
●特集
1月号　2008年新春座談会
子どもたちに出会いと体験の場を与えたい―京都の教育からの発
信―　出席／安居昌行　阪田忠司　北村　誠　司会／梶川裕司
011（145）

2月号　う蝕予防の光と影
行動科学から見た予防　鶴本明久　012（146）
ヘルスプロモーションの見地から予防を探る　筒井昭仁　018
（146）
フッ化物応用を通じた効果と保健管理における格差　飯島洋一
025（146）
う蝕になりにくい食品の現状とう蝕予防　松久保隆　035（146）

3月号　子どもの健康管理-4「骨」
子どもたちの骨づくりの運動と食べ方～軽レジスタンス運動と高
たんぱく質スナックの効果～　鈴木正成　012（147）
身近な自然としての骨　盛口　満　027（147）
子どもの顎骨は本当に小さくなったのか？　近藤信太郎　山田博
之　032（147）
なぜ増える子どもの成長障害～脊椎側弯症の演繹解析を通してみ
える提言～　吉田勧持　038（147）

4月号　徹底討論学校歯科健診における歯列咬合を考える
学校歯科健診はポピュレーション・アプローチ／学校歯科保健
は、関連学会の接点つくりのキーワード／歯列・咬合の発育支援
とう蝕・習癖および食のストーリー性／検診基準の不統一性と保
険適応外の矯正治療の問題点／問題発見、自己解決型学習を目指
して　など
丸山進一郎　朝田芳信　坂本輝雄　司会＝有田信一　011（148）

5月号　子どもと「心」が通う小児歯科
当院の子どもたちとのふれあいについて～医院の活性化～　石川
亮子／小児医療の原点「こころ」 高橋　章／子どもの心と向き
合う　石田房枝／ファーストコンタクト　谷　博司／子どもと心
を通わせるための、すべらない話　石川力哉／折り紙で、子ども
たちと心が通うひと時　★野博子／心身の成長・発育を考えた乳
幼児への対応　羽田宣裕／子どもたちから教えられたこと　坂井
正彦／子どものみかた　池尾元三朗／子どもと心を通わせるため
に何をしているか　大橋健治／子どもとのふれあい、そして会話
俵本寛志／子どもの「こころ」―私の臨床体験　伊藤雅夫／成長
する子どもを見続けることで信頼関係が築かれる　緒方克也／ま
ほうのはいしゃさん　島袋郁子／『真空地帯』の子どもたち　加
藤真由美　011（149）

6月号　子どもの健康を考える“唇・舌”
赤ちゃんの成長・発育と舌の機能　弘中祥司　012（150）
ヒトの舌や口唇はどのように進化してきたのか？　岡崎好秀
021（150）

動物の唇と舌　村田浩一　031（150）
現代っ子に構音障害が増えている？―言語聴覚士からみた唇・舌
機能の問題点　山下夕香里　039（150）

7月号　反対咬合への支援のタイミングと治療時期を考える
第45回日本小児歯科学会ワークショップ3「小児歯科臨床におけ
る反対咬合の早期治療」の総括　居波　徹　012（151）
乳歯列期からの反対咬合の治療　梶本祐一郎　018（151）
受け口は、たった今から？、あしたから？―反対咬合の治療を混
合歯列前期から開始する場合の留意点―　佐橋喜志夫　029
（151）
永久歯列咬合完成からの矯正治療について　菅原準二　036（151）

8月号　子どもが子どもらしく育つために
子ども時代の魅力　秋葉英則　012（152）
いのちのリレー～里山ビオトープに蛍を飛ばそう～　藤本泰雄
018（152）
活動の中で見えたもの・気付いたこと　笠井健司　022（152）
子どもの生活とのかかわりの中で　大出るみ子　025（152）
子どもたちの傍らで、思うこと　前田公美　029（152）
空手道における武道教育　田中隆昌　033（152）
社会の変化と子どもたち　福島弘治　038（152）
子ども・本・大人の関わり　代田知子　042（152）

9月号　歯内療法
歯髄保護法―鎮痛消炎療法・間接覆髄法・直接覆髄法―　中山
聡　宮沢裕夫　012（153）
乳歯・幼若永久歯の歯内療法　岩崎　浩　宮沢裕夫　017（153）
中心結節破折小臼歯に対する歯内療法　藥師寺仁　027（153）

10月号　待合室の子どもたち
小児科クリニックの待合室　宇田川淳子　012（154）
待合室グッズを通してみた最近の子どもたち　小林敏宏　016
（154）
泣く子はかわゆい　齋藤洪太　022（154）
診療室の子どもたち　子どもが泣かなくなったわけ　齋藤秀子
025（154）
生涯初の歯科経験に立ちあう緊張感を持って　大津智子　031
（154）
子どもたちの行儀悪さと躾のできない親たち　諏訪部博　037
（154）
子どもとの接触経験が全くない母親たち～子どもたちはどう変わ
ったのでしょうか～　石井久恵　039（154）

