171）／かぐやひめ 006（172）／うらしまたろう 006
（173）／したきりすずめ 004（174）／カチカチ山 004（175）／
銀河鉄道の夜 004（176）／牛若丸と弁けい 004（177）／ごんぎ
つね 004（178）／こぶとりじいさん 004（179）／さとみ八犬伝
004（180）

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「2010 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
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