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保存修復学実習項目 http://www.tdc.ac.jp/edu/ope/

第 1回 　10/3　月 1-5, 9-10 
 F-1-1)-3 歯科ユニット各部の名称と機能を説明できる。  

 F-3-4)-(1)-3 修復法に関する模型上での基本的操作ができる。

 F-3-4-(1)-13 簡単な歯冠修復処置を行うことができる．

  実習机の使用法

  天然歯のチェック

  切削のトレーニング（プレパレーションプレート・1.5 倍大エポキシ模型）

  窩洞の処置

  診療姿勢評価実習（2人 1組）

  グラスアイオノマーセメント修復（くさび状欠損人工歯）

第 2回 　10/17　 月 6-7, 11-16
 F-3-4)-(1)-3　 修復法に関する模型上での基本的操作ができる。

 F-3-4)-(1)-2　 修復材料と修復法の種類と特徴およびその適応を説明できる。

 F-3-4)-(1)-13　 簡単な歯冠修復処置を行うことができる。

  切削圧トレーニング（シミュレーション室）

  齲蝕除去（天然歯）

  コンポジットレジン３，5級修復（齲蝕付人工歯）

第 3回　10/24　月 16-19
 F-3-4)-(1)-3　 修復法に関する模型上での基本的操作ができる。

 F-3-4)-(1)-4　 修復に必要な前処置の目的と意義を説明できる。

  切削圧トレーニング（シミュレーション室）

  コンポジットレジン３、５級修復（齲蝕付人工歯）

  隔壁・歯間分離

  ※レポート提出（Cファクターについて）

第 4回　11/7　月 20-36
 F-3-4)-(1)-3　 修復法に関する模型上での基本的操作ができる。

 F-3-4)-(1)-4　 修復に必要な前処置の目的と意義を説明できる。

  コンポジットレジン 2級修復（齲蝕付人工歯）

  隔壁　マトリックスバンド装着　コンポジットレジン修復

  アマルガム 2級窩洞形成（齲蝕付人工歯）

  ※レポート提出（象牙質・歯髄保護法について）

第 5回　11/14　月 37-56
 F-3-4)-(1)-3　 修復法に関する模型上での基本的操作ができる。

 F-3-4)-(1)-4　 修復に必要な前処置の目的と意義を説明できる。

 E-2-1　 印象材の種類と性質を説明できる。【硬化の仕組みと使用方法を含む。】

 E-2-2　 歯科用石膏の種類と特性を説明できる。【硬化の仕組みと使用方法を含む。】

  メタルインレー窩洞形成（齲蝕付人工歯）提出

  印象採得（窩洞形成済人工歯）　作業模型作製　咬合器付着

  レジンコーティング法（示説）



第 6回　11/21　月 57-58, 69
 F-3-4)-(1)-3　 修復法に関する模型上での基本的操作ができる。

 E-2-3　 ワックスの種類と特性を説明できる。

  ワックスパターン作製

  天然歯模型の作製

第 7回　11/28　月 59-62
 F-3-4)-(1)-3　 修復法に関する模型上での基本的操作ができる。

  ワックスパターン埋没と鋳造

  メタルインレー修復　（研磨と合着）

  （後半は第８回を実施）

第 8回　12/5　月 63-68
 F-3-4)-(1)-3　 修復法に関する模型上での基本的操作ができる。

  セラミックインレー・ラミネートベニア修復形成

  （後半は第７回を実施）

  

第 9回　12/12　月 
 F-3-4)-(1)-3　 修復法に関する模型上での基本的操作ができる。

  齲蝕の診査・記録（天然歯）

  齲蝕歯の写真撮影・レポート作成（個人）

  ダイアグノデント・インピーダンス測定器

第 10回　1/10　火 
 F-3-4)-(1)-3　 修復法に関する模型上での基本的操作ができる。

 F-3-4)-(1)-13　 簡単な歯冠修復処置を行うことができる。

  齲蝕歯の窩洞形成・記録（天然歯）

  窩洞の写真撮影・レポート作成（個人）

  SGD の資料作成

第 11回　1/16　月 
 F-1-1)-10　 的確な診察と検査から得られた所見を適切に診療録に記載できる。

 F-3-4)-(1)-3　 修復法に関する模型上での基本的操作ができる。

 F-3-4)-(1)-4　 修復に必要な前処置の目的と意義を説明できる。

  齲蝕歯の修復 ( 天然歯 )

  齲蝕歯の窩洞形成・印象採得・作業模型作製・レポート作成

第 12回　1/23　月 
 F-3-4)-(1)-3　 修復法に関する模型上での基本的操作ができる。

 F-3-4)-(1)-13　 簡単な歯冠修復処置を行うことができる。

  ロールプレイ

第 13回　1/30　月 
 F-3-4)-(1)-3　 修復法に関する模型上での基本的操作ができる。

 F-3-4)-(1)-13　 簡単な歯冠修復処置を行うことができる。

  チュートリアル　発表　実習試験



１．オリエンテーション

保存修復学実習の一般目標

・歯の硬組織疾患の病因や病態、ならびにそれらの疾患に対する診察、検査、診断、治療および術後の口腔健

康管理の手法を身につけるために、必要な基本的知識、技能および態度を習得する。

・実習のステップとして，初めに修復法に適した窩洞形成を行う。窩洞はアマルガム修復窩洞，メタルインレー

窩洞，コンポジットレジン窩洞，コンポジットレジンインレー窩洞，セラミックインレー窩洞，ラミネートベ

ニアについて形成する。その後，各種修復方法に従い、修復完了をメラミン模型上に再現する。

実習時間中の注意点

・実習室に午前は 10時 35分，午後は 13時 00分に必要な器材をそろえ，ネームプレートを付けた白衣を着用

して集合すること。

・白衣は清潔なものを着用すること。サンダル，ハイヒール等は不可。

・時間は厳守すること。遅刻は認めない。集合時間に各自指定の場所に着席していない場合は欠席とみなす。

・欠席の場合には欠席届けを必ず提出すること。

・実習時間中は必要な器材の他に，保存修復学，実習マニュアルを必ず持参すること。

・実習はステップに従い検印を受けること。

・器材の貸し借りは行わないこと。

・実習時間中は自分の席をむやみに離れないこと。

・理解できない内容についてはインストラクターに随時相談し，疑問点を残さないようにすること。

・実習室から出て，売店等へ行く場合にはインストラクターステーションに申し出ること。

・実習中はマスクを装着すること。

・マネキン実習の際はゴーグルおよびグローブを装着すること。

・各種ゴミは所定の場所に捨てること。

・実習終了後、各自実習机等の清掃を行い検印を受けること。

実習室
・実習器材の配布
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1.5 倍大エポキシ模型実習

・上下顎 14歯種について歯牙の解剖学的特徴を整理する。

・齲蝕好発部位を理解する。

・Black の窩洞分類，形態の習得をする。

・基本的な窩洞条件を理解する。

・窩洞各部の名称付与法を理解する。

・修復材料による窩洞形態の違いを理解する。

メラミン模型実習
        

2 模型実習の前準備
１）エポキシ模型への齲蝕の設定　（検印は Caries の欄）
 目的：齲蝕の好発部位を再確認し，窩洞形成時の目安にする
 　　前歯　隣接面 , 特に接触点の付近，唇面の歯頚部に沿う部分
 　　臼歯　咬合面の小窩裂溝，隣接面特に接触点の付近，頬面の歯頚部に沿う部分

□　46,16  近心小窩から遠心小窩まで中央溝に沿って齲蝕を設定する ( 図 1,2)

□　47,17  近心隣接面接触点付近に直径 2mm程度の齲蝕を設定する ( 図 3,4)

□　11     近心隣接面および遠心隣接面接触点下に直径 2mm程度の齲蝕を設定する ( 図 5,6)

□　12     唇側歯頚線より約 3mm上に縦 1.5mm，横 3mm程度の齲蝕を設定する ( 図 7)

　　　　図 1  46 番歯咬合面　　   　　　  図 2  16 番歯咬合面　           　　　図 3  47 番歯近心隣接面     　　　 図 4  17 番歯近心隣接面

　図 5  11 番歯近心隣接面  図 6  11 番歯 遠心隣接面  図 7  12 番歯唇面
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２）エポキシ模型・顎模型へ番号の記入
＜使用器材＞　1.5 倍大エポキシ模型，メラミン顎模型，鉛筆，消ゴム、ものさし、油性マジック

STEP 1　エポキシ模型への番号入れ（検印はNo. の欄）
・すべての 1.5 倍大エポキシ模型の頬側面に各自の出席番号をサインペンを使用して丁寧に記入する。番号は

台の部分の頬側面に上顎，下顎共に歯冠部を上にして番号が読めるように書き込む。数字の大きさは高さ約

8mmの 3桁の数字でアンダーラインは付けない。（図８）

＊チェック項目 ( 検印を受ける前に各自でチェックする )
　□ 番号は台部頬側面に，上下顎共に歯冠側を上に記入されているか。
　□ 記入された出席番号の大きさは良いか。
　□ 歯種の判別ができるか。(咬頭の数，名称，近遠心の違い，根の数など )
　□ FDI 式の歯種の呼称法を理解したか。

STEP 2　顎模型への番号入れ　( 検印は No. 欄 )
　顎模型への番号は上下顎左側の図９に示す位置にサインペンで記入すること。

STEP 3　プレパレーションプレートへの番号入れ（図 12 参照　サインなし）

　　図 8　エポキシ模型　　　　　　　図 9　顎模型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 10　テーパードフィッシャーバー（左）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ストレートフィッシャーバー（右）
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3）切削のトレーニング
(1) エアタービン
切削器具の使用法
　メラミン模型の実習では原則的にエアタービンにて窩洞形成を行い，窩洞修正時，補助的に電気エンジンを用い

る。回転方向は正回転 (F) 方向で使用し，回転中に逆回転方向への切替えをしてはいけない。

器具の把持法には執筆把持 (Pen grasp)，逆執筆把持

(Reverse pen grasp）， 拇掌把持 (Palm and thumb grasp)，

掌衡把持 (Palm and thrust grasp) があり，今回の実習

では基本的に執筆把持 ( 図 11，4指固定 ) で行う。ター

ビンハンドピースの場合には第 1指，第 2指でハンド

ピースを把持し，第 3 指を固定に用いる場合が多い

が，今回の実習では電気エンジンも用いることから第

3指固定法と第 4指固定法の 2通りについて実習を行

う。ハンドピースを把持し，模型上の歯に固定した場合に，

ハンドピースが約 1歯分スムーズに平行移動できるこ

とを確認する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図１１　ハンドピースの把持　グリップ１

（２）エンジン
切削器具の使用法
・ストレートのハンドピース ( 実習机右側 ) を Pen grasp( 保存修復学， P43 ～ 44) で把持する。

・第 1～ 3指右手でハンドピースを把持し，第 4指を固定に使いプレパレーションプレートに添える。プレパレー

ションプレートは左手で実習机の上に置き固定する。

・マイクロモーターは正回転に設定し，回転は中速度で作業を行う。

①プレパレーションプレート

STEP　1   プレパレーションプレートへ直線の形成  ( 検印は Line1 の欄 )
　プレパレーションプレートは切削の基礎練習用で，形

成の際に深さの目安を付けるために作られ，4層構造（一

番上の層から，エナメル質色，青，赤，象牙質色）になっ

ている。直線上をスチールバーまたはダイヤモンドポイン

トで形成する。使用するバーはHPテーパードフイッシャー

バー 014（図 10参照），TF-21Z を用いる。幅はバーの幅

を目標に，太くならないように注意し，深さはプレパレー

ションプレートの色が青の範囲にあるように形成する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 12　プレパレーションプレート

　　□バーの大きさになっているか。
　　□深さは青の範囲にあるか。
　　□直線上を形成しているか。
　　□正回転で使用できた。
　　□注水下で使用できた。
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STEP　2   プレパレーションプレートへ小窩裂溝の形成  ( 検印は Line2 の欄 )
　26番歯咬合面の小窩裂溝部を中央小窩から近心三角溝，舌側溝，頬側溝の 1/3 までを形成する。使用するバー

