
研修内容研修内容

おくもり歯科では８ 月の研修 スを主体と• おくもり歯科では８ヶ月の研修コースを主体と
しています。

• 約３ヵ月の実習を経て治療の基本を学び 自ら• 約３ヵ月の実習を経て治療の基本を学び、自ら
補綴装置を製作することによって咬合様式を考
え、形成の基本を学んでいきます。

• 実習期間が終わった後、院長指導のもと臨床へ
でて治療の流れや患者さんとの対応を学んでい
きますきます。

• 僕はこのおくもり歯科研修生の第１期生として
研修を学びました 今回研修内容の一部を紹介研修を学びました。今回研修内容の 部を紹介
したいと思います。実習内容には以下の事を行
なっていきます。



上下顎天然歯模型製作上下顎天然歯模型製作

天然歯を使い手用スケーラーでSRP後模型を制作 ゴムで歯天然歯を使い手用スケ ラ でSRP後模型を制作。ゴムで歯
肉を作り形成の練習及びTeKの製作を行なう



天然歯模型天然歯模型 ガム模型作製ガム模型作製

形成部位形成部位 InIn形成形成

In



TekTek完成完成

この実習ではそれぞれの歯の解剖学的形態を知ることができまた、手用この実習ではそれぞれの歯の解剖学的形態を知ることができまた、手用実習ではそれぞれ 歯 解剖学的形態を知る とができまた、手用実習ではそれぞれ 歯 解剖学的形態を知る とができまた、手用
スケーラーの技術を学ぶことができた。スケーラーの技術を学ぶことができた。
歯根の形態がわからなければスケーラーのアプローチもままならない歯根の形態がわからなければスケーラーのアプローチもままならない
形成の困難さとテックの重要性を理解した。形成の困難さとテックの重要性を理解した。



フルデンチャー作製フルデンチャー作製

デ 成 連 解デ 成 連 解フルデンチャー完成までの一連の作業を理解する。フルデンチャー完成までの一連の作業を理解する。

製作する過程で無歯顎者の解剖学的形態を学び補綴学的理製作する過程で無歯顎者の解剖学的形態を学び補綴学的理
解度を深める。解度を深める。

作製したデ チ 咬合を確立させる とで デ作製したデ チ 咬合を確立させる とで デ作製したデンチャーの咬合を確立させることでフルデン作製したデンチャーの咬合を確立させることでフルデン
チャー特有の咬合様式を理解する。チャー特有の咬合様式を理解する。

今回使用した模型今回使用した模型



精密印象採得精密印象採得 咬合床作製咬合床作製

５㎜
７㎜ ７㎜

１０㎜
１０㎜

外形線記入外形線記入

上顎

蝋義歯完成蝋義歯完成外形線記外形線記 蝋義歯完成蝋義歯完成



埋没後流蝋埋没後流蝋 完成義歯完成義歯

上顎

下顎

義歯完成までの過程はとても複雑で少しのミスが大きな変化に義歯完成までの過程はとても複雑で少しのミスが大きな変化に
なってしまうなってしまう

天然歯とは違う総義歯特有の咬合を実習を行う事によって理解す天然歯とは違う総義歯特有の咬合を実習を行う事によって理解す歯 総義歯特有 合 習 行 解歯 総義歯特有 合 習 行 解
る事ができたる事ができた

チェアーサイドで行う事がラボサイドに起こす影響、またラボサチェアーサイドで行う事がラボサイドに起こす影響、またラボサ
イドで行うことがチェアーサイドに影響を与えることによって義イドで行うことがチェアーサイドに影響を与えることによって義
歯は良くも悪くもなってしまう。そのため義歯の取り扱いは丁寧歯は良くも悪くもなってしまう。そのため義歯の取り扱いは丁寧
さと確かな知識、技術をもって接していかなければならない。さと確かな知識、技術をもって接していかなければならない。



