
2001年以降の
インプラント関連各分野
被引用数１位の重要論文はこれだ！

　2 度の重版出来となった 2014 年刊の大好評書籍『イ
ンプラントのための重要 12 キーワード・ベスト 240
論文　世界のインパクトファクターを決めるトムソン・
ロイター社が選出』が 5 年の時を経て “21 世紀版 ” と
して再登場！
　掲載論文はすべて 2001 年以降に発表されたもの
に限定・刷新。各分野の検索条件を細かく設定し、よ
り有用な論文に限定して論文を選出している。さら
に Web of Science の各研究分野において被引用数上位
１％に含まれる「高被引用論文」もひと目でわかる。
　2014 年版でも評判を博した「プレゼンで使える、
あの分類および文献」では、2014 年の内容に加え「ペ
リオの新分類」や「インプラント周囲疾患の新分類」、
Kan, Salama らの論文に基づく「PET（部分抜歯治療）
分類」など 38 項目を掲載！ 
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文献より引用・改変）
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り、 ソケットシールドテ
クニック

（Hürzeler MB, Zuhr O ら）

世界がもっとも注目する
高被引用論文を掲載
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21世紀版　インプラントのための重要12キーワードベスト240論文
世界のインパクトファクターを決めるWeb of Science 2001年以降から選出

30. Tarnow のインプラント間距離
31.  Saadoun のインプラント隣接

乳頭の再生可能距離
32.  Hermann のインプラント周囲

骨のリモデリング
33.  Lazzara のプラットフォームス

イッチング
34. Lang の CIST（累積的防御療法）
35.  Schwarz のインプラント周囲

炎の治療手順
36. ペリオの新分類
37.  インプラント周囲疾患の新分

類
38.  Renvert の骨欠損形態と術式選

択の分類

25.  天然歯とインプラントにおけ
る軟組織の生物学的縦横比

26.  ピンクエステティックスコア 
（PES）& ホワイトエステティッ
クスコア（WES）

世界のインパクトファクターを決めるトムソン・ロイター社が選出
トムソン・ロイターシリーズ！！

プレゼンで使える、あの分類および文献
1.　Cawood と Howell の分類
2.　Hämmerle と Jung の分類
3.　Meril らによる下位分類
4.　Misch の骨質／骨密度の分類 
5.　 Lekholm ＆ Zarb に よ る 抜 歯

後の骨形態の分類
6.　Lekholm ＆ Zarb の骨質の分類
7.　Seibert の欠損部歯槽堤の分類
8.　 Summers のオステオトームテ

クニック
9.　 Jensen のオステオトームサイ

ナスフロアエレベーション
10.  Avila らの抜歯基準（ミシガン

チャート）
11.  日本歯周病学会による抜歯基

準
12.  P E T （ p a r t i a l  e x t r a c t i o n 

therapy：部分抜歯治療 ) 分類

15.  ITI コンセンサス会議による荷
重プロトコルと埋入プロトコ
ルの検証 

16. 荷重プロトコルの用語定義
17. Eichner の分類
18. 宮地の咬合三角
19.  口腔内スキャナー（intraoral 

scanner:IOS）
20. McGill コンセンサス
21.  イ ン プ ラ ン ト オ ー バ ー デ ン

チャー設計変更必要度レベル
評価

22.  インプラント治療の成功基準
の変遷

23. 血小板由来増殖因子
24.  天然歯とインプラントの生物

学的幅径

27.  Kois のインプラント審美のた
めの 5 つの診断基準

28.  Salama の歯間乳頭様組織の形
成可能距離

29. Kan の歯肉のバイオタイプ

インプラントのための
重要 12 キーワード　
ベスト 240 論文　

一般社団法人日本インプラ
ント臨床研究会　編　
定価 本体　7,000 円（税別）

ペリオのための
重要 16 キーワード 
ベスト 320 論文 臨床編　

和泉雄一／伊藤公一／佐藤
秀一（監修）．岩野義弘／武
田朋子／松浦孝典／水谷幸
嗣（著）
定価 本体 9,000 円（税別）

エンドのための
重要 20 キーワード 
ベスト 240 論文　

須田英明（監修）．金子友厚
／伊藤崇史／山本信一（著）
定価 本体 8,000 円（税別）

補綴・デジタルデンティ
ストリーのための
重要 10 キーワード 
ベスト 200 論文　

木本克彦／星　憲幸／丸尾
勝一郎／林　幸男（著）　
定価 本体 7,000 円（税別）

TMD・咬合のための
重要 12 キーワード 
ベスト 240 論文　

古谷野　潔／築山能大／桑
鶴利香（監修）．山﨑　陽／
辻　希美／大木郷資／松本
嘉子（著）
定価 本体 8,000 円（税別）

接着歯学のための
重要 13 キーワード 
ベスト 240 論文
　
矢谷博文／峯　篤史／奈良
陽一郎／坪田有史／木本克
彦／二瓶智太郎／星　憲幸

（著）
定価 本体 9,000 円（税別）

開業医のための口腔外科
重要 12 キーワード 
ベスト 240 論文　

河奈裕正（監修）．⻆田和
之／莇生田整治／宮下英高

（著）
定価 本体 7,000 円（税別）

矯正歯科のための
重要 16 キーワード 
ベスト 320 論文　

小野卓史／小海　暁（監修）．
細道　純／石田雄之／臼見
莉沙／沖原秀政／上杉俊輔
／池田侑平／今村俊博（著）
定価 本体 9,000 円（税別）

歯科衛生士のための
ペリオ・インプラント
重要 12 キーワード 
ベスト 240 論文　

和泉雄一／佐藤秀一（監修）．
岩野義弘／髙山忠裕／武田
朋子／松浦孝典／水谷幸嗣
／村上恵子（著）
定価 本体 8,800 円（税別）

13.  Maynard と Wilson に よ る 歯
周組織の厚さの分類

14.  インプラント埋入後の初期安
定性と二次安定性
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