
●特集
1月号　お母さん、ごはんまだ？⑧
座談会／小児歯科医だからできる「食べることの育児支援」 佐々
木洋／田中英一／丸山進一郎　12（97）
2月号　小児歯科麻酔事故を防ぐために
局所麻酔のメカニズム－小児の特性を考慮して　一戸達也　12（98）
歯科用麻酔剤の種類と適応などについて－小児への適応－　見崎
徹　17（98）

小児のアレルギーと局所麻酔　長坂　浩　24（98）
小児の局所麻酔時における緊急時の対応　深山治久　30（98）
小児歯科診療と局所麻酔　渡部　茂　40（98）
3月号　今、学校で子どもたちは
今、学校では　中村忠良　12（99）
今、子どもたちは－放課後の子どもたち－　高木方子　28（99）
資料：寝屋川市ドリームプラン　26（99）
4月号　これからの小児歯科医療－小児歯科医療の最先端
これからのう蝕予防－細菌の分子生物学的解析による研究から　星
野倫範　藤原　卓　16（100）
歯質保護としての再石灰化処置とその評価　飯島洋一　23（100）
遺伝学的研究を小児歯科臨床に応用　前田隆秀　33（100）
デジタル化時代の医療情報提供と夢　谷　博司　41（100）
小児歯科臨床における最新画像診断の応用　岡本篤剛　嘉ノ海龍三
50（100）
5月号　小児歯科臨床における各種レーザーの使い方
Color Gravure 7（101）
レーザーの基礎と各種レーザーの特徴　加藤純二　12（101）
Er：YAGレーザーの小児歯科領域での応用　加藤純二　17（101）
He-Neレーザーの小児歯科領域での応用　加藤純二　23（101）
診断領域のレーザーDIAGNOdent®を中心として　高森一乗　27
（101）
CO2レーザーの有用性について　松根健介／前田隆秀　33（101）
当院のレーザー診療　神谷　誠　40（101）
成育歯科医療を進めるためのレーザーの活用　浜田晶子／小田裕
子／杉岡千津／田中克明／大野秀夫　47（101）
6月号　子どもの足
人の原点、直立二足歩行について　石塚忠雄　12（102）
足の裏から鍛える体と脳　野田雄二　18（102）
今、子どもたちの足は！？　内田俊彦　23（102）
足まで診る歯科診療　中道　哲　34（102）
噛む力アップには足をつけて食事をしよう　倉治ななえ　40
（102）
7月号　母乳―子どもと親への生活支援（1）母乳育児と口腔保健
（問題提起）
「断乳」から「卒乳」への移行の背景と子育て　鈴木佐喜子　12
（103）
小児口腔保健が育児支援となるために　佐々木洋　19（103）
授乳と齲蝕リスクのEBM 藤原　卓　27（103）
8月号　小児歯科臨床におけるインフェクションコントロール
歯科領域の感染予防対策の基本と実際　波多江新平　栗原英見　12
（104）
滅菌・消毒・洗浄の基本と実際　新井裕子　三牧祐一　25（104）
小児の歯科治療時に注意すべき感染症と全身疾患　鈴木淳司　39
（104）
廃棄物の処理　菅田智子　43（104）

歯科医療従事者の感染予防対策　吉野　宏　48（104）
9月号　電動歯ブラシを知る
プラークコントロールにおける電動歯ブラシの位置付け　新井
高　12（105）
各種電動歯ブラシの種類（音波・超音波のメカニズムを含む）
鈴木丈一郎　15（105）
各種電動歯ブラシのプラーク除去効果　鈴木丈一郎　22（105）
電動歯ブラシの正しい使用法（利点・欠点を含む） 鈴木丈一
郎　36（105）
10月号　フッ化物によるう蝕予防（1）
世界におけるフッ化物によるう蝕予防の普及状況　小林清吾　12
（106）
フッ化物の全身的応用　荒川浩久　21（106）
フッ化物局所応用の新しい考え方　眞木吉信　27（106）
11月号　フッ化物によるう蝕予防（2）
フッ化物応用のエビデンス　安藤雄一　12（107）
フッ化物と再石灰化の科学　飯島洋一　23（107）
フッ化物応用のリスク管理　筒井昭仁　31（107）
12月号　「う蝕予防としてのキシリトール」を考える
キシリトール―小児のう蝕予防に必要か―　大嶋　隆　12（108）
キシリトールを用いたミュータンス連鎖球菌の感染予防　鈴木　章
20（108）