エンド実習
根管口明示～根管充填まで

上下顎天然歯模型を用いてエンド治療の流れを把握する。
治療に必要な器具（リーマー、バー、）材料（根充剤）を確認する。

ム 撮影（リ 試適 根充判定）X-rayフィルムの撮影（リーマー試適、根充判定）
パック・マックシステムによる根管充填（垂直加圧法）を覚える。

根管口明示

これらのバーを使い歯髄腔への穿孔（チャ
ンバーオープン）をさせ天蓋の除去を行い
根管口明示をした。
上６のMBは稀に２根あるため近心頬側咬頭

かりと落とすはしっかりと落とす。
フレアー形成をしっかりとつける。
根管口の見つけ方としては探針で隆起をな
ぞるか Ｊ塗布をするとわかるぞるか、Ｊ塗布をするとわかる。



抜髄、根尖の尖孔及び根管拡大

根尖孔の穿通：基本１５号のリーマーをもちいた根尖孔の穿通：基本１５号のリ マ をもちいた。
加齢的変化やFCによる石灰化現象を起こして狭窄
している根管にたいしては８，１０号のリーマー
やRC-Prepを用いた。やRC Prepを用いた。
根管長測定：リーマー試適した状態でデンタルを
とり確認し根尖まで到達していたならばストッ
パーをとめ長さを測定する。長
作業長の決定：測定した根管長より１～２㎜減し
た値を作業長とした。

根管充填（垂直加圧）
パックマックシステム

よく乾燥させた根管にシーラー（N２)を綿栓で少量
塗布する。（潤滑にするため）
タスカルにニッケルチタン（０４テーパー25号）を
つけその先端に軟化させたガッタパーチャを米粒状
につけ火（還元帯）で炙る。
タスカルの回転数は２０００にし根管内に挿入する。
このとき抵抗感（タグバック）があるためそれに抵
抗して数秒間押す。（ポンピング）
引き抜くときは根管壁に沿ってゆっくりと抜きプラ
ガ 空をな す 押すガーで死空をなくすためよく押す。
根充判定のためデンタル撮影をする。



結果

試適時と根充後リーマー試適時と根充後X-ray

左下３

今回の実習で根管口明示から根管充填までの一連の根管治療の今回 実習で根管口明示から根管充填まで 連 根管治療
流れを理解することができた。しかし根充剤がしっかりと奥ま
で入っていなかったりパーフォレーションをしてしまったりと
技術的にはまだまだである。今現時点の自分のレベルを知り、
改善点が明確になった。
これらのことから今回の実習は大変有用であったと判断する。



根管形成～コア完成
コア形成からコアセットまでの一連の流れを把握するコア形成からコアセットまでの一連の流れを把握する
コア形成の技術を向上させるコア形成の技術を向上させる

根管形成根管形成

ピーソーリーマーを２号、３号と順番に使って根管充填剤を除去する。ピーソーリーマーを２号、３号と順番に使って根管充填剤を除去する。
根管 先 使う 穿 を防 す あ根管 先 使う 穿 を防 す あ根管バーより先に使うのは穿孔を防止するためである。根管バーより先に使うのは穿孔を防止するためである。
その後根管バーを使いポスト孔の拡大を行うその後根管バーを使いポスト孔の拡大を行う

使用するバー使用するバー
１㎜以上の厚さにする

帯環効果を発揮さ

べベルをつける

使用するバ使用するバ

帯環効果を発揮さ
せる

べベルをつけない

角を作らない 歯軸と直角の面にす
る



根管形成根管形成 ワックスアップワックスアップ

上顎左上１

上顎左上６
左上１

左上６は３根の平行性が保てず一塊に鋳

印象採得印象採得

は 根 平行性が保 ず 塊に鋳
造しても入らないため分割コアにした

左上６左上１

頬側近心根と遠心根にポストをたてた

左上６左上１

一度このワックスアップを鋳造した後その鋳
造体を模型に戻して再度口蓋根のみワックス
アップ



コアセットコアセット

根管の治療を行なった後必要になってくる処根管の治療を行なった後必要になってくる処
置は歯の土台を作っていくことである。今回置は歯の土台を作っていくことである。今回

