
●特集
1月号　子どもの健やかな育ちのために―日本小児歯科学会と全
国小児歯科開業医会の取り組み
日本小児歯科学会の現状と将来展望　大東道治　12（109）
日本小児歯科学会各委員会からの活動報告　15（109）
いま、全国小児歯科開業医会（JSPP）では　岩寺環司　31（109）
全国小児歯科開業医会各委員会からの活動報告　34（109）

2月号　母乳―子どもと親への生活支援（2）小児の専門家ととも
に考える母乳育児

日本外来小児科学会年次集会を取材して　有田信一　012（110）
母乳育児に対する基本的なスタンスと授乳指導の実際　瀬尾智子
018（110）
母乳育児に対する基本的なスタンスとコンサルテーションの実際
中澤恵子　026（110）
母乳育児に対する基本的なスタンスと小児歯科医療（保健）での実
際　井上美津子　033（110）

3月号　母乳―子どもと親への生活支援（3）地域とともに考える
母乳育児支援

小児科医からの提案―母乳育児とむし歯―　橋本武夫　012（111）
いろいろなおっぱいたち―母乳育児をめぐる母たちの願い―　二宮
節子　019（111）
公衆衛生的視点からの提案　川崎浩二　026（111）

４月号　サプリメント（栄養補助食品）の活用
サプリメントの基礎知識　蒲原聖可　012（112）
サプリメントの正しい活用法　小林明子　022（112）
「歯に信頼マーク」の普及　山田　正　033（112）
歯科に関係するサプリメント　黒川亜紀子　039（112）

5月号　小児期の咬合誘導を考察する―第22回日本小児歯科学
会九州地方会から

「小児期の咬合誘導を考察する」を企画した意図について　梅津哲夫
012（113）
咬合誘導における不全症例への対応　岡本篤剛、嘉ノ海龍三　017
（113）
咬合誘導を考察する―咬合誘導の考え方―　坂井正彦　032（113）
小児期に顎の成長予測は可能か　中島昭彦　037（113）
この素晴らしいネーミング『咬合誘導』―進化する私の咬合誘導―
荻原和彦　046（113）

6月号　母乳―子どもと親への生活支援（4）
座談会　小児歯科医としてどう取り組むか　井上美津子、佐々木
洋、高木　裕三、俵本　寛志、司会＝有田　信一　12（114）

7月号　子どもの心にせまる（子どもの心の理解）
心理臨床の立場から　心の発達的視点を中心に　杉原幹夫　012
（115）

小児科カウンセリング外来の立場から　症状は心の切符（不登校・
摂食障害を中心に） 河野政樹　019（115）
小児歯科臨床の立場から　小児歯科における見立て　石川隆義
025（115）
家族療法の立場から　家族システムの中の子どもという視点から
村上雅彦　031（115）

8月号　子どもの心を癒す（治療編）
精神療法　力動的心理療法の立場を中心に　杉原幹夫　013（116）
行動療法　よくある歯科での問題解決を通して　松原秀樹　020
（116）
解決志向アプローチ　既に解決は始まっている　藤川貞敏　027
（116）
NLP神経言語プログラミング　脳の体験構造を変える　河野政樹
035（116）

9月号　小児歯科医療が変わる？知っておきたい遺伝子研究
小児歯科医療と遺伝子研究の接点―見えてきた臨床応用―　朝田芳
信　012（117）
分子生物学的手法を用いた歯周病原性細菌の検出　仲野和彦、田村
希世子、大嶋　隆　022（117）
遺伝性エナメル形成不全症の遺伝子診断　関口　浩　031（117）
口腔疾患の原因遺伝子の同定―モデル動物からヒト疾患への応用―
福本　敏、湯浅健司、山田亜矢、野中和明　042（117）
遺伝子研究の臨床応用と展望　前田隆秀、清水武彦、清水邦彦、中
村　均　048（117）