●OPINION
電子メディアの中で育つ　深谷昌志　5（97）
赤ちゃんの笑顔～笑顔と笑顔のコミュニケーション　井上　宏
5（98）
父親の子育て参加　加野芳正　5（99）
お母さんの心を抱きしめてあげるために　上田理恵子　5（100）
自然はおさなごの友だち　中島　修　5（101）
アドボケーターとエビデンスベーストの狭間で　榊原洋一　5
（102）
親子は「別人格」であるという認識　鈴井江三子　5（103）
子どもとメディア～デジアナ人間　松田総平　5（104）
子どもは社会の宝―「三歳児神話」は本当か？―　内田伸子　5
（105）
子どものうそ　浜田寿美男　5（106）
ひきこもりの子どものストレス　牟田武生　5（107）
家庭教育における父親の役割　山下重喜　5（108）

●臨床報告
子どもの舌を診る　中山隆介／桑原未代子　49（97）
「猫ひっかき病」ってなあに？　村山高章／森崎市治郎　56（97）
「乳歯の根管充填」へのヒント－FC-CV法のEBMに基づいて　河田
安史　47（99）
開口と鼻閉との関連性　佐橋喜志夫／近藤　俊／永田良子／村井里
江／棚瀬美香／亀山俊也　70（99）

『お母さんは、パニック！！』－OSPホームページの「OSPへのお問
い合わせ」に寄せられた500通のメールから　吉岡 陽雄　77
（100）
小児期の吸指癖と上顎前突－その関連性と治療法について－　嘉藤
幹夫　72（101）

「乳歯の根管充填」へのヒント―FC-CV法のEBMに基づいて―そ
の2 河田安史　59（102）
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自傷行為による口唇部潰瘍および蜂窩織炎にマウスガードを試みた
1男児例　戸塚隆太　70（102）

【平成15年度全国小児歯科開業医会研究助成】定期健診による乳歯
修復物の寿命と永久歯齲蝕予防効果について　岡崎好秀／下野
勉　48（105）

う蝕予防の現状と将来― 長期母乳育児とう蝕予防 ―　岡本　誠／
山中香織／松本　進／松本真理／土門智香／永藤幸恵　53（107）
当医院における長期母乳育児の実際と育児支援　石田房枝／中田か
ず子／永田多真美　39（108）

「乳歯の根管充填」へのヒント―FC-CV法のEBMに基づいて―そ
の3 河田安史　45（108）

●情報Update
1. ラテックスアレルギー　今井孝成／藤谷しのぶ／斉藤多賀
子／酒井菜穂／伊藤良子／北村　耐／小田島安平　87（101）
2. 歯科医療におけるラテックスアレルギー―歯科用ゴム手袋、
ラバーダムなどの使用について―　大島　浩／中村正明　89
（102）

●顎態調和法からのアプローチ
1．いままでの知見から　荻原和彦／鈴木克政／中村昭二／星岡才
賢　49（106）

2．私達の研究とこの課題の現状と今後に向けて　荻原和彦／鈴木
克政／中村昭二／三枝松広高／後藤美紀／伊藤雅夫　61（107）

3．臨床例と実践に当たり（最終回） 荻原和彦／鈴木克政／永
山正人／中村昭二／初谷宏一／藪野太一／安藤亜奈美　61
（108）

●研究を咀嚼する
反対咬合の形態と機能に関する研究、乳歯列および混合歯列初期の
対応　赤坂守人／小野寺妃枝子　69（98）

小児の下顎運動解析　赤坂守人／菊池元宏／由井公貴　75（99）
その1 歯の外傷による新型固定法について　大東道治　69（104）
その2 処置方法の違いが乳歯歯根吸収および後継永久歯の萌出な
どに及ぼす影響について　大東道治　67（105）