支台を作 うえ 補綴学的 何が重要支台を作 うえ 補綴学的 何が重要

左上１

はその支台を作るうえで補綴学的に何が重要はその支台を作るうえで補綴学的に何が重要
になってくるかを学んだ。補綴装置を長期間になってくるかを学んだ。補綴装置を長期間
維持させるためには形態はもちろんのこと金維持させるためには形態はもちろんのこと金
属の種類も知 ておかなければならない そ属の種類も知 ておかなければならない そ属の種類も知っておかなければならない。そ属の種類も知っておかなければならない。そ
ういったことをわかった上で今後治療していういったことをわかった上で今後治療してい
かなければならないという点で今回はとてもかなければならないという点で今回はとても
有用であったといえる有用であったといえる有用であったといえる。有用であったといえる。

左上６

GCのFIT-CHECKERにて適合試験を行なった後合着用グラスアイオノマーセメンGCのFIT-CHECKERにて適合試験を行なった後合着用グラスアイオノマーセメン
ト（GCのFujiⅠ）で合着した



メタルボンド製作メタルボンド製作
メタルボンド（陶材焼付け鋳造冠）を製作することによって支台メタルボンド（陶材焼付け鋳造冠）を製作することによって支台
歯形成 形態を理解 連 流れを把握す歯形成 形態を理解 連 流れを把握す歯形成の形態を理解し、一連の流れを把握する歯形成の形態を理解し、一連の流れを把握する

実習を行う事によって技術、知識の幅を広げ患者により良い医療実習を行う事によって技術、知識の幅を広げ患者により良い医療
を提供できるようにするを提供できるようにする

形成用バー形成用バー



支台歯形成支台歯形成 TekTek作製・装着作製・装着

形成後正しいカンツァーを与えたTekを装着する
ことでマージン部の歯肉を押さえ歯肉の形態を
整える

（サブジンジバルカンツァー付与する）

TMTMバー・ショルダー形成用バー・ショルダー形成用
バーで形成しマージンをバーで形成しマージンを
カッティングバーで修正カッティングバーで修正

エマージェンスプロファイル（発生学的
形態）を考慮するッ ィ 修ッ ィ 修

ホワイトポイント・シリコンホワイトポイント・シリコン
ポイントで研磨するポイントで研磨する

形態）を考慮する



印象採得印象採得 分割式模型分割式模型

超硬石膏でもった作業模型をトリミングにかける超硬石膏でもった作業模型をトリミングにかける
ダイエルピンをたて回転防止溝をほるダイエルピンをたて回転防止溝をほる

プレコードで歯肉圧排をするプレコードで歯肉圧排をする
シリ ン印象剤（シリ ン印象剤（3M ESPE3M ESPE ダイエルピンをたて回転防止溝をほるダイエルピンをたて回転防止溝をほる

ボクシングをして石膏分離剤を塗布し超硬石膏を流すボクシングをして石膏分離剤を塗布し超硬石膏を流す
歯頸部のトリミングを行なう歯頸部のトリミングを行なう

シリコーン印象剤（シリコーン印象剤（3M ESPE 3M ESPE 
ImprintnⅡImprintnⅡ Garant Garant 
Heavy(Heavy(紫）紫） regurar(regurar(緑）で緑）で
印象採得を行なう印象採得を行なう印象採得を行なう印象採得を行なう



ワックスアップワックスアップ 唇面コア・窓あけ唇面コア・窓あけ

ラボシリコーンにてコアをラボシリコーンにてコアを
とり切縁でカットとり切縁でカット

コアをガイドにして蝋型がコアをガイドにして蝋型が
変形しないように切縁、唇変形しないように切縁、唇
面、隣接面、舌側部（約１面、隣接面、舌側部（約１
㎜）を削除㎜）を削除

