ホワイトニングの真実 って

なに？
！ デンタルホワイトニング
こ れ で 納得！

編著

ホワイトニングの効果は？
ホワイトニングの科学的根拠はあるのか？
ホワイトニング剤に違いはあるのか？
歯質漂白のメカニズムは？
知覚過敏などのトラブル対応は？
これらの疑問に臨床例に則して
懇切丁寧に解説した
安全なホワイトニングを行うための書．

加藤純二

医療法人社団楓樹会棚田歯科医院

金子

大槻昌幸

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
う 制御学分野

守矢佳世子

医療法人社団康真会西新井デンタルクリニック

著

鶴田博文
中澤妙衣子
春山亜貴子
春川麻美
瀬賀紗都子

本書の特徴

1

ホワイトニングってなんだろう？

ホワイトニングの概要と変遷が興味深くまとめ
られています．
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■A4判／152頁／オールカラー
■定価 7,770円
（本体 7,400円＋税5％）

ホワイトニングのしくみを知ろう

2 ホワイトニングの種類や歯質の構造，漂白剤の化
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学的性質，漂白のメカニズムなどがＱ＆Ａ形式で理解できます．

3

潤

明倫短期大学歯科衛生士学科

ホワイトニングの流れをつかもう

ホワイトニングの成功の鍵はカウンセリング，診査，診断
と施術計画立案，サポート，メインテナンスにあります．これ
ら一連の流れをスムーズに行うためのポイントが具体的に解
説されています．

4 ホワイトニングの手順を学ぼう
メーカーごとのホワイトニング剤の特徴や手順，注意点を
示し，患者さんのさまざまなニーズに即したホワイトニング剤
の特徴がわかります．

やってみようホワイトニング
やってみよう！
ホワイトニング
5 ケーススタディ症例で1回目の治療から5回目まで，
実際の
患者さんのやりとりを含めて臨床ステップが的確に学べま
す．また，若年者，成熟世代，円熟世代，特殊な症例の26症例
で診断から処置までの要点を見開き2頁で解説してあります．

失活歯のホワイトニング
試してみよう！ 失活歯のホワイトニング
6 失活歯の変色に対する有力な治療法して漂白法を取り上
失活歯の変色に対する有力な治療法として漂白法を取り
げ，臨床例とともにポイントを解説しました．
上げ，臨床例とともにポイントを解説しました．
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東京都文京区本駒込1-7-10

TEL.03-5395-7630
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