は TF31Z を用いる。

（３）シミュレ－ション

一般目標：シミュレ－ション室の歯科用ユニットを用い、メラミン歯に書かれた十字をダイヤモンドバーで形成し、
切削時の姿勢、切削圧を確認する。

［シミュレーションの操作手順］
以下の操作を行ってから形成を開始する。

①ユーザーの変更を選択
② 00003+ 三桁の出席番号を入力
③姓のローマ字読みを入力
④保存第三講座を選択
⑤切削圧評価を選択
⑥計測を選択
⑦左側のフットペダルを踏み、形成を開始する。

図１３　保存学第三講座を選択　　　　　　　　　図１４　切削圧評価を選択　　　　　　　　　　　図１５　計測を選択
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STEP1　歯科用ユニット に取り付けられたマネキンの顎模型に 36 番歯平坦メラミン歯を装着

する。

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図１６　３６番歯に十字模型を装着

STEP2　基本的な切削のポジションの確認  ( 検印は姿勢の欄 )

＜確認項目＞
  □術者のイスのポジション　  12 時                       

  □マネキンヘッドの位置 左右の回転 右へ 15度                                      

  □                       　 前後の回転 前方へ 20度                

  □顎模型の開口度 　　　　　　　　3横指                     

  □ハンドピース　　 把持　　 第 1指～第 2指杷持 第 1指～第 3指杷持

  □　　　　　　　　 固定点　 35、36 番歯舌側乳頭部                

  □                                             第 3 指固定　　　 第 4指固定

　　　図１７　適正な診療姿勢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図１８　タービンの回転数表示装置

STEP3　基本的な切削圧の確認（検印は切削圧の欄）
　メラミン歯に書かれた十字をダイヤモンドバーで形成する。使用するバーは TF31Z を用いる。姿勢に注意し、

十字からはみ出さないように形成する。形成時は付属のイヤホンを装着し、イヤホンから信号音が出ない切削圧で

形成する。切削圧が強すぎる場合、弱すぎる場合は信号音が出る仕組みになっている。

チェック項目
□スツールの高さ
□頭部の位置（視点の距離）
　マネキンの角度
□水平的
□ 垂直的
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3. 成形修復
1）グラスアイオノマーセメント修復
　（１）メラミン模型実習　13 番歯　Glassionomer Cement WSD 窩洞形成　(La)
　　一般目標：くさび状欠損に対するグラスアイオノマーセメント修復を習得する。

　材料それ自体に接着性を有するグラスアイオノマーセメント修復の窩洞は、齲蝕部の除去の後、窩縁部の形態修

正を行い、窩洞形成を終了する（図１）。

図１　窩洞形態

　窩縁部の形態は図２に示すように、ラウンドタイプのダイヤモンドポイントで付与する。くさび状に歯質が欠損

した場合、グラスアイオノマーセメントはコンポジットレジン等に比較し理工学的性質が劣るため、窩縁部からグ

ラスアイオノマーセメントが破折することを避けるためである。

　　　図２　外周溝（半円溝）の付与　安定保持溝
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成形修復―グラスアイオノマーセメント修復
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STEP １　くさび状欠損歯１３番歯への外周溝の付与（検印は窩洞形成の欄）
・顎模型の形態から切端壁への外周溝を付与する（図３）。ダイヤモンドポイント（実習で使用するポイント：

D-4012、GC、臨床で使用しているポイント、#340：松風）で窩縁隅角部に外周溝を付与する（図４）。

・ハンドピースの固定に注意しながら丁寧に均一な幅になるよう注意する。

　　図３　くさび状欠損歯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図４外周溝の付与

STEP ２　隔壁の作製（検印は隔壁の欄）
・グラスアイオノマーセメントの修復には、歯冠外形を回復し、材料をよ

り適切に応用するため、隔壁を用いる。

・レジン添加型グラスアイオノマーセメントではコンポジットレジン５級

で用いた光を透過する隔壁を用いるが、従来型では図５に示す、アルミ

ニウム隔壁が使用可能である。この隔壁は歯質の欠損部の大きさにあわ

せて調製し、また欠損部分はワックス等で一時的に回復することで、歯

面に適切なカントゥアーを与えることもできる。

・一次硬化後、隔壁を除去し、バーニッシュを塗布する。

・24時間以上経過後に、形態修正・研磨を行う。この作業はすべて湿潤状

態で行う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図５　隔壁の試適

問．エアタービンハンドピースとマイクロモーターハンドピースの回転数をそれぞれ答えなさい．

　・エアタービンハンドピース：　約　　　　　　　　　回転 /分

　・マイクロモーターハンドピース：　約　　　　　　　回転 /分

問．グラスアイオノマーセメントの特徴を列挙しなさい．

問．隔壁除去後にバーニッシュを塗布する理由を述べなさい．



２) コンポジットレジン修復
　（１）エポキシ模型実習　12 番歯　Composite Resin 5 級非接着性窩洞形成　(La)
　　一般目標：平滑面齲蝕に対するコンポジットレジン修復を習得する。

　歯冠色修復には成形修復としてコンポジットレジン修復，グラスアイオノマーセメント修復，( シリケートセメ

ント修復 )，インレー修復ではコンポジットレジンを使い間接法で作製するコンポジットレジンインレー修復，陶

材を焼成して作製するポーセレンインレー修復等がある。その中でもコンポジットレジン修復は最も広く用いらて

いる。現在のコンポジットレジン修復における術式は歯質への接着を考慮した窩洞形態が採用されているが，今回

の実習では基本的な形態から習得する。

旧来のレジン窩洞（非接着性） 接着性コンポジットレジン窩洞
エナメル質齲蝕 ボックスフォームが基本。象牙質まで窩洞

を拡大し、健全な象牙質内に保持を求める。
罹患歯質のみを除去。窩洞全体は皿状の窩洞となる。

象牙質齲蝕 　　↑　同上 齲蝕検知液で齲蝕象牙質第１層のみを除去する。
保持形態 鳩尾形、ピン保持、円形穿下 アンダーカット等の保持形態は原則として一切不要
予防拡大 不潔域はすべて窩洞に含み、窩洞外形を自

浄域まで拡大する。
辺縁封鎖が良好なため不要で、口腔内の衛生状態が
不良な患者のみ配慮する。

抵抗形態 原則どおり レジンが歯質と接着して一体化するので不要
便宜形態 原則どおり 窩洞形成や、填塞操作上必要な場合のみ与える。
窩縁形態 バッドジョイント：レジンの縁端強度が小

さいので窩縁斜面は付けない。
斜断遊離エナメル質は不可。エナメル質窩縁にベベ
ルを付ける。小柱と平行な窩壁は不可。

　近年、接着性の向上により保持のためのアンダーカッ

トも不要となり，歯質削去量の極めて少ない修復が可能と

なった。原則として箱形窩洞にする必要はなく，罹患歯質

を除去したままの皿状窩洞でよいという考えが広がってい

る。

　象牙質に及ぶ齲蝕であっても，除去は第 1層のみで再

石灰化しうる齲蝕第 2層は除去しない。

　またレジン窩洞では辺縁封鎖性が極めて重要である。そ

のためエナメル質との接触面積を広げ接着による保持を

強固にするために，右図のようにベベルを付与する。（標

準保存修復学　第４版より）

STEP 1　図 4へ外形線を記入すること。

STEP 2　外形線の記入　( 検印は外形線の欄 )
外形の設定：窩洞外形は唇面の不潔域を含み，歯肉壁は解剖学的歯頚線を越えない範囲で歯頚線と相似形に，

切端壁は最大豊隆部の少し手前まで拡大する。

歯肉壁と歯頚部の距離は約 1.5mmとする。( 図 1)

近心壁，遠心壁は隅角を越えない範囲に設定する。

歯冠長径の約 1/4 から 1/3 の範囲に設定する。

        □歯肉壁は歯頚線に相似形になっているか。
        □近心壁，遠心壁，切端壁の位置はよいか。
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STEP 3  窩洞形成　( 検印は窩洞形成 1の欄 )
・テーパードフィッシャーバー 018 を使用する。

・軸壁は歯牙の長軸方向には平坦に形成し，近遠心方向には歯牙の外形と相似形の弯曲を与える。(図 2,3)

・窩洞の深さは約 1mmとする。

・近心壁，遠心壁は外開き形態とし，歯肉壁，切端壁の中央部は箱型形態とする。

        □切端壁，歯肉壁は箱型の形態になっているか。
        □近心壁，遠心壁に外開き形態が与えられているか。
        □軸壁は長軸方向に平坦で，近遠心方向に歯面と相似形の弯曲が与えられているか。

　　図 1 窩洞外形 　　　　　　　　　　 図 2 軸壁の形態　　　　　　　　　　図 3 軸壁の形態　　　　　　　　　　 図 4 外形線記入

以下の項目についてレポートにまとめ、第 2回実習開始後に提出すること。 
　1  歯面の表示法および歯式について

　2  窩洞の構成要素について

　3  5 級窩洞を構成する壁の数と各名称について

　4  コンポジットレジンの定義、分類について

　5  生活歯に対する 3級、5級コンポジットレジン修復の術式について 

　6 グラスアイオノマーセメントの感水について
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　（２）11 番歯　Composite Resin 3 級複雑窩洞形成　(MLa,DLi)
　一般目標：平滑面齲蝕に対する Composite resin 修復窩洞，便宜的な窩洞外形の設定を習得する。

　3級窩洞は隣在歯が無く，齲蝕が唇側，舌側にまでおよんでいない単

純窩洞の場合には，図 1のような二等辺三角形の形態をとる。この形態

は頬側壁，舌側壁，歯肉壁がそれぞれ隣接面からみた頬面，舌面，歯頚

線とほぼ相似形となる。接着性のコンポジットレジン修復が応用される

以前の窩洞形態は，修復物の保持のために必ず窩洞内にアンダーカット

を付与することが条件となっていた。この 3級単純窩洞では 3つの点角

部にアンダーカットを付与し，唇側壁，舌側壁，歯肉壁は歯面に対して

垂直に形成するため，歯面の彎曲によって外開き形態となる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図１3級単純窩洞

　齲蝕の範囲が大きく唇面および舌面にまで齲蝕がおよんでいる場合には，その部位を含め 3級複雑窩洞とする。

また，齲蝕の範囲が小さく隣接面に留まっていても，隣在歯が存在する場合は便宜的に唇側または舌側の一方から

開放して隣接面の形成，修復操作を行えるように形態を設定する。

STEP 1　窩洞外形（検印は外形線の欄）

　11 番歯近心および遠心隣接面の齲蝕を想定する。位置は 11 番歯中央部で，12 番歯とのコンタクトポイント

を含まない位置とし，その窩洞を近心は唇側へ，遠心は舌側へ開放する。歯肉壁と歯頚線の距離は，近心では約

3mm，遠心では約 2mmとする。（図 2,3）

　　　                       図 2  近心窩洞外形                            　　　 　　　  　図 3　遠心窩洞外形

STEP 2　窩洞形成

　近心部：接着性窩洞（検印は窩洞形成 1の欄）

 窩洞の深さは約 1.5mmとする。図 2に示すごとく隣接面に齲蝕を除去した皿状窩洞を形成し，その後唇面への開

放は軸壁の延長上とし，長軸方向へは円権を描くように開放する。

ラウンドバー 031 を使用する。

     

  遠心部：非接着性窩洞（検印は窩洞形成１の欄）

 窩洞の深さは約 1.5mmとし、歯肉壁と歯頚線の距離は約 3mmとする。図 3に示すごとく遠心隣接面を舌側から

形成し、舌面には補助的保持形態として鳩尾形を付与する。

テーパードフィッシャーバー 018 を使用する。
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（３）齲蝕付模型実習   11 番歯　Composite Resin 5 級窩洞形成　(La)

一般目標：実習机に装着されたマネキンを用い，臨床を疑似的に再現し，窩洞形成の基本姿勢を習得する。

マネキンの調整
［１］　実習机左側よりマネキンを取りだしセットする。図 1Aのネジを緩めて手前に引き出し，ネジを固定する。
　次に、B,C のネジを緩めて，頭部を回転させて取り出し，黒いマークを合わせてネジを固定する。