全体に丸みを与えマージン全体に丸みを与えマージン
部はヘビーシャンファーに部はヘビーシャンファーに
するする

埋没埋没 鋳造鋳造

スプルー線の植立スプルー線の植立 リムーバルノブの付与リムーバルノブの付与
リン酸塩系埋没剤リン酸塩系埋没剤ととステンレスリングステンレスリングを用いて埋没を用いて埋没
２０分硬化後ファーネスにいれる２０分硬化後ファーネスにいれる



表面処理表面処理

超音波洗浄
マージン部は顕微鏡を用いて

温希硫酸１０分

ラウンドバーを使う

その後

細かい

その後

バーを使い研磨

細かい

セラモメタルポイントセラモメタルポイント



陶材築盛・焼成陶材築盛・焼成

焼成炉 焼成炉に入れるところ

コンデンスを行なうコンデンスを行なう
内面に陶材を入れない内面に陶材を入れない内面に陶材を入れない内面に陶材を入れない
22回目のオペーク陶材で金属を完回目のオペーク陶材で金属を完
全に遮断全に遮断
ボディー陶材は模型上で形態を整ボディー陶材は模型上で形態を整ボディー陶材は模型上で形態を整ボディー陶材は模型上で形態を整
えてからカットバックを行なうえてからカットバックを行なう
エナメル陶材は収縮を考え多めにエナメル陶材は収縮を考え多めに
盛る盛る盛る盛る

形態修正・グレージング形態修正・グレージング

カーボランダムポイントを用いて削除カーボランダムポイントを用いて削除
咬合紙を使用し隣接面を調整咬合紙を使用し隣接面を調整

咬合の接触状態をチ クし削除 調咬合の接触状態をチ クし削除 調咬合の接触状態をチェックし削除、調咬合の接触状態をチェックし削除、調
整整
研磨はホワイトポイント研磨はホワイトポイント→→ペーパーペーパー
コーンの順コーンの順コーンの順コーンの順



完成完成

フィットチェッカーを用いて内面の適合性をチェックィッ ッ 用 内面 適合性 ッ

今回の実習ではポーセレンのセットまでの流れを学んだ。今回の実習ではポーセレンのセットまでの流れを学んだ。今回 実習では ットまで 流れを学んだ。今回 実習では ットまで 流れを学んだ。

一つ一つの工程が細かく精密さを要求されるためわずかな狂いが一つ一つの工程が細かく精密さを要求されるためわずかな狂いが
生じても完成まではいかない。なので口腔内でのマージン出しや生じても完成まではいかない。なので口腔内でのマージン出しや
コンタクトポイントの維持をテックを用いてしっかりと調整しなコンタクトポイントの維持をテックを用いてしっかりと調整しな
ければならない。ければならない。
形成とテックの重要性を知った形成とテックの重要性を知った



スタビライゼーション型スプリントスタビライゼーション型スプリント
顎間節症の治療法の一つとしてスプリントを用いてアプローチする方法が顎間節症の治療法の一つとしてスプリントを用いてアプローチする方法が

今 実際 自分 咬合 使 節症 治療 流 考え方今 実際 自分 咬合 使 節症 治療 流 考え方ある。今回は実際に自分の顎・咬合を使い顎間節症の治療の流れ、考え方ある。今回は実際に自分の顎・咬合を使い顎間節症の治療の流れ、考え方
を学びスタビライゼーション型スプリントを製作するを学びスタビライゼーション型スプリントを製作する

印象採得印象採得 フェイスボウトランスファーフェイスボウトランスファー 咬合器付着咬合器付着印象採得印象採得 フェイスボウトランスファフェイスボウトランスファ 咬合器付着咬合器付着

