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これだけは知っておきたい!
くすりの基礎知識と使用上のポイントなど，
歯科における薬の使用にかかわるさまざまな情報を
網羅した
●

実践ハンドブック

歯科の臨床現場において，術者が薬品を使用する際に想定される
疑問や注意点をQ&A方式にて解説します．

●「くすりに関連した診療ガイドライン」
の項を設け，日常の歯科

診療のために有用な最新ガイドラインやステートメントを紹介
（QRコードでガイドライン情報を得る工夫がなされています）
．
知識のアップデートに役立つ一冊です．

〒113-8612 東京都文京区本駒込 1-7-10 TEL03-5395-7630 FAX03-5395-7633 https://www.ishiyaku.co.jp/
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第Ⅱ章 ■ 抗菌薬

おさえておきたい
抗菌薬の基本事項
歯科で使う抗菌薬は何を選べ
ばよいですか？
歯科で使う抗菌薬でも耐性菌
は発現しますか？
抜歯後の感染あるいは感染予
防にはどのように抗菌薬を投
与したらよいですか？
骨膜炎で抗菌薬を投与しまし
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たが，排膿が止まりません．
抗菌薬を変更する必要があり
ますか？
Q5. 歯周炎に抗菌薬は効きますか？
Q6. 薬物の相互作用に注意しなけれ
ばならない歯科で使う抗菌薬に
はどんなものがありますか？
Q7. 高齢者に抗菌薬を処方すると
きの注意点を教えてください
Q8. 小児に抗菌薬を処方するとき
の注意を教えてください
Q9. 妊産婦や授乳中の抗菌薬の使
用はどうしたらよいですか．
また，患者にはどのような説
明が必要ですか？
Column 1 抗菌薬の剤形の選択と効
果について
Column 2 歯周病における抗菌薬の
局所デリバリーシステム

第Ⅲ章 ■ 鎮痛薬

おさえておきたい
鎮痛薬の基本事項
非ステロイド性抗炎症薬にはど
のような種類がありますか？
非ステロイド性抗炎症薬の効
力や作用時間は，薬によって
差がありますか？
非ステロイド性抗炎症薬は，
消化器系に対してどのような
影響がありますか？
非ステロイド性抗炎症薬は，
胃以外の臓器に対してどのよ
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歯科のくすりがわかる本 2020

うな影響がありますか？
アセトアミノフェンの利点・
欠点を教えてください
Q6. 一般的な処方では除痛が困難
な著しい痛みに対してどのよ
うに対応しますか？
Q7. オピオイド鎮痛薬にはどのよう
な利点・欠点がありますか？
Q8. 妊婦・小児・高齢者に対する
鎮痛薬の処方での注意点は？
Q9. 経口薬の投与ができない場合に
はどのように対応しますか？
Q10. アスピリン喘息の患者にはど
のように対応しますか？
Q11. 先取り鎮痛はどのように行い
ますか？
Q12. 神経障害性疼痛の治療薬には
どのような問題点があります
か？
Column 3 痛みの評価法と鎮痛薬の
必要性
Column 4 痛みの個人差と鎮痛薬の
選択
Column 5 咀嚼筋の痛みの評価と鎮
痛薬
Q5.

第Ⅳ章 ■ 局所麻酔薬

おさえておきたい
局所麻酔薬の基本事項
高血圧，心疾患，糖尿病等の
疾患を合併した患者にはどの
局所麻酔薬がよいですか？
患者の常用薬のうち，局所麻
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酔薬製剤と相性が悪いものが
ありますか？
Q3. 局所麻酔薬アレルギーって歯
科臨床でも起きるのですか？
Q4. 局所麻酔薬中毒って歯科臨床
でも起きるのですか？
Q5. メトヘモグロビン血症って何
ですか？
Q6. 妊婦や授乳中の患者への局所
麻酔では何に注意すればよい
ですか？
Q7. 表面麻酔を上手に効かせるコ
ツは何ですか？
Q8. 浸潤麻酔を上手に効かせるコ
ツは何ですか？
Q9. 局所麻酔が効きにくかったり
すぐ切れたりする患者がいま
す．どうしたらよいですか？
Q10. 局所麻酔後に動悸を訴える患
者がいます．アドレナリンの
せいですか？
Q11. カートリッジを加温すると注
入時の痛みが少ないというの
は本当ですか？
Q12. 局所麻酔薬カートリッジの保
管はどのようにすればよいで
すか？
Column 6 局所麻酔拮抗薬
Column 7 局所麻酔用機器のいろい
ろ
●
●

主な歯科適応薬剤一覧
歯科における主な漢方薬一覧

歯界展望別冊のご案内

はじめての全部床義歯

コンポジットレジンによる最新 MI 修復
東京医科歯科大学田上教室の研究と臨床

松田謙一・熱田 生・
金澤 学・松丸悠一 編

田上順次

これで不安解消！ 必携版 若手臨床家のための
全部床義歯治療の入門書
■
■

進歩するコンポジットレジン製品，接着技術を
もとに，現時点での最新臨床指針を提示！

A4 判変型／152 頁／カラー
定価（本体 6,300 円＋税） 注文コード：351150

■
■

医歯薬出版

A4 判変型／176 頁／カラー
定価（本体 6,300 円＋税） 注文コード：351140
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●納入店ご指定希望

●直送希望

ご指定納入店名

（お選びください．）
2つの方法から

※納入店のご指定の場合
手数料はかかりません．
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※ ②の後払いの請求書は
(株) ネットプロテクションズ
から別送となります．

● お名前
● TEL
● ご住所（〒

-

）

★必要事項をご記入のうえ，FAX 03-5395-7633 にご送信ください．★弊社ホームページ https://www.ishiyaku.co.jp/ からもご注文いただけます．

〒 113-8612 東京都文京区本駒込 1-7-10

TEL03-5395-7630