　次に，Dネジを緩め，D部の目盛りを 0の位置に合わせる。D部の

目盛りは矢状断でみた頭部の前後の傾斜角度を示している。頭部の横

方向への回転は 0°左右各 12°,45°の 5段階に調節できる。頭部の横

方向への回転は 0°に合わせる。切削操作を開始する前の準備では必ず

この位置に合わせる。

［２］椅子の調整
　基準の位置にマネキンをセットして術者の大腿部が水平になる位置

にイスの高さをあわせる ( 図 2)。次にネジ Eを緩めてマネキンを垂直

的に上下させて作業点までの距離を調整する。この状態でマネキンの

上顎前歯部まで約 25cmにする。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図１　各種調整用ネジ

［３］顎模型の装着法
　メラミン樹脂製の顎模型の顎関節部をプラスのネジ 4本を外し上下顎分離し，ラバー製の頬粘膜の中にセットす

る。頬粘膜の上下は開口部 ( 口唇に相当 ) が尖っている方を上顎，丸いほうを下顎として，顎模型前縁をフックに

かけ，顎模型後方部にある止めネジでラバーの上から止める。上下の模型がしっかりと固定されてから下顎の中央

部にある大きなネジを緩めて頬粘膜をはさまないように咬合させる。上顎部分の溝をマネキンのフレームに合わせ

て顎模型をはめ込み固定する。

［４］ポジション
　術者の位置は図 3に示す呼称方法でその位置を示す。

　　　図２　ホームポジション       図３　術者の位置
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一般目標：平滑面齲蝕に対するコンポジットレジン修復窩洞の形成，便宜的な窩洞外形の設

定を習得する。

・Black の 1級を除く 2～ 5級窩洞はすべて平滑面に初発する齲蝕に対する窩洞分類である。

・3級窩洞は前歯の隣接面の不潔域，コンタクトポイント付近に，5級窩洞は歯頚部付近の不潔域を中心に齲蝕

の発生頻度が高い。前歯の修復はメタルインレー，アマルガム修復に比較して審美的に優れた歯冠色修復法で

あるコンポジットレジン修復が応用されることが多い。

STEP 1　マネキンの調整・基本的な切削操作のポジション
・確認項目を参照のこと。

・切削操作を想定して 11番歯唇面に齲蝕を描く。

＜確認項目＞
□術者のイスのポジション  12 時 
□マネキンヘッドの位置　左右の回転 左へ 12 度 
□ 　　　　　　　　　前後の回転 基準位置 
□顎模型の開口度　　　　　　　　 1 横指 
□ハンドピース 　把持 　　　　第 1指～第 2指把持
□ 　　　　　　　　　固定　　 12 番歯切端        
□ハンドピースの先端がスムースに 11番歯の齲蝕の位置を移動すること，特に近心から遠心へと歯面に垂直にバー
の角度を合わせ移動できることを確認する。
□姿勢，ポジション，把持，固定，顎模型の開口度に注意する。

STEP 2  シェードテイキング ( 検印はシェード合わせの欄 )
　色合わせは患歯が湿潤している状態の時に行うことが望ましく、ラバーダム防湿後に行うとラバーダムの色が背

景色となって色合わせが困難になる。明るい自然光の下で行うことが理想的である。

STEP 3　齲窩の開拡，齲蝕の除去・窩洞形成　( 検印は窩洞形成の欄 )
・窩洞形成は 12番歯エポキシ模型 5級窩洞形成の項目を参照すること。

・ダイヤモンドポイント D-4012 を使用する。近遠心方向の弯曲は，形成しながらハンドピースの角度を変化さ

せて与える。

・窩洞の深さは窩洞中央部で 1mmとする。

・ストレートベベルを付与する（No２７CA）

□齲蝕の除去が確実に行えているか

成形修復　コンポジットレジン修復
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（４）実習　21番歯　Composite resin　3 級複雑窩洞 (MLa)
　一般目標：光重合型コンポジットレジン修復の術式を習得する。

STEP １　齲蝕除去および窩洞形成（検印は齲蝕除去、窩洞形成の欄）
・近心隣接面部の齲蝕に対し，唇側から齲窩を開拡（図 1）する。開拡はダイヤモンドポイント TF41Z を装着し

たエアタービンハンドピースで行い，その後，着色部をラウンドバー 010 にて完全に除去する。（ラウンドタ

イプのダイヤモンドポイントも使用）

・エアタービンを使用する場合は必ず注水下で作業を行い，バキュームで吸引する。

STEP ２　ベベルの付与（検印は窩洞修整の欄）

・アブレーシブポイントNo.27 を用いて窩洞の全周にベベルを付与する。

    　　図 1　齲窩の開拡　　　　　　　　　　　　　　　　図 2　サービカルマトリックスの試適

　

（５）Composite resin 　5 級窩洞 (La)･3 級複雑窩洞 (MLa) 填塞，仕上げ，研磨

STEP 1　コンポジットレジンの填塞　（検印は填塞、隔壁の欄へ）

　［１］5級窩洞修復
　填塞操作に先だち、サービカルマトリックスを試適する。今回の実習では接着システム Clearfi l MEGA BOND（接

着プライマー + ボンディング材）を応用する。まず，エナメル質・象牙質に対しプライマーを応用し，20秒の歯

面処理後、エアーブローにて乾燥（水洗は行わない）。ボンディング処理をし，10秒間光照射する。その後，コン

ポジットレジン充填器でコンポジットレジンを窩洞内に輸送，歯冠の形態を概略付与し，コンポジットレジンが過

不足なく填塞できることを確認した後に，サービカルマトリックス圧子を用い（図２）コンポジットレジンを圧接

し，光照射する。レジン充填器に付着したレジンはワンウェイガーゼにて拭き取る。

　＜ 5級窩洞填塞確認項目＞

　　　□サービカルマトリックスの試適ができる。
　　　□表面がサービカルマトリックスで十分に圧接され滑沢な面に仕上がっているか。

成形修復　コンポジットレジン修復



　［２］3級窩洞修復
　填塞操作に先だち、まず 11番歯と 21番歯の歯間にポリエステルストリップスを挿入した後、ウェッジを挿入し，

歯間分離する。

　その後，5級窩洞と同様にコンポジットレジン充填器でコンポジットレジンを窩洞内に輸送，歯冠の形態を概略

付与し，コンポジットレジンが過不足なく填塞できることを確認した後に，透明なポリエステルストリップスで圧

接，光照射する。重合収縮によるコントラクションギャップが生じるのを可及的に防止するため、光照射はまず舌

側から行い、唇側から行う。

　　　□歯面から移行的にコンポジットレジンが填塞されているか。

STEP 2　仕上げ・研磨　（検印は研磨の欄）

［１］5級窩洞
  サービカルマトリックスを撤去し，レジン辺縁部の段差を探針で確認の後、辺縁部のみをホ ワイトアランダムポ

イントで仕上げる。その後、圧接面のレジンとともにコンポマスターおよびスーパースナップで研磨を行う。

［２］3級窩洞
  5 級窩洞修復と同様にポリエステルストリップスで圧接し溢出したレジンを研磨用のストリップスで形態修正、

仕上げ、研磨を行う。

  スーパースナップは乾式で用いる研磨器材で粗研磨（青，緑）から仕上げ研磨（黄，赤）へと順に使用して仕上げる。

（青→緑→黄→赤）

＜修復ステップ＞
５級修復
歯面の清掃・乾燥
プライマー処理（エナメル質・象牙質）20sec.
 エアーブロー乾燥 10sec
 ボンディング剤塗布
 揮発成分の蒸散
光照射 10sec.
コンポジットレジン填塞
サービカルマトリックスで圧接
光照射 20sec.
余剰部の除去

成形修復　コンポジットレジン修復
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３級修復
歯面の清掃・乾燥
ポリエステルストリップスの挿入（ウエッジ併用）
プライマー処理（エナメル質・象牙質）20sec.
 エアーブロー乾燥 10sec
 ボンディング剤塗布
 揮発成分の蒸散
光照射 10sec.
コンポジットレジン填塞
ポリエステルストリップスで圧接
光照射 20sec.
余剰部の除去
仕上げ研磨（Super Snap）
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仕上げ研磨（Super Snap）
コンポジットレジン５級修復チェックシート　　①術者（　　　　　　　　　）　②介補（　　　　　　　　）
STEP 2　シェードテイキング
①　②
□　□ 湿潤下での使用
□　□ 選択シェード（　　　　　　　　）         

STEP 3 齲窩の開拡
□　□ 齲窩の開拡 ダイヤモンドポイント（　　　　　　　　　　　）

STEP 4　齲蝕の除去・窩洞形成
□　□ 軟化象牙質の除去 スチールラウンドバーの選択（　　　　　　　　　）
□　□ 齲蝕除去の順序
□　□ 齲蝕除去状態の確認
□　□ 窩洞の修正 ストレートベベルの付与
         
STEP 5 コンポジットレジンの接着・填塞操作        
 
□　□ サービカルマトリックスの試適 大きさ
□　□ 器材の準備 コンポジットレジン（　　　　　　　　　　　　　　　）
□　□   接着システム（　　　　　　　　　　　　　　　　） 
□　□   ベンダブラシ
□　□   コンポジットレジン充填器
□　□   ダッペンディッシュ・遮蔽皿・ガーゼ
□　□   光照射器 （商品名　　　　　　　　　　　　）
    （タイプ　　　　　　　　　　　　）
□　□ 窩洞の清掃・乾燥
□　□ セルフエッチングプライマー処理 （　　　　　　　　）秒
□　□ エアーブロー
□　□ ボンディング処理，光照射 （　　　　　　　　）秒
□　□ マイルドエアブロー
□　□ コンポジットレジンの填塞 一塊で填塞
□　□ サービカルマトリックスの圧接
□　□ 光照射 （　　　　　　　）秒
         
STEP 6 仕上げ・研磨
□　□ 填塞状態の確認 探針
□　□ 余剰レジンの除去・形態修正 ホワイトポイント
□　□ 仕上げ・研磨 スーパースナップ
   コンポマスター  

成形修復　コンポジットレジン修復



コンポジットレジン 3級修復チェックシート　　①術者（　　　　　　　　　）　②介補（　　　　　　　　）
STEP 1　齲蝕の除去および窩洞形成
①　②
□　□ ウェッジの挿入 舌側から
□　□ 齲窩の開拡 ダイヤモンドポイント（　　　　　　　　　　　）
□　□ 軟化象牙質の除去 スチールラウンドバー（　　　　　　　　　　　）
□　□ 齲蝕除去の順序
□　□ 齲蝕除去状態の確認 着色部は完全に除去する
 
STEP 2　窩洞の修正
□　□ ストレートベベルの付与 （アブレーシブポイント　　　　　　）

STEP 3　コンポジットレジンの填塞
□　□ 歯面の清掃・乾燥
□　□ 隔壁・歯間分離 （ポリエステルストリップス，ウェッジ）
□　□ セルフエッチングプライマー処理 20 秒
□　□ エアーブロー
□　□ ボンディング材の塗布
□　□ 光照射 10 秒
□　□ コンポジットレジンの填塞 
□　□ ポリエステルストリップスによる圧接
□　□ 光照射 舌側から 30 秒
  唇側から 30 秒
□　□ 填塞状態の確認 探針

STEP 4　仕上げ・研磨
□　□ 余剰レジンの除去・形態修正 使用器具（　　　　　　　　　　　　　　　）
□　□ 仕上げ・研磨  使用器具（　　　　　　　　　　　　　　　）

成形修復　コンポジットレジン修復
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（６）齲蝕付模型　３５番歯　Composite Resin ２級窩洞（MO)
　臼歯部の修復は成形修復としてアマルガム修復、インレー修復ではメタルインレー、コンポジットレジンインレー、
セラミックスインレー等が行われていた。コンポジットレジン自体の改良は接着性の向上によって、直接法のコン
ポジットレジン修復の適応範囲が拡大し臼歯咬合面を含む審美的な成形修復が行えるようになった。ここでは隔壁
を用いた 35番歯（図１）２級修復を実施する。

