
●特集
1月号　座談会　明日に生きる子どもたちのために～みんなで考え

る子ども主役の社会へ～　
安齋理江　丸山進一郎　峯　真人　小倉直子 （司会）有田信一
011（121）

2月号　タバコの害から子どもを守る
子どもへの受動喫煙の影響とその対策　野田　隆　012（122）
新しいたばこ像と喫煙防止教育　北山敏和　021（122）
歯科医療とタバコ対策　埴岡　隆　027（122）
私と禁煙活動　市来英雄　037（122）
なるほどザ防煙教育　岡崎好秀　045（122）

3月号　歯質へのレーザー照射の疑問点
レーザー照射によるレジンの接着性に関する問題点　冨士谷盛興
012（123）
MI修復とEr：YAGレーザー　田上順次　021（123）
レーザーでの齲蝕予防の考え方と実践　和賀正明　029（123）
Er：YAGレーザーを使ったときの歯髄刺激は？　田中紀裕先生
に聞く　038（123）

4月号　シリーズ発達期の矯正－1
ホモサピエンスにおける不正咬合の問題と発達期の咬合育成　佐
藤貞雄、進士久明　011（124）

5月号　赤ちゃんとのコミュニケーション
母と子の絆と子育て、コミュニケーションの立場から　小林　登
012（125）
おなかの中から始める子育て～胎内記憶・誕生記憶から考えられ
る子育て～　池川　明　019（125）
障害を持つ赤ちゃんとのふれあい　金田一純子　027（125）
ラクトフェリン研究、最近のトピックス　安藤邦雄　033（125）
小児歯科の臨床とラクトフェリン　鳥山　栄　041（125）

6月号　子どもとのコミュニケーション（乳幼児篇）―子どもと親
の心を支える臨床―

乳幼児精神保健の新しい動向　渡辺久子　016（126）
乳幼児のコミュニケーションの発達　古澤頼雄　021（126）
カンガルーケア―子どもと親の心を支える臨床―　堀内　勁
027（126）
あまえ療法―幼児期心身症・トラウマ治療―　澤田　敬　033
（126）

7月号　子どもと水分補給
大地にもっと水分補給を　コンクリート・アスファルトジャング
ルから子どもを守ろう　ドクトル雨水　012（127）
あかちゃんと「水補給」 村田光範　橋本令子　020（127）
食事中の飲み物　西野瑞穂　027（127）
運動部活動における熱中症の予防と水分補給　中塚公子　030

（127）
“健康飲料”と口腔保健　高木裕三　037（127）
糖尿病とペットボトル症候群　星　賢二　042（127）

8月号　今、子どもたちの夏休みは？
夏休みと子どもの権利　丹羽　徹　028（128）
夏休み・今と昔　馬場桂一郎　034（128）
児童家庭相談の窓口からみた子どもたち～夏休み時期の相談を通
じて　藤本財久　040（128）
私の過ごした夏休み　落合靖一／桑原未代子／神谷省吾／澤野宗
重／大野秀夫／旭爪伸二／齋藤裕樹／土井和弘　046（128）

9月号　少子化時代の子育て奮戦記
現代の子育てに知っておきたい脳の成長と発達　杉田克生　012
（129）
少子時代の子育ち親育ち　保科　清　018（129）
小児歯科医ができる子育て支援のためのヒント　野本知佐　022
（129）
少子化時代の今、子育てに悩む私の日々　山田真理　027（129）
子育てで学んだこと　長岡宮子　032（129）

10月号　発達期の矯正その2 乳歯列反対咬合へのアプローチ
反対咬合と下顎運動機能　山崎要一　012（130）
乳歯列期反対咬合の自然治癒　永原邦茂　022（130）
ムーシールド®による乳歯列期反対咬合の早期初期治療　柳澤宗
光　037（130）

11月号　子どもと排泄
「うんち」は語る腸の老化―3つのウンチ力で腸内環境を変えよう
―　辨野義己　012（131）
赤ちゃんからの排尿の発達とおねしょ―おねしょなんかこわくな
い　帆足英一　020（131）
うんちやおしっこが教えてくれるもの　洲鎌盛一　028（131）

12月号　子どもの健康管理-1 眼
視力はどのように発育し、完成していくのでしょうか　野村耕治
012（132）
アレルギーによる眼の病気　野村耕治　018（132）
目の生活習慣病　ドライアイ・眼精疲労　片上千加子　023（132）
小児眼科の救急疾患　山本　節　029（132）
乳幼児眼科健康診　杉山能子　034（132）