その3 覚醒剤常用妊婦の胎児の口腔内組織への影響についての実
験的研究　大東道治　60（106）

低出生体重児の歯、歯列および顎顔面頭蓋の特徴その1 歯の特徴
佐々龍二　71（107）

低出生体重児の歯、歯列および顎顔面頭蓋の特徴　その2 歯列お
よび咬合機能　佐々龍二　71（108）

●障害児歯科の新しいアプローチ　武田康男
1. 口唇口蓋裂児とその家族の受容支援　77（101）
2. Down症候群児とその家族の受容支援　75（102）
3. Down 症候群児の歯科保健　67（103）
4. 重症児の療育的ケア　75（104）
5. 重症障害児のターミナルケアとその家族のグリーフケア　77
（105）
6. 障害児歯科の新しい領域とその未来　65（106）

●唇顎口蓋裂の臨床　早川　龍
3. 障害と処置　（97）
4. う蝕と歯列　（98）

●プロジェクトX-P
ディスタルクランプ開発秘話　町田幸雄　69（97）
日本最初の乳歯用クランプ　杉山乘也　83（98）

口唇閉鎖筋力トレーニング器具・パタカラの開発　秋広良昭　55
（103）
乳歯根管充填剤としてのビタペックス　町田幸雄　79（107）

●For Children
ゆっくり育って新しく生きる－霊長類の進化と比較行動発達　竹下
秀子　37（97）
絵が語る現代の子ども像　小村チエ子　54（98）
子どもが「自信力」を育むために－大人はどうサポートできるか
河地和子　41（99）
SIDS（乳幼児突然死症候群）の防止から始まった幼児禁煙教育　木
原　博　69（100）
心因性視覚障害―子どもの発するSOS。気持ちを受け止めて心のケ
アを―　山出新一　65（101）

「子育て相談室」からみえてくるもの　小川記代子　55（102）
“子育て”のむずかしさ　ひとみしりを科学する　山口真美　44
（103）
子育てサークルの現在―子育て支援から子育てコミュニティへの可
能性―　寺田恭子　47（107）
子どもの睡眠と親の生活習慣　白川修一郎／駒田陽子／松浦倫子／
水野　康　33（108）

●小児歯科における保険請求　大原　裕
1. 基本診療料算定について　52（103）
2. C・Gに対する指導管理について　60（104）
3. 継続的歯科口腔衛生指導について　60（105）
4. レセプト点検アラカルト　74（106）
5. 歯肉炎に対するメインテナンスについて　86（107）
6. レセプト点検アラカルトⅡ　78（108）

●アメニティー・スペース
生活の支援が目的の歯科医療　ありた小児矯正歯科　8（97）
明るく、開放的でカラフルな空間　ゆきなり小児・矯正歯科　7（98）
地域に育てられイキイキと　角町歯科医院（長崎市） 7（99）
デジタル時代の楽しい空間をたに歯科医院（千葉県船橋市） 7
（102）
情報提供のもとにインフォームド・チョイスを　たんぽぽ小児歯科
（熊本市） 8（103）
同じ目線で話のできる環境を　米澤小児歯科医院（兵庫県明石市）
7（104）
子どもの成長をみる楽しみ　ふなこし小児歯科（兵庫県明石市）
7（105）
成育歯科からのファミリーサポート　あびこクリニック歯科（千葉
県） 7（106）
スタッフはベストチームワーク　星野小児歯科（愛知県豊川市）
7（107）
おもちゃでチャチャチャ｜　ながいし小児歯科医院（兵庫県伊丹市）
7（108）

●今時のお母さんと子育て　丹羽洋子
63. 自転車と子育て　33（97）
64. 並行家族　49（98）
65. 泣き声分析器　37（99）
66. 食　育　65（100）
67. 産前からの親教育　61（101）
68. 親と子のたまり場　51（102）
69. 子どもの友達関係　41（103）
70. 「母乳とむし歯－現在の考え方」を考える　57（104）
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71. 便利飲み物症候群　43（105）
72. おばあちゃんも育児学習の時代　45（106）
73. 書店に見る育児お国柄　43（107）
74. 肥満　29（108）