STEP　１　齲蝕の除去、窩洞形成（検印は齲蝕除去、窩洞形成の欄）
・近心隣接面部の齲蝕を修復する。エナメル質に相当する部位はタービン（D-4012）にて除去し、着色部（齲蝕

相当部）はコントラアングルハンドピース（ラウンドバー）にて除去する。

・着色部は完全に除去するが、過剰に切削しないように注意する。

・フリーエナメルは除去しないが、凸隅角は整理し、窩洞外形とする。

図１　齲蝕付人工歯の咬合面（35番歯）　　　　　　図２　齲窩の開拡　　　　　　　　　　　　　図３　齲蝕の除去
図４　窩洞形態（齲蝕の形態により異なる）　　　　　　　　　　　　　　　図５　隔壁に
用いる器材

STEP　２　隔壁の準備
・窩洞形態に合わせアマルガム２級窩洞と同様の手順で隔壁を作製す

る。

・辺縁隆線までの高さの調整は、金冠バサミで不要部分を切断し、

切断面はカーボランダムポイントで研磨後、シリコーンポイント茶、

青の順に研磨する。

・歯冠外形にそった豊隆を付与するためにコンタリングプライヤーで調整する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図６　歯冠に適合したマトリックスバンド

□　辺縁隆線の高さは隣在歯に合っているか。
□　歯冠の外形にバンドの豊隆があっているか。
□　歯頚部の適合は良いか。

成形修復　コンポジットレジン修復



STEP　３　リテーナーへのマトリックスバンドの装着
・調整されたマトリックスバンドをリテーナーへ図７のように装着する。

・留めネジを締め、バンドをリテーナーに固定する。

□　留めネジ、締めネジの機能は理解したか。
□　タッフルマイヤーリテーナーの向きは正しいか。

　　　図７バンドの装着方向  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  図８　装着された隔壁

STEP　４　35 番歯への隔壁の装着
・歯頚部の適合を確認しながら、３５番歯へ隔壁を装着する。

・締めネジを締めてバンドを歯に固定する。

・バンドが緩む場合には、一度外して留めネジを締めてから、再度歯に装着する。

□　緩みなく歯に固定されているか。

STEP　５　ウェッジの挿入（検印は隔壁の欄）
・歯頚部の適合を高めるため、またバンドの厚み分を歯間分離するために、歯頚部にウッドウェッジを挿入する。

ウェッジは鼓形空隙の広い舌側から挿入する。

再確認
□　辺縁隆線の高さは隣在歯に合っているか。
□　歯冠の外形にバンドの豊隆があっているか。
□　歯頚部の適合は良いか。

STEP 1　齲蝕の除去・窩洞形成
□　□ 咬合接触状態の確認
□　□ プレウェッジテクニック
□　□ 齲窩の開拡 ダイヤモンドポイント（　　　　　　　　　　　）
□　□ 軟化象牙質の除去 スチールラウンドバー（　　　　　　　　　　　）
□　□ 齲蝕除去の順序
□　□ 齲蝕除去状態の確認 着色部は完全に除去する
□　□ コンケーブベベル（ラウンドベベル）の付与 （ダイヤモンドポイント　　　　　　） 

STEP 2　隔壁の準備
□　□ バンドの向き
□　□ バンドのカンタリング
□　□ バンドの高さ調節
□　□ バンドの研磨
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STEP 3　隔壁の装着
□　□ リテーナーの向き
□　□ バンドの隣接面接触状態
□　□ バンドと歯頸部の適合状態

STEP 4　コンポジットレジンの填塞
□　□ 歯面の清掃・乾燥
□　□ 隔壁・歯間分離 （ポリエステルストリップス，ウェッジ）
□　□ セルフエッチングプライマー処理 20 秒
□　□ エアーブロー
□　□ ボンディング材の塗布
□　□ 光照射 10 秒
□　□ コンポジットレジンの填塞 
□　□ ポリエステルストリップスによる圧接
□　□ 光照射
□　□ 填塞状態の確認 探針

STEP 5　咬合調整，形態修正，仕上げ・研磨
□　□ 余剰レジンの除去・形態修正 使用器具（　　　　　　　　　　　　　　　）
□　□ 咬合状態の確認
□　□ 仕上げ・研磨  使用器具（　　　　　　　　　　　　　　　）

問．臼歯部における適切な隣接面接触の位置を説明しなさい．

問．セルフエッチングプライマーに含有される，セルフエッチング効果とプライミング効果を有する成分をそれぞ
れ挙げなさい．

MEMO
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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３）アマルガム修復

（１）エポキシ模型実習　46 番歯　Amalgam 1 級単純窩洞形成 (O)
一般目標：小窩裂溝部に初発する齲蝕に対する窩洞形成，アマルガム咬合面単純窩洞の基本的形態を習得する。

＜窩洞の条件＞
　カリエスに罹患した部位とそれに隣接する歯質の削去を行い，修復する。不必要な部分にまでおよぶ歯質の削去

は歯髄に対しても影響を与えるので，最少限の切削にとどめる必要がある。最少限の切削とは歯質の削去量を少な

くすることではあるが，適正な窩洞外形，保持形態，抵抗形態，便宜形態，窩縁形態，窩洞が無菌的に処置される

ことの各項目が正しく窩洞に与えられる必要があり，窩洞の形態は齲蝕の程度，位置や範囲はもとより，修復材の

種類など種々の要素により決定される。

＜咬合面に対する修復法＞
　咬合圧の加わる部位に用いられる修復材料は強度的に優れたものでなくてはならない。Metal    Inlay, 

Amalgam,Gold Foil による修復が行われている。Porcelain Inlay 修復や，最近では Composite resin Inlay なども審

美的な要求から行われている。

＜アマルガム修復＞
　アマルガムとは水銀と金属を練和し出来るものの総称で，歯科用の合金は銀，錫，亜鉛，銅などが使われてる。

合金の形態 ( 削片状，球状 )，組成 ( 銅の量，亜鉛の有無 ) の違い，さらに練和時間，填塞圧によってもその性質が

変る。最近では水銀の環境汚染が問題とされ，水銀に代わる金属であるガリウム (Ga) の合金も使用されはじめた。

＜アマルガム窩洞の基本的形態＞
　アマルガム修復は，メタルインレーと異なりセメントは使用せずに，窩洞内に与えるアンダーカットにより保持

する ( 歯質からの脱落を防ぐ ) ので，基本的には箱型の保持形態を与え，さらにアンダーカットを付与する。

  機械的にはメタルインレーに比較し脆いので，材料側の抵抗形態を考えて裂溝部の追求はメタルインレーのよう

に鋭く追求してはいけない。材料縁端の強度が不足するために窩縁部には窩縁斜面は付与しない。

＊エポキシ模型に対する設定－ 46番歯の中央小窩に初発した齲蝕症 2度の齲蝕

STEP 1 実習マニュアルへ外形線を記入する。（図 8）
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　       図 1 小窩裂溝部の着色　　 　                                          　　図 2 中央溝の形成                                                            　　　　図 3 咬頭中心の円弧

 　　図 4 裂溝部の追求   　　                             　　　　             図 5 窩洞外形                                                                    　      図 6 アンダーカットの形態

    図７ アンダーカットの位置                                                        
　　　　　　　　　　　　　　　図 8 外形線記入 
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STEP 2 エポキシ模型へ窩洞外形の設定　( 検印は外形線の欄 )
・近心壁，遠心壁は歯牙の外形に平行になるように設定し，直線になるように形成する。近心壁，遠心壁は三角

溝を含む。

・窩洞の幅径は咬合面の約 1/3 から 1/4 で，近心頬側咬頭と近心舌側咬頭間の隆線部で約 2mmとする。

・保持形態のためのアンダーカットはこの段階では付与せずに全ての窩壁は箱型の形態とし，テーパードフィッ

シャーバーの角度とするが，近心壁，遠心壁，溝の追求部は抵抗形態を考慮し外開きを与える。

・裂溝部の追求方向を間違わないように，また形態に注意する。

・髄壁 ( 窩底 ) は平滑な面で形成し，窩洞の深さは約 3mmを目標とする。

・1級単純窩洞におけるアンダーカットの位置は，厚い歯質が確保できる咬頭隆線部の象牙質内に，窩縁から

2/3 のところから窩底部にかけて付与する。（図 6，図 7）

・今回の実習ではアンダーカットを付与しない。

　□細い線，1本で書かれているか。　□窩洞の位置は裂溝部からみて中央に位置しているか。
　□近心壁，遠心壁は直線で，その他の部位は咬頭頂を中心とした円弧を描き，なだらかな曲線で形成されているか。
　□溝の追求部は図 4に示す形態になっているか ( メタルインレー窩洞の形態と比較する )。

STEP 3 中央小窩よりテーパードフィッシャーバーで裂溝部の形成　( 検印は窩洞形成 1の欄 )

・齲蝕に罹患した小窩裂溝部の歯質 ( 図 1) を，テーパードフィッシャーバー 014（ストレートハンドピース）を

使い中央小窩から裂溝に添って形成する ( 図 2)。

・範囲は，近心方向へは近心小窩まで，遠心方向へは遠心小窩まで，頬側，舌側溝の形成は溝の 1/3 を目安にする。

・深さはフィッシャーバーの刃部の長さの 1/3 程度とする。

　□溝の中央部を形成しているか。　　　
　□深さは適当か。
　□外形線を超えて形成していないか。　
　□歯軸に対してバーの方向が違っていないか。  

STEP 4 窩洞形成  ( 検印は窩洞形成 2の欄 )

・テーパードフィッシャーバー 018 を使用し，咬頭頂を中心とした円弧を描くように窩壁にある鋭利な部分を削

去し，なだらかな曲線で外形を設定する。( 図 3)

・アマルガム窩洞はメタルインレー窩洞に比較して，裂溝部の追求は鋭くしない。(図 4)

　窩洞外形（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　保持形態（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　抵抗形態（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　窩縁形態（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　便宜形態（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□窩洞全体にアンダーカットがなく，平滑な面で形成されているか。
　□近心，遠心壁と溝の追求部に外開きが，そのほかの部分は基本的な箱型形態がテーパードフィッシャーバーの
角度で与えられているか。
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(2) 齲蝕付模型実習　46番歯　Amalgam２ 級複雑窩洞形成　(MO)

STEP １ 基本的な切削操作のポジション　
・まず基本的なポジションにマネキンヘッド，顎模型，イスの位置をセットして，各切削部位，作業位置にあわ

せ必要な箇所をセットする ( 確認項目参照 )。

・ハンドピースの固定は第 4指固定の場合には第 1歯から第 3指までを使いしっかりとハンドピースを把持する。

第 4指を 46番歯の頬面近心部に置き固定する。

・ 第 3指固定の場合には第 1歯，第 2指までを使いしっかりとハンドピースを把持する。第 3指を 45番歯，46

番歯の歯間乳頭部に置き固定する。

＜確認項目＞
 □術者のイスのポジション  12 時
 □マネキンヘッドの位置 左右の回転 右へ 12 度
 □   前後の回転 なし
 □顎模型の開口度    3 横指
 □ハンドピース  把持  第 1 指～第 3指把持 第 1指～第 2指把持
 □   固定  46 番歯頬面  45 番歯，46 番歯歯間乳頭部
 □     第 4 指固定  第 3 指固定