●OPINION
“健康のしつけ” 藤森　弘　007（121）
ステキな子ども達へ…　熊丸みつ子　007（122）
相談者の声を聴くことは「自分を知る」こと　渡邊暢子　007（123）
学校保健におけるパラダイム・シフト　内藤昭三　007（124）
仲間遊びのある地域生活を育てましょう　神代洋一　007（125）
「こども保健・医療王国」の建設へ　横田俊平　005（126）
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今一度、あの開拓者魂を　俵本寛志　007（127）
小児医療における臨床心理士の課題　杉村省吾　007（129）
食育革命…子どもを変える体験の力　坂本廣子　005（132）

●臨床報告
新しい時代のう蝕予防―う蝕の少ない子ども達に対するう蝕予防指
導について―　岡本　誠　山中香織　松本　進　松本真理　永藤
幸恵　西迫美穂　中南奈緒子　051（121）
小児期における睡眠時のいびき・無呼吸に対するオーラルケア―ド
ライマウスに対するバイオティーン®シリーズの効果―　小野寺
妃枝子　中島一郎　坂田英明　神林照光　063（124）
外傷乳前歯に生じた閉塞現象：Pulp canal obliterationの経過観察―
特に内部吸収への対応―　一瀬智生　053（125）
床を好みに合わせたカラーレジンを応用し、やる気・装着率を高め
る【第一報】 アンケート調査からの検討　本目恵子　阿曽敏正
荻原栄和　007（126）

乳臼歯におけるヘミセクション適用の有効性　一瀬智生　067（127）
床を好みに合わせたカラーレジンを応用し、やる気・装着率を高め
るカラーレジンK. H（Keiko Honme）法の紹介【第二報】 手法と
臨床例　本目恵子　阿曽敏正　荻原栄和　本目雅春　荻原和彦
010（128）

小児歯科臨床におけるQLF（光誘導蛍光定量）法の有用性の検討に
ついて（平成17年度JSPP研究助成・研究報告） 南　真紀　渡
部　茂　055（131）

●研究を咀嚼する
小児歯科領域におけるX線CT写真の活用と研究（2） 乳歯、永久
歯の発育・萌出および歯槽骨形態の発育変化　鈴木康生　067
（121）
近未来の歯科医療（1） 歯科臨床における唾液コントロール　渡部
茂　南　真紀　鈴木　昭　071（122）
近未来の歯科医療（2） 口腔のpHモニタリング　鈴木　昭　南
真紀　中川貴美子　白　正華　渡部　茂　075（123）
近未来の歯科医療（3） 再石灰化療法の基礎研究　南　真紀　渡部
茂　069（124）

キューシック・インクライン®の上顎前突の被蓋改善に対するクリ
ニカル・アウトカムおよび有効性　有田憲司　阿部洋子　上田公
子　郡由紀子　063（126）

顎口腔機能からみた咬合誘導の意義　山崎要一　061（128）
小児歯科を脳科学する　吉原俊博　山崎要一　063（129）
若年者の顎関節症の発症機序を科学する　吉原俊博　山崎要一
075（130）

●教育講座
乳歯象牙質の物性は臨床の予後を左右する（2） 齲蝕下乳歯象牙質
の特徴　細矢由美子　059（121）
乳歯象牙質の物性は臨床の予後を左右する（3） 乳歯象牙質の物性
とレジンの接着性　細矢由美子　061（122）

●For Children
新しい家族像を求めて～ソーシャルワーカーからみた今の子どもた
ち～　寺出壽美子　041（121）

「完璧な親なんていない！」 カナダの親教育支援プログラムの導入
三沢直子　060（123）

『遊育・食育・寝育』 遊びを通して、子どもをいかに健やかに成長
させるか　米谷光弘　039（124）

●シリーズ発達期の矯正
（2）予防的早期治療の概念　進士久明　佐藤貞雄　061（125）
（3）Ⅲ級不正咬合、下顎側方偏位の早期治療　常磐　修　白数明義

佐藤貞雄　047（126）
（4）Ⅱ級不正咬合の早期治療　佐藤貞雄　Mukus Greven Gerd

Richert 進士久明　053（127）
（5）叢生に対する予防的治療と発達期の咬合育成　白数明義　佐藤

貞雄　043（129）
（6）顎機能障害に対する予防的治療と発達期の咬合育成　白数明義

佐藤貞雄　051（130）
（7）咬合育成に関する新しい概念　檜山雄彦　進士久明　佐藤貞雄

041（131）

●特別報告
妊婦歯科健診事業の充実・拡大を～福岡市「歯科マタニティ－スク
ール研修会」の取り組み～　滝川雅之　080（124）
わらべ唄に学ぶ小児歯科－MFTは赤ちゃんから－　遠野にて阿部
ヤエさんの話を聞く－　石田房枝　石崎恵子　043（132）

●研究発表
小児の歯並びに関する意識調査―出生順位別による保護者の関心と
不安―　小野俊朗　神谷省吾　土屋友幸　067（131）

●幼い患児のための歯科ぬりえ　丸山静江
お母さん・お父さんへ～子供の健康と家庭の役割　008（124）
かずくんこっち向いて！①　075（125）
かずくんこっち向いて！②　087（126）
かずくんこっち向いて！③ 006（128）
かずくんこっち向いて！④　007（130）
かずくんこっち向いて！⑤　007（132）

