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歯科臨床医，歯科研修
医，歯科衛生士，両学
生など歯周治療に関わ
る方々のための，非外
科的アプローチのすべ
てがまとめられたゴー
ルドスタンダードです．

タフツ大学歯周病学科の非外科的歯周治療のメソッドを紹介する，
本邦初の翻訳書

歯科医師・歯科衛生士のための Clinical Handbook

非外科治療による
歯周病コントロール 
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Y. Natalie Jeong, Daniel K. Coleman
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和泉雄一・長澤敏行
木下淳博・青木　章

基礎からはじまり，
動機づけ，検査・診
断，歯周基本治療，
付加的な治療，メイ
ンテナンスまでタフ
ツ大学歯周病科の臨
床の実際を詳説．

多くの図や写真を用い
て理解しやすく整理さ
れ，すぐに臨床に応用
できる情報が満載．臨
床のコツを具体的なイ
メージとしてとらえら
れる内容です．
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患者さんに語る シンプル歯周治療  
“難しい言葉を簡単に” “複雑な内容をシンプルに” がコンセプ
ト！ 歯科衛生士さんに歯周治療に際して的確な指示をするた
めの入門書としても最適！

吉江弘正・和泉雄一　編著

関連書籍のご案内