　　　　□姿勢，ポジション，把持，固定，顎模型の開口度に注意する。
　　　　□ハンドピースの先端がスムーズに 46番歯咬合面上を移動することを確認する。

STEP ２  齲窩の開拡  ( 検印は齲蝕除去の欄 )
・模型を咬合させ、咬合接触状態を確認する。

・切削操作を想定して咬合面小窩裂溝部に齲蝕を描く。（エポキシ模型 46番歯，p3，図 1を参照）

・裂溝部に齲蝕を想定したマークを付ける。着色は中央小窩から近心三角溝，遠心三角溝までと頬側，舌側溝の

約 1/4 を目標にする。

STEP 3　中央溝の形成　
・窩洞形成は中央溝から形成する。TF31Z のダイヤモンドポイントを使用し，エッジを使い約 2/5 の深さまで切

り込む。所定の位置まで切削した後，ハンドピースを確実に歯軸方向に設定し直す。窩底は模型のベースに対

して垂直方向ではなく，歯軸に垂直方向に設定する。側方湾曲が付与されているので，歯冠が舌側方向に位置

している。ハンドピースの固定に注意し，窩洞の幅はバーの太さとなるようにする。

　　　□深さ，方向はよいか。

STEP 4  窩洞形成　( 検印は窩洞形成の欄 )
・小窩裂溝部の形成終了後，アマルガム窩洞のアウトライン ( エポキシ模型 46番歯，47 番歯 ) をイメージして，

咬頭頂を中心とした円弧を描きながら窩洞形成を行う。模型の歯牙の長軸を確認し，その方向に切削具の方向

を設定する。近心壁，遠心壁は歯牙の外形にあった方向に設定し，直線で形成する。窩洞の深さは約2mmとする。

・近心壁，遠心壁，頬側溝，舌側溝の追求部は僅かにハンドピースを傾けて外開きの形態を与える。

＊今回の実習では咬頭隆線部へのアンダーカットの付与は行わない。

　　　□ 46番歯エポキシ模型の確認事項を満足しているか。
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（３）エポキシ模型実習 47 番歯　Amalgam 2 級複雑窩洞形成　(MO)

一般目標：臼歯隣接面における齲蝕に対する窩洞形成，アマルガム 2級複雑窩洞形態を習得する。

　アマルガム修復における隣接面の形態は Box Form になるが，メタルインレーとは窩洞形態が異なり，窩洞内部，

および隣接面にアンダーカットを，咬合面と隣接面との移行部にリバースカーブの形態を与える。アマルガムの填

塞にはマトリックス ( 隔壁 ) を用いて修復する。

STEP 1  エポキシ模型へ窩洞外形の設定　( 検印は外形線の欄 )

［１］エポキシ模型にコンタクトポイントをマークする ( 図 1)
［２］咬合面の形態
・各咬頭頂を中心にした，円弧を想定する。 

・全体的な窩洞外形は頬舌的に咬合面の約 1/4

・溝はアマルガムの特徴をいかした追求をする。

［３］隣接面の形態の設計
・メタルインレー窩洞では咬頭頂を中心とした円弧を隣接面に延ばした形態を取るが ( スイープカーブ )，アマル

ガム窩洞では咬合面部は咬頭頂を中心とした円弧，隣接面にかけては歯面に垂直になる曲線で隣接面に開放し，

形成する。隣接面にかけて窩洞内に変曲点をもつ曲線で形成するこのような形態をリバースカーブと言う(図2)。

・隣接面の歯肉壁は解剖学的歯頚線を越えない。今回の実習では解剖学的歯頚線より咬合面側約 1.5mmに歯肉

壁を設定する。

・辺縁隆線部の頬舌径に比較し，歯肉壁部では頬舌径を大きくし，アンダーカット形態を与える。

・隣接面部の窩洞は隣接面のほぼ中央に位置する。(図 3)

・咬合面部窩洞の深さは隣接面部窩洞の 1/2 とする。

　　□窩洞の位置は裂溝部からみて中央に位置しているか。
　　□遠心壁は直線で，その他の部位は咬頭頂を中心とした円弧を描き，なだらかな曲線で形成されているか。
　　□隣接面にはリバースカーブで開放し，歯肉壁寄りに，アンダーカット形態を与えているか。

STEP 2  中央小窩よりテーパードフィッシャーバーで裂溝部，辺縁隆線部の形成
　　　　( 検印は窩洞形成 1の欄 )

                                                           

・齲蝕に罹患した小窩裂溝部から近心隣接面にかけて，テーパードフィッシャーバー 014 を使い中央小窩から裂

溝に沿って形成する ( 図 4)。範囲は，近心方向へは近心小窩まで形成し，その後辺縁隆線へ頬側方向，舌側方

向へと開放する。

・この際，咬合面部外形線の約 1.5mm内側にとどめ，咬合面部窩洞の深さ以上に形成しない。

・遠心方向へは遠心小窩まで，頬側は頬側溝の 1/3 を目安にし，歯軸方向を考慮して切削する。

　　□溝の中央部を形成しているか。  　
　　□深さは適当か。  　
　　□外形線を超えて形成していないか。
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STEP 3  窩洞形成　( 検印は窩洞形成 2の欄 )

・隣接面部の窩洞は咬合面部窩洞をガイドにしてテーパードフィッシャーバー 018 で形成する。

・咬合面部窩洞の深さは隣接面部窩洞の 1/2 とする。( 図 6)

・咬合面部の窩洞は箱型で，溝の追求部に外開き形態を与える。

・隣接面部の頬側壁，舌側壁には歯肉壁に向かうに従い，近心方向へのアンダーカットを付与する。

・髄軸線角（図９-A）は 90度を越える鈍角になる。アンダーカットに注意し，髄軸線角は抵抗形態を考慮し丸める。

( 図９)

・歯肉壁は歯軸に垂直で幅 1.5mmとする。

        □平滑な面で形成されているか。 
        □頬側壁，舌側壁にアンダーカットが与えられているか。
        □歯肉壁は歯軸に対し垂直に形成され，また歯頚線を越えていないか。

図１コンタクトポイント　                        図２外形線 ( 咬合面部 ) 開放角度             図３外形線 ( 隣接面部 )         　図４裂溝部の形成  隣接面への開放  

図 5 窩洞 ( 咬合面 )    　                                         図 6 窩洞 ( 隣接面 )  　                                    図 7 歯齦壁 , 軸壁の角度　  　　               図 8 アンダーカット

  　図９髄軸線角の形態   
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（４）メラミン模型実習　47番歯　Amalgam 2 級複雑窩洞形成  (MO)　参考

一般目標：臼歯隣接面における齲蝕に対する窩洞形成，アマルガム 2級複雑窩洞形態を習得する。

齲蝕の設定：47番歯咬合面小窩裂溝部と近心隣接面の齲蝕症第 2度の齲蝕

　アマルガム修復における隣接面の形成形態は Box Form であるが，咬合面と隣接面との移行部にアマルガムの抵

抗形態を考慮しリバースカーブの形態を，隣接面部全体に保持のためのアンダーカットを与える。

STEP 1　基本的な切削操作のポジションを確認すること

・まず基本的なポジションにマネキンヘッド，顎模型，イスの位置をセットして，各切削部位，作業位置にあわ

せ必要な箇所をセットする。今回の実習では 12時のポジションで行う。

・ハンドピースが滑らかに動くことを確認してから，切削操作を想定して咬合面小窩裂溝部に齲蝕を ( 中央小窩

から近心三角溝，遠心小窩までと頬側，舌側溝の約 1/4 を目標 )，近心隣接面のコンタクトポイントの位置にマー

クを付ける。(P2，図 3を参照のこと )

＜確認項目＞
　　□術者のイスのポジション   12 時   9 時
　　□マネキンヘッドの位置　 左右の回転 右へ 12 度  右へ 12 度
　　□    前後の回転 なし   前方へ 30 度
　　□　　顎模型の開口度   3 横指   3 横指
　　□　　ハンドピース  把持  第 1 指～第 3指把持 第 1指～第 3指把持
　　□    固定  47 番歯頬面  46 番歯咬合面
　　□      第 4 指固定  第 4 指固定

　　□ハンドピースの先端がスムースに 47番歯咬合面上を移動することを確認する。

＊アマルガム 2級窩洞形態の要点　（保存修復学第 4版　第 4章 P195 ～ 217 を参照のこと）

1) 咬合面の形態
・溝はアマルガムの特性から，メタルインレーに比較し緩やかな追求をする。

・各咬頭頂を中心にした円弧を想定し外形を設定する。

・全体的な窩洞外形は頬舌的に咬合面の約 1/4 とする。

・咬頭隆線部にはアンダーカットを付与し，溝の追求部ならびに近・遠心壁には外開きを与える。

・窩縁には斜面を付与しない。

2) 隣接面の形態
・隣接面の歯肉壁は解剖学的歯頚線を越えない。

・辺縁隆線部の頬舌径に比較し，歯肉壁部では頬舌径を大きくし，アンダーカット形態を与える。

・隣接面部の窩洞は隣接面のほぼ中央に位置する。

・咬合面部窩洞の深さは隣接面部窩洞の約 1/2 の深さとする。
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STEP 2　中央溝の形成

・ダイヤモンドポイント TF31Z を使用し，咬合面中央小窩から窩洞形成を行う。バーのエッジを使いバーの刃部

の長さの約 2/5 の深さまで切り込む。

・次にバーを確実に歯軸方向に設定し直し裂溝部の追求に移る。前後湾曲の関係で 46番歯に比較して 47番歯は

歯冠側が近心に傾斜しているので，コントラアングルハンドピースの把持する角度に注意して切削操作を行う。

・バーが遠心方向に傾斜していると窩洞全体が遠心に傾斜し，窩洞の遠心部が深く形成されるので，ハンドピー

スをしっかりと把持・固定した後，近心方向，頬舌方向 ( ミラー使用 ) からバーの歯軸に対する方向を確認す

ること。

・所定の深さまで切削した後，中央小窩から遠心小窩・近心小窩まで，頬側，舌側溝の 1/4 までを裂溝に沿って

形成する。

STEP 3  側室の形成　

・近心隣接面の形成は近心小窩から近心隣接面へ同じ深さでバーを進める。46番歯の遠心隣接面を切削しないよ

うに窩洞形成を行う。

・近心小窩から辺縁隆線を約 0.5mm残した位置まで STEP2 の窩洞の深さのまま，エポキシ模型 47番歯図 4を

参考に隣接面方向へ形成する ( ダイヤモンドポイント TF31Z)。

・頬側壁はコンタクトポイントよりやや舌側よりを目安に，側室の位置が近心隣接面のほぼ中央に来るように舌

側壁を形成する。

・側室の深さは模型の歯肉縁と同じ位置に設定し，バーの刃部の長さの約 2/3 まで歯軸方向へ形成する。( 図 1)

　　　　　　　図１　辺縁隆線を残し、隣在歯を切削しないように気をつける　　図２　フリーエナメルはハチェットで除去する
 

STEP 4　咬合面部窩洞形成                                                

・アマルガム窩洞では咬合面部は咬頭頂を中心とした円弧，隣接面にかけては歯面に垂直で，窩洞内に変曲点を

もつ曲線 ( リバースカーブ ) で 開放し，形成する。

・咬合面部の窩洞は全体に箱型で溝の追求部ならびに遠心壁は外開き形態とする。

・小窩裂溝部の形成が終了した後，アマルガム窩洞の特徴を表現しながらアウトライン(エポキシ模型47番歯図5)

をイメージして，咬頭頂を中心とした円弧を描きながら窩洞形成を行う。模型の歯牙の長軸を確認しながらそ

の方向に切削具の方向を設定する。

・遠心壁は歯牙の外形にあった方向に設定し，直線で形成する。遠心壁，頬側溝，舌側溝の追求部は僅かにハンドピー

スを傾けて外開きの形態を与える。
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STEP 5　隣接面部窩洞形成　( 検印は STEP4 と共に形成の欄 )

・バーをダイヤモンドポイント TF41Z に換えて隣接面に残したエナメル部分を注意深く削去する。

・コンタクトポイントの位置は僅かにフリーエナメルを残した形態になる。(図 2)

・隣接面に保持のためのアンダーカットを付与する。咬合面部窩縁の位置から頬側壁，舌側壁に全体に内開きに

なるようにダイヤモンドポイント TF41Z を図 3のように若干の回転を与えて使用する。

　□遠心壁は直線で，その他の部位は咬頭頂を中心とした円弧を描き，なだらかな曲線で形成されているか
     □隣接面にはリバースカーブで解放し，歯肉壁寄りにアンダーカット形態を与えているか。

STEP 6  窩洞修正　( 検印は窩洞修正の欄 )