●小児科医のつぶやき　藤森　弘
17.“伝承遊び”で健康づくり②“折り紙” 85（97）
18. 子どもに、いきいきとした生活を…　91（98）
19. 悪い姿勢は健康破綻の出発点　95（99）
20. 日常生活のあらゆる局面で、よい姿勢づくりを　81（100）
21.“遺伝子”を納得させる子育てを…　92（101）
22.早起きして、生きる力をみなぎらそう　97（102）
23.“子育て”のむずかしさ　藤森　弘　95（103）
24.健やかに子どもを育てるための、おとなの役割　99（104）
25.自律神経の未発達の子が多い　99（105）
26.「代替医療」―“医療”の概念の拡大と深化―　101（106）
27.心のくずれは、からだで治る　93（107）

●小児歯科医の視点
小児歯科医として、札幌地裁判決を考える　旭爪伸二　79（97）
私の小児歯科医師人生第三期は？　大野美香　88（98）
幸福は口福から－小児の定期健診への想い　松本晉一　92（99）
生涯のライフワークにしたいこと　宮川慎二郎　50（103）
ダメな小児歯科医のひとり言　石川力哉　76（108）

●私の健康法
自疆術/ テレビの前で寝転がって　矢尾夕美子80（103）
20年前に始めたテニス　池尾元三朗　102（104）
平凡がなにより　竹中勝人　102（105）
魚釣り一筋　荻田修二　92（107）

●教室紹介
北海道大学大学院小児・障害者歯科学教室　74（104）
北海道医療大学歯学部小児歯科学講座　88（104）
岩手医科大学歯学部小児歯科学講座　47（105）
東北大学大学院歯学研究科口腔保健発育学講座小児発達歯科学分野
76（105）
奥羽大学歯学部成長発育歯学講座（小児歯科） 92（105）
日本大学松戸歯学部小児歯科学教室　78（106）
日本歯科大学歯学部小児歯科学講座　89（106）
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔機能発育学講座小児
歯科学分野　92（106）
昭和大学歯学部小児成育歯科学教室　82（107）
鶴見大学歯学部小児歯科学講座　80（108）

●新任教授に聞く
これからの小児歯科医療の役割とは？　山崎要一　76（107）

●地域で働く小児歯科
28年目の小児歯科医ってか　今西秀明　85（99）
地域保健の現場から　安福美昭　63（103）
新たな気づきや学びは診療室の外の活動から　黒田耕平　63（104）
行政で働く小児歯科医　大西宏昭　63（105）

●鎌倉便り　澤野宗重
土下座礼讃？　97（97）／オペラチックな時間　101（98）／アンニ
ュイ、少年の夏　105（99）／迷子で方向音痴で　88（100）／包帯、
眼帯、絆創膏　102（101）／そして誰れもいなくなった　102

（102）／原稿の書き方　105（103）

●学会報告
第19回国際小児歯科学会に参加して　河上智美　76（97）
パネルディスカッション「地域を育てる小児歯科」（第21回日本小
児歯科学会九州地方会）より　川崎浩二／佐々木洋／角町正勝／
藤原　卓／有田信一　60（99）
第18回日本小児歯科学会関東地方会大会　渡部　茂　川渕孝一　眞
木吉信　黒川亜紀子　前田隆秀　藥師寺仁　81（103）
幼児期の言葉の発達と観察・指導の要点（1） 歯科診療室で聞き
取ったことば―「ことばの花かご」から　石田房枝　89（104）
幼児期の言葉の発達と観察・指導の要点（2） 子どものことばと
心の発達　西崎智子　93（105）
幼児期の言葉の発達と観察・指導の要点（3） 障害児、特に自閉
症児とのコミュニケーションの確立　納富恵子　93（106）
幼児期の言葉の発達と観察・指導の要点（4） 企画者の立場から
田村康夫　98（106）

●ホームページに寄せられる質問から
大阪小児歯科専門医臨床研究会（97～108）

●その他
出生直後からの口腔保健指導in 奈良　辻　裕子（97）
【研究発表】開口と鼻閉との関連性　佐橋喜志夫／近藤　俊／永田
良子／村井里江／棚瀬美香／亀山俊也　70（99）