外形線記入・ワイヤー屈曲外形線記入・ワイヤー屈曲 ワックスアップ・埋没ワックスアップ・埋没



流蝋流蝋 重合（加熱）重合（加熱）

没 を熱湯 後熱湯 蝋を流す没 を熱湯 後熱湯 蝋を流す埋没したフラスコを熱湯で温めその後熱湯で蝋を流す埋没したフラスコを熱湯で温めその後熱湯で蝋を流す
表面に分離材を塗布しビニールシートを介在させて餅状になったレジンを填入する表面に分離材を塗布しビニールシートを介在させて餅状になったレジンを填入する

ビニールシートを取り十分に加圧されたフラスコをお湯のなかに一時間かけて１０ビニールシートを取り十分に加圧されたフラスコをお湯のなかに一時間かけて１０
００℃℃まで温め重合するまで温め重合する００℃℃まで温め重合するまで温め重合する

研磨研磨 スプリントの調整スプリントの調整磨磨 調調

臼歯部では一番深い部分で赤い点がついたところ以外はすべてフ臼歯部では一番深い部分で赤い点がついたところ以外はすべてフ臼歯部では 番深い部分で赤い点がついたところ以外はすべてフ臼歯部では 番深い部分で赤い点がついたところ以外はすべてフ
ラットにするラットにする
前歯部では赤い点から口蓋側にむけて斜めに削除する前歯部では赤い点から口蓋側にむけて斜めに削除する
アンテリアストップは徐々に取っていくアンテリアストップは徐々に取っていくアンテリアストップは徐々に取っていくアンテリアストップは徐々に取っていく
側方運動に干渉がないようにスムーズな運動ができるようにする側方運動に干渉がないようにスムーズな運動ができるようにする
筋の緊張がとれたら犬歯誘導に移行させる筋の緊張がとれたら犬歯誘導に移行させる



完成完成

下顎の緊張や規制された動きを自由にしていくことによって、顎関節の位置を本下顎の緊張や規制された動きを自由にしていくことによって、顎関節の位置を本
来の正しい位置に導くこととなり、症状の改善や開口度の増加がみられる来の正しい位置に導くこととなり、症状の改善や開口度の増加がみられる..
顎関節に障害のある方にとって、規制された位置からの開放は口腔の緊張の緩和顎関節に障害のある方にとって、規制された位置からの開放は口腔の緊張の緩和
のみならず、全身的にも良好な状態になると考えられるのみならず、全身的にも良好な状態になると考えられる..
症状が軽快したからと て 再発する可能性もある症状が軽快したからと て 再発する可能性もある症状が軽快したからといって、再発する可能性もある症状が軽快したからといって、再発する可能性もある..
スプリントは一次療法であって、二次療法が必要な場合もあるスプリントは一次療法であって、二次療法が必要な場合もある..
一般開業医での最もポピュラーな方法と考えるが、初診時における薬物療法によ一般開業医での最もポピュラーな方法と考えるが、初診時における薬物療法によ
る対応も必要であるる対応も必要であるる対応も必要であるる対応も必要である



今回お見せした実習の流れは院内勉強会で発表• 今回お見せした実習の流れは院内勉強会で発表
します。自分で行なったことをまとめ形に残す
ことでより理解することができ パソコンも使ことでより理解することができ、パソコンも使
いこなすことができるようになりました。

• 将来学会で発表することがあるかもしれません• 将来学会で発表することがあるかもしれません。
その予行練習としてプレゼンテーションの技術
も学べました。も学 ました。

• 歯の解剖学的な形態を把握し形成を学び、エン
ドを学び、補綴（義歯、冠）を学び、咬合を学ドを学び、補綴（義歯、冠）を学び、咬合を学
ぶことによって基礎的な臨床力が培われました。
臨床に出てからもまだまだ学ぶことはたくさん
ありますがこの実習を通じて少なからず自信が
ついたと思います。