11月号　子どもの健康管理-5「消化器」
生活習慣病の予防―子どもの時から食生活が重要―　根岸宏邦
012（155）

「おなかがいたい」のはなぜ？　窪田　満　021（155）
口の発生と腸の進化　岡崎好秀　下野　勉　026（155）
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12月号　子どもたちの自律支援
地域のダウン症候群患者の自立支援のための医療連携　近藤達郎
012（156）
アデノイドの上気道に対する影響　高橋晴雄　018（156）
母乳育児への支援を考える：口腔内細菌の立場から　藤原　卓
023（156）

●待合室掲示用ツール　中村　孝　町田幸雄
学童期の小児歯科（Ⅰ） 003（145）
学童期の小児歯科（Ⅱ） 003（146）
学童期の小児歯科（Ⅲ） 003（147）
学童期の小児歯科（Ⅳ） 003（148）
思春期の小児歯科（Ⅰ） 003（149）
思春期の小児歯科（Ⅱ） 003（150）
咬合誘導　003（151）
保隙と保隙装置　003（152）
口腔習癖　003（153）
乳歯列期からの咬合誘導　003（154）
定期検診　003（155）
齲蝕予防法（1） 003（156）

●アメニティー・スペース
何よりコミュニケーションを重視して　大原歯科医院　007（145）
患者さんへの「感謝」を詰め込んだ優しい空間　ほんだ小児・矯正
歯科医院　007（146）
将来を見据えたよき相談者として　フジイ歯科医院　007（147）
すべてあなたの笑顔のために！　千葉歯科医院　007（148）
医院も人も「明るく」「元気」「笑顔」 医療法人元気が湧くこども
歯科もとやま　007（149）

「心は必ず通じる」をモットーに　医療法人ふくしま小児歯科医院
007（150）
細かな気配りと優しさと笑顔　医療法人元気が湧くKid's歯科とび
007（151）

「泣いてもいいよ！心配しないで」 マミー歯科　007（153）
“Health For All”健康情報発信の場　マツオ歯科医院　007（154）
愛情をもって接するのがすべての基本　マトバ歯科　007（155）
“帰るのが嫌”で泣かれる歯医者さんに　なかよし家族の歯医者さ
ん　007（156）

●今時のお母さんと子育て 丹羽洋子
（111）育児知識の迷い　039（145）
（112）一時保育　046（146）
（113）言葉環境　055（147）
（114）父親検定　039（148）
（115）第3の大人　060（149）
（116）ロボットと赤ちゃん　051（150）
（117）身体を使いこなす　049（151）
（118）異世代コミュニケーション　049（152）
（119）自律性と社会性　043（153）
（120）保育園の昼寝　049（154）
（121）育児情報の格差　037（155）
（122）三歳児神話と乳児保育　033（156）

●研究を咀嚼する
筋骨格性障害としての顎関節症を知る　苅部洋行　066（149）
小児がん既往の患者さんが来院したら―小児期のがん治療が歯にお
よぼす影響―　河上智美　055（150）
エナメル質を再生する　小方清和　053（151）
遺伝性の歯の形成不全症［第1回］分子生物学・分子進化学からの
アプローチ　新谷誠康　069（154）
遺伝性の歯の形成不全症［第2回］遺伝性エナメル質形成障害（エ
ナメル質形成不全症） 新谷誠康　063（155）
遺伝性の歯の形成不全症［第3回］遺伝性象牙質形成障害（象牙質
形成不全症、象牙質異形成症） 067（156）

●臨床研究・報告
埋伏上顎犬歯への対応―重度症例と軽度症例との類似点―　田口
洋　林－坂井幸子　津田　高　061（145）
妊産婦のカリエスリスク評価について―長崎市歯っぴいベビーシス
テム研究より―　有田信一　田口友義　池田靖子　松永敏浩　古
豊泰彦　川崎信義　神田　亮　渋谷昌史　星野倫範　佐藤恭子
西口美由季　藤原　卓　049（146）
早産児・低出生体重児の哺乳確立にむけた歯科医師と看護師の取り
組み　★島桂子　057（146）
摂食・嚥下指導の早期介入を考える―当科での症例を通して―　曽
根由美子　053（152）
外傷歯治療を顧みて　野村信人　059（153）