10月号　アドボカシーって知ってる？
アドボカシー：小児歯科からの取り組み　丸山進一郎　011（118）
小児医療とアドボカシー―子どもの代弁者として一肌ぬぐ―　山中
龍宏　013（118）
今日からできるアドボカシー　佐々木洋、佐々木美喜乃、藤原　卓、
中村弘之、田中英一、丸山進一郎、坂井正彦、早川　龍、吉田昊
哲、井上美津子　020（118）

11月号　妊婦への歯科治療
妊婦への歯科保健教育について　竹本弘枝、石田房子　011（119）
妊婦へのう蝕治療と根管治療について　高橋慶壮　013（119）
妊婦への歯周病治療について　滝川雅之　020（119）
妊婦・授乳婦への薬物使用について　藤井　彰　020（119）
妊婦への歯科麻酔について　矢尾尚武　020（119）

12月号　顔を見る
日本人の顔はどのように変わってきたか　馬場悠男　012（120）
顔認識の発達過程　仲渡江美、山口真美　020（120）
顔と舌を診る―中国医学の望診から―　猪越恭也　027（120）
顔の親子類似性　中島　昭彦　033（120）
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●OPINION
あたり前を実行すること―衣食住は子どもを育む手段―　
加賀美尤祥　005（109）
声と声との出会い　川本典子　005（110）
食育のすすめ　早渕仁美　007（111）
子どもの診療に当たって配慮すべきこと　吾郷晋浩　007（112）
小児歯科の大切さ　滝口俊子　007（113）
「言うは易し、行うは難し」 高江幸恵　005（114）
感染症と私　牛島廣治　007（115）
子どもの治癒力　村田和子　007（116）
学校歯科保健活動の新たなる課題のために　松島悌二　007（117）
児童虐待の発見と歯科医師の役割　吉田恒雄　007（118）
子どもの遊び力とおもちゃ　多田千尋　007（119）
子どもの心を聴く　寺内定夫　007（120）

●臨床報告
小児歯科専門開業医による修復治療の実態　國本洋志、吉田昊哲、
羽田宣裕、岩寺環司、大畑里佳　045（109）
患者用情報誌「なかよし通信―ちょっといい話」―7年間を振り返
って―　外村　誠　051（109）
母乳育児に関して―小児歯科臨床の現場における対応―　犬塚勝昭
059（109）
小児歯科専門医院における長期管理の実態―定期健診によるう蝕予
防効果について―　岡本　誠、吾妻昭夫、大塚隆英、大橋健治、
桑原康生、俵本寛志、徳永順一郎、外村　誠、道家　臻、野々村
榮二、吉岡陽雄、吉見正樹　054（110）

「乳歯の根管充填」へのヒント―FC-CV法のEBMに基づいて―（4）
河田安史　047（118）

●研究を咀嚼する
低出生体重児の歯、歯列および顎顔面頭蓋の特徴　佐々龍二
（3）顎顔面頭蓋　069（109）
「おっぱい」から「食べる」へ　野田　忠　065（110）
萌出障害とその対応　野田　忠　053（111）
歯科治療に対する小児患者の反応と対応　野田　忠　063（112）
カリエスリスク診断　下野　勉
（1）細菌学的手法によるカリエスリスク診断　065（114）
（2）カリオスタットによる乳歯隣接面齲蝕の診断と予測 059（115）
ミュータンス菌の伝播と齲蝕予防への考え方　香西克之　053（116）
齲蝕抑制物質の探求　香西克之　071（117）
小児歯科と口腔細菌　香西克之　073（118）
小児歯科領域におけるX線CT写真の活用と研究
（1）画像構築とその観察　鈴木康生　067（120）

●For Children
女性が子どもを産みたいと望む社会とは　長谷川眞理子　047（110）
子どもを育む自然体験活動　平野吉直　039（111）
子どもたちの生活のようす　内山岳志　047（112）
子どもをめぐるメディア問題にどう取り組むか　鈴木みどり　065
（113）
子どもの睡眠と肥満　関根道和　053（114）
子どもの足を健康に育てるために　佐藤雅人　047（115）
子どもは、何故泣くのか　坂口伊都　063（119）
子どものしつけは、本当に不足しているのか　明橋大二　055（120）