●歯科医院のIT化　谷　博司
（1）当院におけるIT利用の現状　083（121）
（2）IT化に必要なハード　079（122）
（3）IT化に必要なソフト　083（123）
（4）パソコンによるプレゼンテイション　083（124）
（5）プレゼンテーション資料について　071（125）
（6）印刷物、治療計画書作成の手順、今後の課題について　080
（126）

●待合室掲示用ツール　中村　孝　町田幸雄
乳歯の異常（構造の異常） 003（121）
乳歯の異常（色調の異常） 003（122）
小帯の異常　003（123）
乳歯萌出時の異常と疾患　003（124）
乳歯列期の歯列・咬合　003（125）
乳歯列期の不正咬合　003（126）
初めて口腔内に萌出してくる永久歯　003（127）
乳歯列から永久歯列へ（1） 003（128）
乳歯列から永久歯列へ（2） 003（129）
乳歯列から永久歯列へ（3） 003（130）

第11巻（2006年）

JAPANESE JOURNAL OF CLINICAL DENTISTRY FOR CHILDREN  2006 DECEMBER (Vol.11 No.12) 101



永久歯硬組織の異常（歯数の異常：過剰歯） 003（131）
永久歯硬組織の異常（歯数の異常：先天性欠如） 003（132）

●子どもの歯・口の健康と食べ方を育む　向井美惠
（1）小児歯科における食育　075（127）
（2）摂食・嚥下の場である口腔の成長変化を診る　075（128）
（3）摂食・嚥下機能の発達変化を診る　079（131）

●子どもの病気　上瀬英彦
肥満は病気、子どもも腹囲を測る時代が来た！　079（127）
増加する子どもの食物アレルギー　079（128）
皮疹を示す小児疾患　その1 071（129）
皮疹を示す小児疾患　その2 087（130）
流行性耳下腺炎と反復性耳下腺炎　084（131）
小児の気管支喘息　075（132）

●私の学校歯科保健活動
私の学校歯科保健活動　市川京子　075（124）
セルフコントロールに視点をおいた歯科保健活動　井上千津子
083（125）

歯と口の健康つくりを取り組んで　稲田昌枝　099（126）
養護学校における児童生徒の口腔ケア活動　宮下育恵　095（127）
私の学校歯科保健活動　黒田清美　095（128）
コミュニケーションを大切にした保健活動　村越カホル　087（129）
私の学校歯科保健活動　鈴木ひろみ　091（130）
船橋市歯科保健の取り組み　学校歯科医の先生方との連携でパワー
アップ　杉山淳子　091（132）

●教室紹介
愛知学院大学小児歯科学講座　060（122）
朝日大学歯学部口腔構造機能発育学講座小児歯科学分野　058（123）
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科行動小児歯科学分野　073（124）
広島大学大学院医歯薬学総合研究科展開医科学専攻顎口腔頸部医科
学講座小児歯科学研究室　093（126）
福岡歯科大学成長発達歯学講座成育小児歯科学分野　047（127）

●学会・研究会レポート
南京市（中国）学校歯科事情視察団に参加して　神谷省吾　084（122）
第24回日本小児歯科学会中四国地方会大会及び総会・シンポジウム
「Pediatric Dentistry in Asia and South America」 有田憲司　044
（123）
第2回食農育フォーラム：基調講演から―小児歯科における食育の
重要性　市来英雄　065（123）
東京臨床小児歯科研究会：新年例会　081（123）
第24回日本小児歯科学会近畿地方会大会シンポジウム「小児歯科専
門医の社会的認知と貢献」 下岡正八、徳永順一郎、宇都宮由美、
嘉藤幹夫　045（124）

西野先生に学ぶin淡路「I LOVEDENTISTRY」 山田幸子　080（125）
第19回日本小児歯科学会関東地方会：歯科衛生士セッションより
3歳児神話と母乳育児　榊原洋一　063（132）
第19回日本小児歯科学会関東地方会：歯科衛生士セッションより
地域の中で子育てを！～保健所の取り組みから～　三井ちづる
069（132）

●小児歯科における保険請求　大原　裕
（18）小児歯科臨床の疑義解釈・その12 086（121）
（19）小児歯科臨床の疑義解釈・その13 090（122）
（20）小児歯科臨床の疑義解釈・その14 088（123）
（21）小児歯科臨床の疑義解釈・その15 090（124）
（22）平成18年4月改正における要点・その1 090（125）
（23）平成18年4月改正における要点・その2 094（126）
（24）平成18年4月改正における要点・その3 086（127）
（25）平成18年4月改正における要点・その4 086（128）
（26）平成18年4月改正における要点・その5 078（129）
（27）平成18年4月改正における要点・その6 096（130）
（28）平成18年4月改正における要点・その7 096（131）
（29）平成18年4月改正における要点・その8 080（132）