●研究発表
なぜ「仕上げ磨き」でう蝕予防が出来るのか？　土田俊哉　065
（146）
乳児の摂食に対する育児環境の影響　森主宜延　059（148）
さらに進歩するこれからの齲蝕予防の検索―乳幼児歯ブラシの改良
の一考察―　荻原和彦　隅田百登子　荻原栄和　増田理紗　上原
正美　辻　裕子　059（152）
口腔内診査における口腔内カメラの利用―乳歯のレジン修復の判定
について―　嘉藤幹夫　原麻紀子　小林三恵　嘉藤恵喜　新戸つ
つ　山口傑平　大東道治　007（152）
子どもからみた医療者との人間関係と歯科に対するイメージとの関
連性について　小島　寛　049（153）
新しい齲蝕予防法の検討　山口三菜　進士久明　木本茂成　倉田茂
昭　大川浩作　山本浩之　076（154）

【平成19年度JSPP研究助成・研究報告】子どもの摂食状況と生活・
食行動および咀嚼力をふくむ口腔内状態との関連性　木林美由紀
055（155）

●シンポジウム
「若き小児歯科医の食育」（第22回日本小児歯科学会関東地方会
大会）より
食育における小児歯科の役割（1）「食育基本法」成立の経緯、
「食育」と「歯科（特に小児歯科）」との関わりの推移　武井
啓一　053（154）
食育における小児歯科の役割（2）大学からのアプローチ　茂
木瑞穂　060（154）
食育における小児歯科の役割（3）学校歯科医のアプローチ
私の学校歯科保健の過去・現在・未来　山口将日　041（155）
食育における小児歯科の役割（4）開業医のアプローチ　小肩
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敏江　061（156）
【食育誌上セミナー】小児歯科における食事指導　幕内秀夫
053（156）

「口」から食育を考える～生きる力を育てよう　坂本廣子057
（156）

●最新医療情報
感染性心内膜炎（IE）の予防におけるAmerican Heart Associationの新
たな（2007年度AHAガイドライン）勧告をうけて　西口美由季
星野倫範　藤原　卓　075（145）

●臨床講義
小児の口腔機能の現状―食育にどう関わるか―　三輪全三　035
（153）

●特別報告
わらべうたに学ぶ小児歯科4 今、何故わらべうたか　それをどう
活かすか。―高江洲義寛先生語る―　石田房枝　石崎恵子　小肩
敏恵　043（145）
インタビュー／北總征男先生に聞く「矯正Ⅰ期治療にバイオブロッ
クを」 岩前里子　岡村　毅　小肩敏江　石田房枝　041（156）

●For Children
子どものからだの異変とその対策　前橋　明　067（152）

●特別寄稿
子どもとメディアを再考する　―子どもに必要なもの「静かな時
間そして人間コミュニケーション」 田澤雄作　059（147）

●小児歯科における保険請求　大原　裕
小児歯科臨床の疑義解釈・その27 072（145）
小児歯科臨床の疑義解釈・その28 094（146）
小児歯科臨床の疑義解釈・その29 080（147）
小児歯科臨床の疑義解釈・その30 074（148）
小児歯科臨床の疑義解釈・その31 084（149）
小児歯科臨床の疑義解釈・その32 076（150）
小児歯科臨床の疑義解釈・その33 080（151）
小児歯科臨床の疑義解釈・その34 084（152）
小児歯科臨床の疑義解釈・その35 072（153）
小児歯科臨床の疑義解釈・その36 082（154）
小児歯科臨床の疑義解釈・その37 078（155）
小児歯科臨床の疑義解釈・その38 082（156）

●私の学校歯科保健活動
学校歯科医を続けること―母からバトンを受けた2代目の歯科校医
―　冨田　滋　083（145）
養護学校での取り組みと歯科講話用教材の紹介　岡田玄四郎　075
（146）
学校歯科医と各組織と連携した活動状況について　石原　隆　075
（147）
私の学校歯科保健活動への想い　藤居正博　065（150）
学校歯科医に求められる資質とは　柘植紳平　065（151）

●世界の小児歯科事情　平山記久子
米国ボストン編・1 歯科医師免許取得へのプロセスと開業の形態
079（146）
米国ボストン編・2 アメリカの子供を取り巻く事情　067（148）
米国ボストン編・3 アメリカの保険制度について　081（149）
米国ボストン編・4 感染予防について　073（150）
米国ボストン編・5 審美と矯正　069（151）
米国ボストン編・6 小児歯科の現状とフッ素　073（152）

●私の小児歯科人生　神谷省吾
マジックルーム　073（146）
黒須一夫先生との出会い　083（147）
新入医局員時代（その1） 079（148）
新入医局員時代（その2） 078（149）
入局2年目　071（150）
学位論文と日大紛争　083（151）
故黒須一夫教授　081（152）
愛知学院大学小児歯科診療室と医局　075（153）
故岡本清纓歯学部長　087（154）
歯学部第1回生　沢浩君との出会い　081（155）
愛知学院大学歯学部設立当時の奇術部　085（156）

●学会・研究会レポート
東京臨床小児歯科研究会新年例会　西国領俊子　岡村毅　076（148）
「森・島袋両先生に学ぶ」in 沖縄　高田真希　075（149）
東京臨床小児歯科研究会春期例会　岡村　毅　078（151）