・頬側壁，舌側壁の近心隣接面部のフリーエナメルを手用切削具 ( ハチェット 図 4) を使用して除去する。また，

髄軸線角は抵抗形態を考慮し手用切削具 (マージントリマー 図 5) で丸み (エポキシ模型47番歯図 7) を付ける。

図 3　アンダーカットの与え方　 　　　                                                  図 4　ハチェット　　　　　                                     図 5　マージントリマー

　　 　　

STEP 7　アンダーカットの付与  ( 検印はアンダーカットの欄 )

  インバーテッドコーンバー 010 で咬頭隆線部へアンダーカットを付与する。

MEMO
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（５）メラミン模型実習　47番歯 (MO)  Amalgam填塞　参考

一般目標：アマルガムおよびアマルガム修復器具の取り扱い，填塞法を習得する。

＜使用機材＞

メラミン模型 ( 形成した 47 番歯 )、切削器具（インバーテッドコーンバー 010)、アマルガムカプセル 1個 ( Ｗ )、

ナイロン布、アマルガムキャリア、アマルガム充填器、手用切削器具 ( ディスコイド，クレオイド )、マトリック

スリテーナー ( タッフルマイヤー型 )、マトリックスバンド、ウエッジ、金冠鋏 ( 曲 )、カーボランダムポイント (No.2)、

コンタリングプライヤー、探針

＊アマルガムは水銀と合金とを練和して使用される。水銀は毒性，環境汚染などを考慮し，適切に扱わなければな

らない。実習では必ず次のことを守ること。

［１］ミキサーで練和が終了するまでカプセルの蓋を開けない。

［２］練和中はアマルガムチャンバーの蓋を閉じ，水銀蒸気を外に出さない。

［３］練和終了後，各自の実習机の上でカプセルを開ける。

［４］流し，ごみ箱，実習机の引出しにアマルガム等を廃棄してはならない。

　　ａ ) 余ったアマルガムは指導員コーナーのアマルガム廃棄用瓶に捨てる。

　　ｂ ) 使用済みのカプセルは指導員コーナーのビニール袋に捨てる。

　　ｃ ) 実習机の上には藁半紙を敷いて実習を行い，回収する。

［5］填塞後，席を立ってカービング操作をしない。

＊アマルガム練和法

　アマルガムは高銅型球状合金のカプセルに入ったものを使用する。練和手順は

［１］アマルガムチャンバーの電源を入れる ( 実習中は常時オン )。

［２］アマルガムカプセルの蓋を 90度回転させ，水銀が下に落ちることを確認する。元の方向に 90度回転させカ

プセルの蓋を元の状態に戻す。

［３］アマルガムミキサーのカプセルホルダーでカプセルを保持し，蓋を閉めて 10秒間練和する。

［４］カプセルを取りだし，各自の実習机に行き，カプセル下部を開け，練和されたアマルガムをナイロン布に取り出す。

アマルガムが練和されておらず，アマルガム合金粉末がでてきた場合には水銀が蓋より落ちていなかったので，新

しいカプセルで再度練和する。

＊アマルガム填塞の基本術式　＊保存修復学 p207 ～ 216 ＊

［１］ナイロン布からアマルガムをキャリアーに取り，窩洞まで輸送する。

［２］) アマルガムキャリアーのレバーを押してアマルガムを窩洞に填塞する。

［３］小さい方のアマルガム充填器を用いて窩洞の隅角部に向かい填塞を行う。(図 1)

  　　(1 ～ 3の操作を繰り返す )

［４］最終的に大きい方のアマルガム充填器で窩洞より約 1～ 0.5mmオーバーに

填塞する。

［５］バーニシャーを使用して窩縁部を窩洞中央から窩縁部方向に向い圧接，余剰

アマルガムを除去し，窩縁部を出す。

［６］クレオイドにて咬合面部の形態を形成し，再度バーニッシャーで窩縁部の圧

接を行う。
　　　　　　   　　　　　　　       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 1　填塞方向　
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STEP 1　47 番歯隔壁の作製 

　アマルガム2級複雑窩洞では隔壁を行い修復する。マトリックスバンド，それを止めるマトリックスバンドリテー

ナー（図３）で隔壁を作る。

＜作製手順＞

［１］マトリックスバンドの試適
　マトリックスバンドを 47番歯近心面に試適し，適合状態，バンドと隣在歯 (46 番歯 ) 辺縁隆線の高さを確認する。

バンドが辺縁隆線の高さより 1mm以上あることが必要である。

［２］マトリックスバンドの調整
 　　1) マトリックスバンドが高いときは金冠鋏で必要量バンドを切り取り隣在歯の辺縁隆線より約 1mm高く合

わせる。カーボランダムポイントNo.2 で切断面の鋭利な部分を落す。

     　2) コンタリングプライヤまたはバーニッシャーを用いてマトリックスバンドにカーブを与え歯冠の豊隆に合

わせる。

［３］リテーナー ( 図１) への装着
  　調製したマトリックスバンドの方向を間違えないように ( 図 3)，止めネジをしめてリテーナーへ装着する。

［４］歯牙への装着                              
　　・リテーナーへ固定されたバンドを 47番歯へ装着する。リテーナーの締めネジをしめ            

　　  て，近心隣接面へバンドが密接して装着されていることを確認する。                         

　　・方頭鉗子でしっかりとウエッジを保持し舌側から挿入する ( 図 4)。

図 3　マトリックスリテーナー、バンド　、ウエッジ、　図４－１、４－２　正しいリテーナーの方向 ( 図の バイスの溝に注意 )

STEP 2　47 番歯填塞　

　填塞は近心隣接面の側室部から開始する。隣接面の填塞は側室の形態に合わせてアマルガム充填器を選択する。

隣接面の填塞終了後，遠心窩洞隅角から填塞を続ける。咬合面部の填塞は 1級窩洞の填塞に準じて行う。咬合面

部の填塞終了後，バーニッシャーで圧接，窩縁を出す。

　［１］辺縁隆線部の形成
　　　辺縁隆線部のアマルガムは隣在歯隣接面の辺縁隆線に合わせ除

去する。( 図 5)

　［２］マトリックスの除去
　　　マトリックスはリテーナーの止めネジを緩めてリテーナーを外

し，ウエッジを抜いたあと，バンドを除去する。探針を使用し隣接面

部に溢出したアマルガムを確認して，溢出部は除去する。1級窩洞に

準じて咬合面形態の修正を行う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 5　辺縁隆線部の形態修正
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（６）メラミン模型実習　37番歯 Amalgam 1 級複雑窩洞形成   (OB)　参考

齲蝕の設定：37番歯咬合面小窩裂溝から頬面溝にかけての齲蝕症第 2度の齲蝕

STEP 1　基本的な切削のポジションの確認

・確認項目を参照のこと。

・ハンドピースが 37 番歯咬合面上を滑らかに動くことを確認してから，切削操作を想定して咬合面　小窩裂溝部，

頬面溝にマークをつける。

＜確認項目＞
  術者のイスのポジション   9 時                       
  マネキンヘッドの位置 左右の回転 右へ 45 度                  
                            前後の回転 前方へ 20 度                
  顎模型の開口度    3 横指                     
  ハンドピース 把持   第 1 指～第 2指杷持 第 1指～第 3指杷持
  固定点   36 番歯頬面                
                                                 第 3 指固定  第 4 指固定

＊アマルガム１級複雑窩洞形態の要点

　1) 咬合面の形態

　・46番歯１級単純窩洞を参考にする。

　2) 咬合面部から頬面溝への形成形態

　・咬合面の頬側溝から頬面溝へと裂溝部を追求し連続的に形成する。

　・頬面溝は齲蝕範囲に従って形成するが，再発齲蝕を考慮し頬面小窩までを含む外形の設定を行　　う。

　・アマルガムの性質から形成時に鋭角な部分に丸みを与える。

STEP 2　中央溝の形成　

　・ダイヤモンドポイント TF31Z を使用し，咬合面中央小窩から窩洞形

成を行う。バーのエッジを使いバーの刃部の長さの約 2/5 の深さまで切

り込む。

　・次にバーを確実に歯軸方向に設定し，裂溝部の追求に移る。前後彎曲

を考慮してハンドピースの杷持する角度に注意して切削操作を行う。所

定の深さまで切削した後，中央小窩から遠心小窩，近心小窩まで，頬側，

舌側溝の 1/4 までを裂溝に沿って形成する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                   　　　　　　　　　図１窩洞外形
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STEP 3　咬合面部窩洞形成　
・咬合面部の窩洞は全体に箱型で溝の追求ならびに近遠心壁は外開き形態とする。小窩裂溝部の形成が終了した後，

アマルガム窩洞の特徴を表現し ( 図 1)，咬頭頂を中心とした円弧を描きながら窩洞形成を行う。模型の歯牙の

長軸を確認しながらその方向に切削具の方向を設定する。

・近遠心壁は歯牙の外形にあった方向に設定し，直線で形成し，近心壁，遠心壁，頬側溝，舌側溝の追求部はわ

ずかにハンドピースを傾けて外開きの形態を与える。

STEP 4　頬側溝から頬面溝への窩洞形成　
・頬面への形成は頬面中央部，外斜面部，内斜面部の 3箇所に分けて形成する。

・ダイヤモンドポイント TF31Z を使用し，窩洞形成は溝の中央部とバーの中心を合わせ位置を決めて形成を行う。

浅すぎる場合には保持が得られずに脱落，破折の原因になるので注意する。

［１］頬面中央部の形成（図 2 ｰ 1）
・窩洞外形は頬面小窩を含むので，バーの先端を頬面小窩に設定する。

・頬面溝の位置を確認し，歯面に平行にバーが接触するように注意して形成する。

図 2-1　頬面中央部の形成　　　　　図 2-2　外斜面部の形成　　　　　　図 2-3　内斜面部の形成　　　　　　　図 2-4 抵抗形態の付与

［２］内斜面部の形成，外斜面部の形成（図 2 ｰ 2,2 ｰ 3）
・咬合面部の窩洞形成で行った頬面溝の追求部をもとにし，バーの先端を追求部に置き，タービンハンドピース

のヘッドを 45度頬側に傾斜させ，1) で形成した線上にバーを設定する。位置を必ず確認してからバーの直径

分の深さの形成を行う。次いで，1) で形成した部位を連結して形成を行う。バーの先端は頬面溝に置き，舌

側に 45度タービンハンドピースのヘッドを傾斜させ，同様にバーの直径分の形成を行う。

［３］抵抗形態の付与 ( 図 2-4)
・溝内の隅角をエアタービンハンドピースの角度を変えて切削し，鋭角な隅角を丸める。　

［４］頬面溝追求部の仕上げ

頬面溝の先端部分はバーを歯面（頬面）に対して垂直に設定して形成する。その後，インバーテッドコーンバー

008 に換え，バーを歯面に平行に置き，この部分にアンダーカットを付与する。（図 3）

　　　図３頬面溝の仕上げ

＊今日の実習では咬頭隆線部へのアンダーカットの付与は行わない。
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（７）アマルガム修復の仕上げ・研磨