●小児歯科における保険請求　大原　裕
（7）除去について　076（109）
（8）小児歯科臨床の疑義解釈・その1 074（110）
（9）小児歯科臨床の疑義解釈・その2 076（111）
（10）小児歯科臨床の疑義解釈・その3 080（112）
（10）小児歯科臨床の疑義解釈・その4 086（113）
（11）小児歯科臨床の疑義解釈・その5 084（114）
（12）小児歯科臨床の疑義解釈・その6 082（115）
（13）小児歯科臨床の疑義解釈・その7 088（116）
（14）小児歯科臨床の疑義解釈・その8 092（117）
（15）小児歯科臨床の疑義解釈・その9 088（118）
（16）小児歯科臨床の疑義解釈・その10 088（119）
（17）小児歯科臨床の疑義解釈・その11 080（120）

●アメニティー・スペース
「感動を与える歯科医院」をめざす　たなせこどもデンタルクリニッ
ク（岐阜市） 008（109）
健康＝健口からだもこころも健康に　医療法人なごみ会林小児歯科
（奈良市） 008（110）
まずは子どもの「心」を読むことから　嶋本歯科医院（山口県小野
田市） 008（111）
親子二代の歴史が刻まれた診療室　さくらい歯科医院（東京都三鷹
市） 008（112）
いい笑顔してますか？　医療法人社団ポプラ会小児歯科ポプラ診療
室（千葉県松戸市） 008（113）
地域のよき相談相手をめざして　クローバー小児歯科（奈良市）
008（115）
苦痛の少ない「楽」な歯科医療を　エンゼル歯科（仙台市） 008
（116）
いつも「清潔できれい」な環境に　かがみ歯科医院（千葉市） 008
（117）
手探りで一歩ずつ理想型へ　えのもと小児歯科（高松市） 008（118）
子育て経験生かしてお母さんをサポート　医療法人のざき小児歯科
008（120）

●今時のお母さんと子育て　丹羽洋子
（75）子ども受難時代　041（109）
（76）企業の子育て支援　041（110）
（77）噛みつき　036（111）
（78）息切れ早期教育　043（112）
（79）遊ぶ苦労　059（113）
（80）育児教育も新時代　047（114）
（81）子育てのなかの性とジェンダー　043（115）
（82）家庭児、保育園児、幼稚園児　043（116）
（83）母親最近事情　061（117）
（84）命の重さを子どもに伝える　033（118）
（85）育児とケータイ　059（119）
（86）乳児の保育環境　049（120）

●小児歯科医の視点
女性小児歯科医よ！　家庭サービスも忘れず　知恵と勇気と体力で
子どもを守ろう　梶井美香　074（109）
小児歯科の現状に救いの手　高野博子　072（110）
齲蝕の予防管理と行動管理を軸にした歯科医院づくり　奥　猛志
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082（114）
「私の責任…」というお母さんの言葉に　淺田匡彦　070（118）
オーストラリア・パースでのホームステイから見た日本の子どもの
生活　安齋理江　075（120）

●教育講座
小児期の外傷　木村光孝、西田郁子
（1）特徴・診査・診断　045（111）
（2）歯冠破折　055（112）
（3）歯内療法　071（113）
（4）歯根破折　059（114）
（5）脱臼　051（115）
（6）予後　047（116）
歯の色ってどんな色　細矢由美子
（1）歯の色を探索する　065（117）
（2）歯の色を測る　037（118）
（3）歯の色を管理する　067（119）
乳歯象牙質の物性は臨床の予後を左右する　細矢由美子
（1）健全乳歯象牙質の特徴　059（120）