●田舎小児科医の視点　上瀬英彦
子どもの健康チェックはSIBMEN（シブメン）で　071（148）
健康への勝負はお産から始まる（その1） 087（149）
健康への勝負はお産から始まる（その2） 079（150）
病食同源を考える　075（151）
現代の食の問題点　077（152）
腸管は健康の要の臓器である　069（153）
食育を説く前に　084（154）
野菜はなぜ体に良いのか？　073（155）
砂糖は天使か悪魔か　077（156）

●t治郎と過ごす日々　久保信子
087（145）、085（147）、085（148）、082（150）、088（151）、
087（152）、092（154）、085（155）

●続・鎌倉だより　澤野宗重
いとしのネコババ　091（145）
その名はルシファー　084（146）
シルクのベッドカバー　088（147）
天使祝詞　088（148）
美貌ヒエラルキー　090（149）
手の記憶　086（150）
デビにバカなし　086（151）
ダチョウの女　090（152）
偉大なる人間　084（153）
ダンディー・ライオン　090（154）
オイリーボーイ　088（155）
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名は存在の始まり　090（156）

●わらべうた遊び　小林衛己子
ちびすけどっこい　はだかでこい／こりゃどこの　じぞーさん
095（145）
うっつけ　うっつけ　うしのこねむれ089（146）
れんげ　つもか　はな　つもか　091（147）

●想い出の中の子どもたち　石崎恵子
あの本、まだとってあるよ　102（148）
迷子になった心を探しに　102（149）
詩の好きな奈緒ちゃんのこと　097（150）
蕎麦打ちを任されたこうすけのこと　097（151）
仁君の頭と取替えたかったトガちゃんのこと　097（152）
よくあそんだ雄貴（3年生）のこと　093（153）
まぼろしの常ちゃん　097（155）

●バタバタ四人家族　田辺ゆり
もぐらのモグ君　100（145）
週末は旅気分(̂ .̂ ) 096（146）
フクちゃん　098（147）
かわいい魚屋さん♪　098（148）
健在！ビビリマン　098（149）
粘土細工？？　092（150）
やっぱりな～　100（151）
お目当ては…　100（152）
塾通い　096（153）
オヤジBOY 104（154）
旅行のツケは……　100（155）
かごっまは、わっぜ　よかとこ　098（156）

●待合室文庫　東京子ども図書館
せかい一わるいかいじゅう　101（145）
おやすみなさいのほん　097（146）
シンドバッドの冒険　099（147）
いちばんのなかよし―タンザニアのおはなし　099（148）
こっぷ　099（149）
とうさん おはなしして　093（150）
まりーちゃんとおおあめ　101（151）
沖釣り漁師のバート・ダウじいさん　昔話ふうの海の物語　101
（152）
ねぼすけ はとどけい　097（153）
はろるどと むらさきの くれよん　105（154）

くまのコールテンくん　101（155）
ハンダのびっくりプレゼント　099（156）

●“もちゃコンひらの”のおもちゃ天国　ひらのみゆき
癒しの玩具　103（145）
らくがき　099（146）
学ぶ楽しさ～遊びは学びの宝庫～　101（147）
作り手の大切さ～日本の伝統から学ぶもの～　101（148）
人への気持ちよさ～自分の生活スタイルから役立てる～　101
（149）
草花が元気な季節に～五感遊びのアイテム選び～　095（150）
子どもの行動の不思議～Newアイテム発表～　103（151）
楽しく、美しい物語～素敵なパズル～　103（152）
乗り物大好き～男の子の遊びの可能性～　099（153）
規制法～よりよい生活を送るためのモノ選び～　107（154）
秋色の絵本～絵本棚の参考に～　103（155）
クリスマスには、素敵な心と素敵な出会いに　101（156）

●おりがみで遊ぼう　上山榮子
「ねずみ」 104（145）
「こい」 100（146）
「六角ふうとう」 102（147）

●ぬりえで遊ぼう　上山榮子
「けん玉」 004（148）
「わまわし」 004（149）
「ほたるがり」 004（150）
「川あそび」 004（151）
「まわり灯ろう」 004（152）
「おつきみ」 004（153）
「こままわし」 004（154）
「おめかし」 004（155）
「すもう」 004（156）

●赤ちゃんのおっぱい育て、歯育て、食べ育て　島袋郁子
お母さんの気持ちに寄り添って共に考え支援していける小児歯科医
を目指して　037（156）

●エッセー
乳歯塚　丸山静江　081（148）
子どもたちと「心」が通う小児歯科　杉山乘也　072（151）
待合室童話／ミルクティースウィッチ2 クジラ救出大作戦　みず
い泉　077（153）
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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「2008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
電話等でのご請求には対応できません。）

読者
の皆様へ
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