●アメニティー・スペース
子どもからみるホームデンティストに　わたなべ歯科・小児歯科
008（121）

「よい歯でよく噛む元気な子」に　クローバー歯科　008（122）
「お口の健康づくり」のアドバイザー　たかまつ歯科医院・高松小
児歯科研究所　008（123）

「小さな美術館」でくつろぎを演出　医療法人育歯会フカオ歯科ク
リニック　008（125）
平均値の歯科医療から「個別医療デザイン」へ　神谷小児歯科
007（127）

「怖がらせず、楽しい気持ちで」がモットー　たんぽぽ小児歯科
008（129）

●小児歯科医の視点
岐路に立つ乳幼児歯科健診　佐々木明彦　083（121）
歯科医師臨床研修必修化について思うこと　渡邉英樹　087（124）
いま、フッ素がすこし熱い？　渡邉英樹　087（125）

●今時のお母さんと子育て 丹羽洋子
（87）子どもに関わる事件に思う　045（121）
（88）おしゃぶりの卒業　057（122）
（89）現代の貧困と子育て　041（123）
（90）育児の言葉　035（124）
（91）お散歩が消えた　050（125）
（92）孤独な母親の我慢　044（126）
（93）子どもの遊び場　044（127）
（94）「見た目」時代の子どもの体　057（128）
（95）格差社会の子育て　039（129）
（96）5歳児問題　047（130）
（97）幼稚園、保育園の一元化　037（131）
（98）子育ての中の男女の違い　057（132）

●THEこども学　原坂一郎
子どもの行列ができるお医者さん　097（121）
子どもは誰でも1日100回大人を笑顔にする　099（122）
子どもの安全対策を考える―その1 099（123）
子どもの安全対策を考える―その2 101（124）
子どもとよい関係を作るには最初の10秒が勝負　101（125）
子どもとよい関係を作るには最初の10秒が勝負・その2 105（126）
子どもの怪我や事故を防ぐには　101（127）
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幼児の世界はお笑い世界　101（128）
子どもから学んだもの　093（129）

●Hej Hej! こちらSverige!! スウェーデンからの手紙　河上智美
088（121）、092（122）、090（123）、092（124）、092（125）、096
（126）、088（127）、088（128）、080（129）、098（130）、098（131）、
082（132）

●エッセー／t治郎と過ごす日々　久保信子
091（121）、092（123）、095（124）、095（125）、091（127）、091
（128）、083（129）、087（131）、087（132）

●バタバタ四人家族　田辺ゆり
かぼちゃ大王　100（121）
健康ブーム　104（122）
いつもお世話に……　104（123）
男風呂　104（124）
冬の楽しみ　101（125）
勉強してよ～　108（126）
新ヒーロー誕生？　104（127）
七夕様　104（128）
忘れん坊　096（129）
夏休み　100（130）
秋の気配　100（131）
寒い日は…　096（132）

●待合室文庫　東京子ども図書館
おかえし　101（121）
ふゆめがっしょうだん　105（122）
わたしのろばベンジャミン　105（123）

ちいさなねこ　105（124）
まいごになったおにんぎょう　102（125）
だいくとおにろく　109（126）
かえるくんのほん（全6冊） 105（127）
スーザンのかくれんぼ　105（128）
おーい　ぽぽんた―声で読む日本の詩歌166 097（129）
おとうとは青がすき―アフリカの色のお話―　101（130）
「世界のなぞかけ昔話」（全3巻） 101（131）
ふゆねこさん　097（132）

●“もちゃコンひらの”のおもちゃ天国　ひらのみゆき
2005年は感謝　2006年は初心に帰り　飛躍するべし　103（121）
犬育て～元気に育つヒント～　107（122）
姿勢の大切さ～椅子選びの大切さ～　107（123）
子育て応援詩～一昔前の本を読み返してみて～　107（124）
昔の知恵と習慣～大切なこと～　104（125）
紫陽花の色～感覚の育みのひとつ～　111（126）
夏の過ごし方～自然と太陽～　107（127）
木製玩具製造の難しさ～老舗WALTER社より～　107（128）
夏休み経験～私の経験はバンコクから～　099（129）
夏休み経験～私の経験はバンコクから②～　103（130）
秋はクリスマス準備の始まり　103（131）
クリスマスの暖かい待合室☆サンタさんの夢がみれますように☆
099（132）

●その他
書評「実践！長期間の小児歯科」 小島　寛　059（123）
読者からの質問に答えて：幼児期からの咬合育成　佐橋喜志夫　近
藤　俊　075（131）
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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「2006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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