●待合室掲示用ツール　全国小児歯科開業医会編
かかりつけ歯科医をもちましょう！！　003（109）
定期検診を受けましょう！！　003（110）
むし歯なんかにならないよ！　003（111）
乳歯が生えてくる時期とその順序　003（112）
乳歯のむし歯の特徴　中村　孝、町田幸雄　003（113）
CO（要観察歯について） 中村　孝、町田幸雄　003（114）
保護者の「あと磨き」は何歳まで必要か　中村　孝、町田幸雄　003
（115）
シーラントとは　中村　孝、町田幸雄　003（116）
各種飲料の誤った与え方　中村　孝、町田幸雄　003（117）
乳歯硬組織の異常（歯数の異常） 中村　孝、町田幸雄　003（118）
乳歯硬組織の異常（形態の異常1） 中村　孝、町田幸雄　003（119）
乳歯硬組織の異常（形態の異常2） 中村　孝、町田幸雄　003（120）

●プロジェクトXP
カリオスタット（CARIOSTAT） 下野　勉　079（109）
EASY-MATRIX（イージーマトリックス） 石塚　治　077（110）
ビトイーン　ライオン山切り　武者良憲　091（113）
小窩洞用裏装充填器　町田幸雄　091（114）

●臨床医のための研究法、オッズ比による分析法 石黒幸司
（1）オッズ比の基礎1 071（112）
（2）オッズ比の基礎2 079（113）
（3）オッズ比の臨床調査報告　071（114）

●新しい家庭のイメージを探る 亀口憲治
（1）個人化する家族　083（109）
（2）親密さを求めて　081（110）
（3）密着する親子　079（111）
（4）再生する家族　083（112）

●教室紹介
神奈川歯科大学成長発達歯科学講座小児歯科学分野　078（109）

松本歯科大学小児歯科学講座　090（113）
日本大学歯学部小児歯科学教室　080（114）
九州歯科大学口腔機能発達学分野　086（114）
新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔生命科学専攻口腔健康科学講
座小児歯科学分野　079（115）
大阪大学大学院歯学研究科分子病態口腔科学専攻口腔分子感染制御
学講座　087（119）
日本歯科大学新潟歯学部小児歯科学講座 / 新潟歯学部附属病院小児
歯科　079（120）

●スーパー保育士の「子育て」講座 原坂一郎
ホントの意味の「地域ぐるみの子育て」 091（109）
いまどきのお父さん　ホントに「母親が2人」？　087（110）
子どもに好かれる条件は？　087（111）
子どもの誉め方　091（112）
叱らないでもしつけはできる！？　099（113）
子どもが言うことを聞かないときは　099（114）
変質する子どもの笑い　095（115）
子どもは3歳までに満足感を十分味わうと素直に育つ　099（116）
「命の教育」とは？　103（117）

●THEこども学 原坂一郎
「子どもの笑顔」が教えてくれるもの　099（118）
少子化対策はコレだ！　103（119）
子どもにやさしい社会を　095（120）

●エッセー／t治郎と過ごす日々 久保信子
088（109）、083（111）、087（112）、095（113）、087（115）、091
（116）、095（117）、095（119）、087（120）

●私の健康法
週に一度の整体治療と「患者さんの笑顔」でストレス解消　国崎幸
史　090（114）
健康の源は自然な姿勢で働ける診療環境にあり　須藤洋一　085
（115）

●研究発表
小児歯科専門開業医による修復治療の実態　國本洋志、吉田昊哲、
羽田宣裕、岩寺環司、大畑里佳　045（109）
3歳児の生活習慣と歯列・咬合を考える（前篇） 中道　哲　069
（115）
3歳児の生活習慣と歯列・咬合を考える（後篇） 中道　哲　077
（116）

●学会・研究会報告
平成17年度日本小児歯科学会ワークショップに参加して　石田房枝
046（116）
第19回日本小児歯科学会関東地方会大会より―関東9大学における
予防処置の実態について（1） 063（116）
第19回日本小児歯科学会関東地方会大会より―関東9大学における
予防処置の実態について（2） 079（117）
第19回日本小児歯科学会関東地方会大会より―関東9大学における
予防処置の実態について（3） 081（118）
東京臨床小児歯科研究会活動報告　食べることの意義と美味しい食
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べ方　澤野宗重　090（119）