「大学での小児歯科勤務から得たもの」in 熱海―野坂久美子先生に学
ぶ―　中原弘美　91（103）

【ツール紹介】絵カードと連動できる砂時計ソフト　船曵洋司　76
（105）
【研究発表】お口ポカンとしていませんか？！　茨城県日立保健所
79（105）

【ツール紹介】アメ貯金　中田かず子／永田多真美／沼崎祥子／高
野ひとみ／原　美舟　88（107）

●メイドインUSA 徳永智子
1.スモール　イズ　グッド？！　107（101）
2.アメリカの電化製品 112（102）
3. アメリカ人は天気予報がお好き　112（103）
4. アメリカの医療システム　112（104）
5. アメリカのペットたち　116（105）
6. ところ変われば言葉変わる？！　116（106）
7. ファットフリーって何？　108（107）
8. ～風料理！　104（108）

●みらくるキッズ なかむらちづる
58. ホネが折れた　100（97）／59. “教育熱心” 104（98）／60.
書き初め　108（99）／61. はじめての“バレンタイン” 112
（100）／62. 塾熱！！ 104（101）／63. ファッション・バトル
108（102）／64. オラウータンに学ぶ　108（103）／65. “これで決
まり！”って感じ　108（104）／66. バーゲン・デビュー　112
（105）／67. 得意技　112（106）／68. 自由研究　104（107）／69.
できた！　100（108）

●“もちゃコンひらの”のおもちゃ天国 ひらのみゆき
子どもの平和　103（97）／1つの選び方“お取り寄せ” 107
（98）／乳児期・幼児期の遊び=学びの原点　111（99）／ドクスピ
ールの木製玩具たち～ドイツ・スイス紀行Vol.1 115（100）／ドク
スピールの木製玩具たち～ドイツ・スイス紀行Vol.2 107（101）／
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子どもの生活バランス～現代の悩みから～　111（102）／シグナル
とサイン～子どもから・おもちゃ～　111（103）／夏休みの過ごし
方～手・からだ・五感から～　111（104）／様々な危機感～おもち
ゃを通して～　115（105）／秋の利点～季節を通しての生活のリズ
ム～　113（106）／モノが多い時代の子ども達～木製玩具の流通～
107（107）／クリスマスの楽しみ方～先生サンタさんより～　103
（108）

●エッセー　久保信子
t 治郎と過ごす日々 （97～99、101～103、105、107、108）

●待合室文庫　東京子ども図書館
きょうはなんのひ？　101（97）／ゆきのひ　105（98）／やまのこ
どもたち　109（99）／なきむしようちえん　113（100）／さるの
オズワルド 105（101）／くもさんおへんじどうしたの　109
（102）／海のおばけオーリー　109（103）／チムとゆうかんなせん
ちょうさん　109（104）／私のワンピース　113（105）／名馬キャ
リコ　113（106）／こぐまの学校のバザー　105（107）／子うさぎ
ましろのお話　101（108）

●保育所からこんにちは　原坂一郎
16. お正月を取り戻そう　102（97）
17. ホントは律義な子どもたち①　106（98）
18. ホントは律義な子どもたち②　110（99）
19. 子どもとの信頼関係を作ろう　114（100）
20. 子どもが言うことをきかないときは？　106（101）

21. 単語ことばにご用心！　110（102）
22. 子ども達は「おふざけバージョン」がお嫌い？　110（103）
23. 子どもに童謡を　110（104）
24. 子どもの笑顔　114（105）

●スーパー保育士の「子育て」講座　原坂一郎
1. 「近ごろの親は子どもを怒らない」って本当？　107（106）
2. 輝く子ども時代　96（107）
3. 集団の「事実」と「真実」 91（108）

●世界の子育て事情
・カナダ篇　もとやまとみえ
1. 初めての歯医者　105（98）／ 2. 食生活について　109
（99）／ 3. 長～い冬　113（100）／ 4. 夏は楽しい！　105
（101）／5. カギっ子はいない！　109（102）
・オーストラリア篇　宮川たか子
1. 家族でオーストラリアへ　109（103）／2. 学校教育その1
109（104）／3. 学校教育その2 113（105）／4. 学校教育その3
113（106）／5. 子どもは安全！　105（107）／6. 子どものため
のパーティー　101（108）
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