＊アマルガム修復では填塞当日の研磨は行なうことができず，24時間以上経過後に研磨を行なう。

＊研磨時は，研磨用具とアマルガムとの摩擦による発熱に注意する必要があり，特に乾式の研磨では送風して研磨

部位の冷却を行なう。60℃以上になるとアマルガム中の水銀が遊離し，物理的に性質が劣り，研磨操作を続けても

表面の光沢は得られない。

STEP 1  アマルガムの仕上げ，研磨　（検印は研磨の欄）＊保存修復学 P213 ～ 214 ＊

・アマルガム填塞後，カービングされたアマルガムは適正な咬合面形態の再現をするためにフィニッシングバー

( 図 1) で形態を整える。全ての操作で注意をしてステップを進める。人工歯を切削しないように 47番歯では

歯質から隣接面へ移行部の形態修正を含めて行う。

・次にサンドペーパーコーンによりアマルガム表面の傷を除去し，   シリコーンポイントの粗目（茶色），細目（青

色）の順に研磨を行う。研磨は器具に力を入れて形態を作ることは避けて弱い力で行う。特にシリコーンポイ

ントは力を入れすぎるとポイントがすぐに消耗する。

・カービングが上手くなく，適正な咬合面形態の再現がされていないアマルガム修復は，フィニッシングバーを

使用する前にテーパードフィッシャーバーで形態を修正した後に，研磨のステップを行う。

・47番歯隣接面のコンタクトポイント付近はマトリックスバンドによる圧接面が得られるので今回は研磨を行わ

ない。   

  　　　　　　　　　　図１　フィニッシングバー

　　　□窩縁とアマルガムが移行的になっているか。

レポート課題

　1 臼歯部 2級複雑窩洞メタルインレー修復法について
　　1) 窩洞形態の特徴
　　2) 直接法、間接法の特徴と修復ステップ
　2 鋳造法について
　　1) 鋳造欠陥の種類と原因、予防法
　　2) 鋳造収縮の補償法
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 ４．インレー修復
１）メタルインレー修復
 エポキシ模型実習　16番歯　Metal Inlay 1 級単純窩洞形成　(0)
一般目標：小窩裂溝部に初発するカリエスに対する窩洞形成，鋳造法によるMetal Inlay 咬合面単純窩洞の基本的
形態の修得する。

＊エポキシ模型に対する設定－ 16 番歯の中央小窩に初発した齲蝕症 2度

STEP 1 実習マニュアル ( 図 7) へ外形線を記入すること。

STEP 2 エポキシ模型へ窩洞外形の設定　( 検印は外形線の欄 )
・図 7に記入した外形線を基にしてエポキシ模型に外形線を記入する。

・窩洞は咬合面の約 1/3 の大きさで窩洞の幅径は咬頭隆線部で約 2mmを目標とする。

・近心壁，遠心壁は歯牙の外形に平行に，直線になるように設定する。

・近心壁は三角溝を含み，遠心壁は舌側溝に沿った形態にし，遠心舌側三角溝は追求しない。

・頬側溝は中央小窩から咬合面約 1/2 までを追求する。

・アマルガムとの違いを明瞭にし，インレー窩洞の特徴を表すようにする。

□細い線，1本で書かれているか。
□窩洞の位置は裂溝部からみて中央に位置しているか。
□近心壁，遠心壁は直線で，その他の部位は咬頭頂を中心とした円弧を描き，なだらかな曲線で形成されているか。
□溝の追求部は図 5右上に示す形態になっているか。

STEP 3 中央小窩よりテーパードフィッシャーバーで裂溝部の形成　( 検印は窩洞形成１の欄 )
・齲蝕に罹患した小窩裂溝部の歯質 ( 図 1) を，テーパードフィッシャーバー 014 を使い中央小窩から裂溝に添っ

て形成する。

・近心方向へは近心小窩まで，遠心方向へは舌側溝と中央溝の交点まで，頬側へは頬側溝の 1/3 を目安にする。

・深さはフィッシャーバーの刃部の長さの 1/3 程度とする ( 図 2)。

□溝の中央部を形成しているか。
□深さは適当か。
□外形線を超えて形成していないか。
□歯軸に対してバーの方向が違っていないか。

STEP 4　窩洞形成 ( 検印は窩洞形成２の欄 )
・テーパードフィッシャーバー 018 を使用し，咬頭頂を中心とした円弧を描くように窩壁にある鋭利な部分を

削去し，なだらかな曲線で外形を形成する ( 図 3)。

・Inlay 修復はアンダーカットがあるとその後の修復操作に支障があるので全ての窩壁は外開き形態とし，外開

きの角度はテーパードフィッシャーバーの角度とする ( 図 4)。

・近心壁，遠心壁，頬側溝の追求部は抵抗形態を考慮し外開きの角度を大きく設定する。

・裂溝部の追求方向を間違わないように，また形態に注意する ( 図 5)。

・髄壁 ( 窩底 ) は平滑な面で形成し，窩洞の深さは約 3mmを目標とする。

・窩縁斜面は今回の実習では付与しない。
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□窩洞全体にアンダーカットがなく，平滑な面で形成されているか。
□近心，遠心壁と頬側溝の追求部に外開きが，そのほかの部分には彫刻刀の角度が与えられているか。

図1 小窩裂溝部の着色  　　　　　図 2 中央溝の形成  　　　　　　　　　図 3 咬頭中心の円弧

図 4 テーパードフィッシャーバーの角度  　　　　　図 5 裂溝部の追求方向  

図 6 窩洞外形　

　　　　　　　　　　　図 7 外形線記入



（２）  メラミン模型実習　16番歯　Metal Inlay　1 級単純窩洞形成　(O)　参考

目的：エポキシ模型で形成を行った 16 番歯メタルインレー 1級単純窩洞をメラミン模型上

に再現する。形成時のミラーテクニックを修得する。

STEP 1　基本的な切削操作のポジションの確認

・確認項目を参照のこと。

・ハンドピースが滑らかに動くことを確認してから，切削操作を想定して，まずコンタクトポイント上の辺縁

隆線へ，さらに咬合面小窩裂溝部にマークを付ける。

＜確認項目＞ミラーテクニック－「保存修復の基本マニュアル」 P89 ～ 90 を参照のこと
□術者のイスのポジション    12 時
□マネキンヘッドの位置  左右の回転  右へ 12 度
□前後の回転     後方へ 10 ～ 20 度
□顎模型の開口度     3 横指
□ハンドピース   把持   第 1 指～第 3指把持  第 1 指～第 2指把持
□   固定   14 番歯，15 番歯頬面
□     第 4 指固定   第 3 指固定

□ハンドピースの先端がスムースに 16番歯咬合面上を移動することを確認する。

STEP 2　小窩裂溝部への齲蝕の設定，窩洞外形の設定　

・小窩裂溝部に対しサインペンを用いて齲蝕の位置を明記する。

・齲蝕は中央小窩から近心三角溝，遠心三角溝，頬側溝の 1/3 までとする。

STEP 3　中央溝の形成　
・小窩裂溝部の形成はダイヤモンドポイント TF31Z を使い裂溝部の形

成を行う。この際，窩洞外形線に添って形成しないこと。

・中央溝から裂溝に添って形成するが，模型にバーを切り込むときには

ハンドピースを傾けてバーのエッジで形成する。

・切削するときに，ハンドピースに力を入れすぎるとメラミン樹脂がこ

げるので注意する。

・窩洞の深さはバーの刃部の 2/5 を目安にするので所定の深さまでバー

を進めてからハンドピースを確実に歯軸方向に設定し直す。（図 1）

・窩洞は模型のベースではなく，歯軸に対し垂直方向に設定する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 1　歯軸の方向

- 39 -

インレー修復　メタルインレー修復



STEP 4　窩洞形成　

・小窩裂溝部の形成が終了した後，咬頭頂を中心とした円弧を描きながら窩洞形成を行う。模型の歯牙の長軸

を確認しながらその方向に切削具の方向を設定する。近心壁，遠心壁は直線で形成する。

・近心壁，遠心壁，頬側溝の追求部は僅かにハンドピースを傾けて外開きの形態を与える。

・近遠心壁の頬側，舌側三角溝の追求部と頬側溝部については最終的にテーパードフッシャーバーの 010 に換

えてシャープな追求を行う。今日の実習では窩縁斜面の付与は行わない。
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  エポキシ模型実習　17番歯　Metal Inlay 2 級複雑窩洞形成　(M0)

一般目標：臼歯隣接面における齲蝕に対する窩洞形成，メタルインレー 2級複雑窩洞形態の

修得

・齲蝕の範囲が大臼歯，小臼歯隣接面に存在する場合を 2級という。ほとんどの場合，隣接面に留まらず辺縁

隆線を超え，咬合面にまでおよぶもの，あるいは齲蝕が隣接面部に限局していても隣在歯があるために便宜的

に咬合面から形成操作が必要となるので，ほとんどの場合2級窩洞は2面以上の歯面におよぶ複雑窩洞となる。

・例外的には第 2乳臼歯が喪失した場合に，第 1大臼歯近心隣接面に応用する直接金修復窩洞 Jeff ery の金箔窩

洞がある。

・隣接面の形成形態は大きく Slice cut 法と Box Form 法とに分けられる。

・咬合面窩洞を伴うものは，保持形態として咬合面に 1級窩洞を併せて形成した形態とする。

STEP 1　実習マニュアル図 8へ外形線を記入すること。

STEP 2　エポキシ模型へ窩洞外形の設定　( 検印は外形線の欄 )

　1) エポキシ模型にコンタクトポイントをマークする。(図 1)

　2) 咬合面形態の設定（図 2,3）
・各咬頭頂を中心にした，円弧を想定して外形線を引く。コンタクトポイントを必ず含む。　

・全体的な窩洞外形は頬舌的に咬合面の約 1/4 とし，16番歯と同様遠心三角溝は追求しない。

・溝はメタルインレーの特徴をいかした追求する。

　3) 隣接面形態の設定（図 4）
・近心頬側咬頭，近心舌側咬頭隆線部から近心隣接面にかけて咬頭頂を中心の円弧を延ばし，隣接面部に解放し，

コンタクトポイントを必ず含む。

・隣接面の歯肉壁は解剖学的歯頚線を越えない。今回の実習では解剖学的歯頚線より咬合面側約 1.5mmに歯肉

壁を設定する。

・隣接面部の窩洞は隣接面のほぼ中央に位置する。

・咬合面部窩洞の深さは隣接面部窩洞の 1/2 とする。

図 1 コンタクトポイント  図 2 咬頭中心の円弧  　　　　　　図 3 外形線 ( 咬合面部 )  　図 4 外形線 ( 隣接面部 )

□窩洞の位置は裂溝部からみて中央に位置しているか。
□遠心壁は直線で，その他の部位は咬頭頂を中心とした円弧を描き，なだらかな曲線で形成されているか。
□溝の追求部はメタルインレーの特徴があるか。
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STEP 3　中央小窩より裂溝部，辺縁隆線部の形成（検印は窩洞形成１の欄）

・齲蝕に罹患した小窩裂溝部から近心隣接面にかけて，テーパードフィッシャーバー 014 を使い中央小窩から

裂溝に添って形成する。( 図 5)

・近心方向へは近心小窩まで形成し，その後辺縁隆線へ頬側方向，舌側方向へと開放する。この際，咬合面部

外形線の約 1.5mm内側にとどめ，咬合面部窩洞の深さ以上に形成しない。

・遠心方向へは遠心小窩まで，頬側は頬側溝の 1/3 を目安にし，歯軸方向を考慮して切削する。

　　□溝の中央部を形成しているか。　□深さは適当か。　□外形線を超えて形成していないか。
　　□歯軸に対してバーの方向が違っていないか。

STEP 4　窩洞形成　( 検印は窩洞形成２の欄 )

・隣接面部の窩洞は咬合面部窩洞をガイドにしてテーパードフィッシャーバーで形成する。模型上に記入した

隣接面部の外形線に添って形成しないこと。

・咬合面部窩洞の深さは隣接面部窩洞の 1/2 とする。( 図 6)

・歯軸に対して頬側壁，舌側壁は同じ角度の外開き形態になるように形成する。

・歯軸方向への着脱を行うので，隣接面を形成するときにアンダーカットに注意する。

・髄軸線角は 90度を越える鈍角になる。( 図 7)

・歯齦壁は歯軸に垂直で幅 1.5mmとする。

　　□窩洞全体にアンダーカットがなく，平滑な面で形成されているか。
　　□歯齦壁は歯軸に対し垂直に形成され，また歯頚線を越えていないか。
　　□隣接面部，遠心壁と溝の追求部に外開きが，そのほかの部分は基本的な箱型形態がテーパードフィッシャー
バーの角度で与えられているか。

図5 裂溝部の形成，隣接面部への解放  　　　　　　図 6 窩洞近心面観

図 7 歯肉壁，軸壁の角度  　　　　　　　　　　　図 8 外形線記入 ( 咬合面部 )　
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（４）  メラミン模型実習　　15番歯　Metal Inlay 2 級複雑窩洞形成 (MO)　参考