●歯いしゃさんでの冒険 ながいしけいこ
094（109）、090（110）、090（111）、095（112）、095（114）、091
（115）、095（116）、099（117）、099（118）、099（119）

●みらくるキッズ なかむらちづる
卒業しなくっちゃ…　100（109）
ケータイ…　096（110）
卒業、そして…　096（111）

●バタバタ四人家族 田辺ゆり
初笑い　100（112）
とつぜん何！？　104（113）
それって裏技？　104（114）
正義のヒーローは…　100（115）
大きくなあれ　104（116）
歯医者さん大好き！　108（117）
こだわりOR気分　104（118）
夏休み　108（119）
リベンジ？　100（120）

●“もちゃコンひらの”のおもちゃ天国 ひらのみゆき
素敵な関係…時間…玩具　103（109）
生活シーンでのお手伝い①　099（110）
生活シーンでのお手伝い②　099（111）
子どもの姿勢～靴選び～　103（112）
子どもの「目力」 107（113）
梅雨時だからこそ～エネルギー発散は心がスッキリ～　107（114）
夏の過ごし方～いま出来る遊び探し～　103（115）
夏を楽しく過ごす遊び～Newアイテムよりベスト10選～　107
（116）
親子のコミュニケーションツール～Newアイテムよりベスト10選
～　111（117）

秋色みーつけた～心の豊かさから落ち着きを～　107（118）
ドイツの素晴らしいクリスマスツリー～惜しまれ、心に残る～
111（119）
サンタさんを想像する待合室～子どもに夢を描く楽しみを～　103
（120）

●待合室文庫　東京子ども図書館
はんぶんのおんどり　101（109）
ロバのシルベスターとまほうのこいし　097（110）
ティッチ　097（111）
あたしもびょうきになりたいな！　101（112）
こいぬがうまれるよ　105（113）
どれみふぁけろけろ　105（114）

なぞなぞのすきな女の子　101（115）
そらいろのたね　105（116）
ぶたたぬききつねねこ　109（117）
マーシャとくま（ロシア民話） 105（118）
かにむかし　109（119）
ことばのこばこ　101（120）

●世界の子育て事情・オーストラリア篇　宮川たか子
放課後のようす　101（109）
食生活　097（110）
医療面1 097（111）
医療面2 101（112）
友人の愛情　105（113）
歯の治療　105（114）
バカンスやクリスマス　101（115）
環境保護　105（116）
付録／わたしはこうして車の免許を取りました　109（117）

●メイドインUSA 徳永智子
104（109）、100（110）、100（111）、104（112）

●Hej Hej! こちらSverige!!スウェーデンからの手紙 河上智美
092（118）、092（119）、084（120）

●HomePage拝見
なかお小児歯科　038（115）
医療法人ゆきなり小児・矯正歯科　032（118）
たんぽぽ小児歯科医院　087（118）
小児歯科スマイルプラザ　083（119）
井尻歯科クリニック　094（119）

●読者からの手紙
「『乳歯の根管充填』へのヒント－その3」への意見　石川力哉　073
（111）
仕上げ磨き用歯ブラシって本当に必要？　石田房枝　068（115）
仕上げ磨き用歯ブラシについて　俵本寛志　076（116）

●その他
【投稿＝臨床からの提言】咬合支持による乳歯列咬合の分類－乳歯咬
合時における小児咬合治療の重要性と放置の危険性－　柳田勇夫
065（111）

【工夫BOX】「おいしい水」のシール　俵本寛志　054（112）
【カラーグラビア】小児期にみられる口腔疾患　船越禧征　007（114）
【資料】おしゃぶりについての考え方　小児科と小児歯科の保健検討
委員会　041（114）

【カラーグラビア】 008（119）
【特別報告】カンボジア保育園への支援　沼口麗子　077（119）
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