目的：臼歯隣接面における齲蝕に対する窩洞形成，メタルインレー 2級複雑窩洞形態の修得
臼歯隣接面齲蝕に対するメタルインレー修復。隣接面形態は Box Formとし，形成時のミラーテクニックを習得す
る。

STEP 1　基本的な切削操作のポジションの確認　
・確認項目を参照のこと。

・ハンドピースが滑らかに動くことを確認してから，切削操作を想定して，まずコンタクトポイン上の辺縁 隆

線へ，さらに咬合面小窩裂溝部にマークを付ける。

＜確認項目＞
□術者のイスのポジション   12 時
□マネキンヘッドの位置  左右の回転 右へ１２度
□   前後の回転  後方へ 10 ～ 20 度
□顎模型の開口度    3 横指
□ハンドピース   把持   第 1 指～第 3指把持  第 1 指～第 2指把持
□   固定   13 番歯，14 番歯頬面
□     第 4 指固定   第 3 指固定

□ハンドピースの先端がスムースに 15番歯咬合面上を移動することを確認する。

＜メタルインレー 2級窩洞形態の要点＞

1) 咬合面部窩洞の形態
・溝は予防拡大を考慮して追求する。

・各咬頭頂を中心に円弧を想定したアウトラインとし，コンタクトポイントを必ず含む。(図 1)

・全体的な窩洞外形は頬舌的に咬合面の約 1/3 とする。

・遠心壁に外開きを与える。

2) 隣接面部窩洞の形態
・近心頬側咬頭，近心舌側咬頭隆線部から近心隣接面にかけて咬頭頂中心の円弧を延ばし，隣接面部に解放し，

コンタクトポイントを必ず含む。

・今回の実習では隣接面の歯肉壁は解剖学的歯頚線を越えないように歯肉壁を設定する。

・隣接面部の窩洞は隣接面のほぼ中央に位置する。

・咬合面部窩洞の深さは隣接面部窩洞の 1/2 とする。

　　　　図 1A　 窩洞外形 咬合面　　　　　　　　　　　　　　図１B　隣接面
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STEP 2　咬合面裂溝部，近心隣接面方向への形成

・齲蝕に罹患した近心隣接面にかけて，ダイヤモンドポイント TF41Z を使い，裂溝に添って形成する。

・近心小窩から遠心小窩までを歯軸方向を考慮して切削する。

・近心小窩から近心隣接面に向けて頬側方向 ( コンタクトポイントのやや舌側より )，舌側方向に辺縁隆線を

0.5mmの厚みで残して形成する。( 図 2)

・深さは咬合面窩洞の深さと同じとする。

・0.5mm残した辺縁隆線の位置から歯根方向へバーを移動させて側室部の形成を行う。（図 3）

・隣在歯を切削しないように注意し深さは歯肉縁を目標にする。

　　　　　　　　　図 2 隣接面の形成 　　　　　　　　　　　図 3　側室部の形成

□溝の中央部を形成しているか。
□深さは適当か。
□歯軸に対してバーの方向が違っていないか。
　

STEP 3　窩洞形成，隣接面の形成　

・ダイヤモンドポイント TF41Z を使用し，辺縁隆線の歯質を一層残したまま咬合面部窩洞，隣接面部窩洞を連

続的な咬頭頂を中心とする円弧を描く仮想線の形態に形成する。

・遠心壁はバーを傾斜させ外開きの形態とし，咬頭隆線部は箱型とする。

・歯軸に対して頬側壁，舌側壁は同じ角度の外開き形態になるように形成する。

・髄軸線角は 90度を越える鈍角になる。

・バーをテーパードフィッシャーバー 008 に代え，近心隣接面の残存歯質の削去を行う。14番歯を切削しない

ように注意しながらコンタクトポイントの頬側よりに開放するように方向を設定し , 切削する。

・14番歯隣接面を切削した場合は，新しい人工歯と交換しておくこと．

・歯齦壁は歯軸に垂直で幅 1mmとする。

・咬合面部窩洞，隣接面部窩洞を連続的な咬頭頂を中心とする円弧を描く仮想線の形態に仕上げる。

□サインカード（鋸を入れるスペース）が必ず近心隣接面の歯間を通ること。
□遠心壁は直線で，その他の部位は咬頭頂を中心とした円弧を描き，なだらかな曲線で形成されているか。
□窩洞全体にアンダーカットがなく，平滑な面で形成されているか。
□歯齦壁は歯軸に対し垂直に形成され，また歯頚線を越えていないか。
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（５）齲蝕付模型実習 16番歯Metal Inlay 2 級複雑窩洞 (MO)

※ 15 番歯と同様の STEP で窩洞形成をおこなう。

STEP1 基本的な切削操作のポジションの確認

・確認項目を参照のこと。

・ハンドピースが滑らかに動くことを確認してから，切削操作を想定して，まずコンタクトポイント上の辺縁

隆線へ，さらに咬合面小窩裂溝部にマークを付ける。

＜確認項目＞ミラーテクニック
□術者のイスのポジション   12 時
□マネキンヘッドの位置  左右の回転  右へ 12 度
□   前後の回転  後方へ 10 ～ 20 度
□顎模型の開口度    3 横指
□ハンドピース   把持   第 1 指～第 3指把持  第 1 指～第 2指把持
□   固定  14 番歯，15 番歯頬面
□     第 4 指固定   第 3 指固定

STEP2 齲窩の開拡・齲蝕除去（検印は齲蝕除去の欄）
・近心隣接面部の齲蝕に対し，咬合面側から齲窩を開拡（図 1）する。開拡はダイヤモンドポイント TF31Z を

装着したエアタービンハンドピースで行い，その後，着色部をラウンドバー 010 にて完全に除去する。その際，

15番歯遠心面をバーで傷つけないよう注意する。

・切削は必ず注水下で作業を行い，バキュームで吸引する。

□齲蝕が完全に除去できているか。

STEP3 裏層（検印は裏層の欄）
・歯髄保護の種類について「保存修復学」P127 ～ 129 を参照のこと。

・齲蝕を除去後，図 2に示すように失われた象牙質部分に裏層（Base）を施す。今回の実習では，裏層材にグ

ラスアイオノマーセメントを用いる。今回の裏層は lining（塗布裏層），Sub-base（介在裏層）とは異なり，

象牙質部分の代替層として，保持形態・抵抗形態を付与するためのものであるから，気泡を入れないように，

また象牙質との間にデッドスペースを作らないように特に注意する。

□象牙質に過不足なく裏層が施されているか。
□セメント表面に気泡がないか。
□十分にセメントが硬化しているか。

STEP4 咬合面裂溝部の形成 ( 検印は窩洞形成１の欄 )

・齲蝕に罹患した近心隣接面にかけて，ダイヤモンドポイント TF31Z を使い，裂溝に添って形成する。

・遠心方向へは遠心小窩まで，頬側は頬側溝の 1/3 を目安にし，歯軸方向を考慮して切削する。

□溝の中央部を形成しているか。
□歯軸に対してバーの方向が違っていないか。
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STEP5 窩洞形成，隣接面の形成 ( 検印は窩洞形成２の欄 )

・ダイヤモンドポイント TF31Z を使用し，咬合面部窩洞，隣接面部窩洞を連続的な咬頭頂を中心とする円弧を

描く仮想線の形態に形成する。

・遠心壁はバーを傾斜させ外開きの形態とし，咬頭隆線部は箱型とする。

・歯軸に対して頬側壁，舌側壁は同じ角度の外開き形態になるように形成する。

・隣接面窩洞は歯肉縁までの深さとし、咬合面窩洞はその半分の深さとする。

・髄軸線角は 90度を越える鈍角になる。

・歯肉壁は歯軸に垂直で幅 1mmとする。

・咬合面部窩洞，隣接面部窩洞を連続的な咬頭頂を中心とする円弧を描く仮想線の形態に仕上げる。

□サインカード（鋸を入れるスペース）が必ず近心隣接面の歯間を通ること。
□遠心壁は直線で，その他の部位は咬頭頂を中心とした円弧を描き，なめらかな曲線で形成されているか。
□窩洞全体にアンダーカットがなく，平滑な面で形成されているか。
□歯肉壁は歯軸に対し垂直に形成され，また歯頚線を越えていないか。

図1齲窩の開拡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 2象牙質部分の裏層

　図 3窩洞形成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 4アブレーシブポイント

STEP6 窩縁の斜面の付与 ( 検印は窩洞修整の欄 )
アブレーシブポイントNo.27 または 28（図 4）で窩縁斜面を幅 1mmで付与する。咬合面部窩洞全周に窩縁斜面
が付与されていることを確認する。
便宜形態のため髄軸線角の整理をマージントリマーを用いて行う。

STEP7 歯牙模型の交換
形成までのステップが終了したら，齲蝕付歯牙模型 16番歯を窩洞形成済み模型 16番歯に交換する。
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（６）メタルインレー修復 16番歯 2級複雑窩洞 (MO)　印象採得（窩洞形成済歯牙模型）
一般目標：メタルインレー修復の印象採得，模型の製作法を習得する。

[16 番歯 ] 回転トレーを用いて印象採得を行う。

STEP1　隣在歯との間に鋸を入れるスペースがあるか確認する。その際、隣在歯が削れてい

ないことも確認する。（検印は隣接面チェックの欄）

STEP2 スペーサーの作製　使用器材：パラフィンワックス，歯科用彫刻刀
15 番歯中央部から 17番歯中央部までを，頬舌的には歯頚線から約 5mm覆うように外形を設定する。（図１）

STEP3 一次印象（検印は一次印象の欄）
使用器材：回転トレー，エクザファインパテ
［１］エクザファインのパテを使用して一次印象を採得する。パテは付属のスプーンで等量計量し，指先で手早く

練和する。

［２］) 回転トレーにパテを填入して指で歯列に合わせ圧接し，概形を与える。この際，パテが回転トレーのリム

より少しはみ出すようにする。概形を与えないでトレーを圧接すると一次印象材は近遠心に必要以上に延びてしま

う。硬化を待ちトレーを撤去する。（図２）

STEP3 二次印象（検印は二次印象の欄）使用器材：エクザファイン
［１］印象材は親水性の付加重合型シリコーン印象材 ( エクザファイン ) を使用し，ベースとキャタリストを等量

(6cm) 練和する。練和はスパチュラの先端を使い印象材を混ぜたあとスパチュラの腹を使い脱泡する。（図３）

［２］脱泡された印象材をシリンジに填入し，残りの印象材は一次印象に移す。（図４）

シリンジチップは先端の細いものを使用する。

［３］印象は隣接面の隅角部から行い，シリンジの先端が印象材の外に出ないようにシリンジを動かし，徐々にシ

リンジのピストンを押しながら印象採得をする。隣在歯の咬合面にも気泡が入らないように注意する。（図５）

［４］トレーの位置を確認して上から被せ硬化を待つ。硬化の確認はシリンジに残った印象材の復元性を見る。硬

化を確認してからトレーを撤去し，窩洞面の確認を行う。気泡の混入がある場合は再印象すること。（図６）

STEP4 模型材の注入（検印は模型 1の欄）使用器材：ダイヤロック
［１］印象面に気泡が入らないようにバイブレータで脱泡し石膏を注入する。石膏は歯科用超硬石膏のダイヤロッ

クを標準混水比で練和して使用する。

［２］硬化後印象より模型材を撤去して窩洞面の確認をする。（図７）

STEP5 模型の作製（検印はトリミング 1の欄）使用器材：トリマー
［１］前ステップで出来た模型をトリマー（石膏作業室）でトリミングする。（図８）

［２］模型は 13番歯から 17番歯をすべて含む大きさとし，頬側と舌側がほぼ並行になるようにトリミングする。

模型底面は咬合平面に対し平行にし，咬合面から模型底面の厚さは 15mm～ 20mmとなるようにする。
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図１スペーサー　　　　　　　　　　　　                                                      　　　　　　　　　　　　図２　一次印象

図３印象材の練和　　　　　　　　　　　　　　　　                                                      　　　　　　　図４シリンジ填入

図５シリンジによる印象　　　　　　　　　　　　　　　　                                                     　　　　図６　二次印象

図７撤去後の模型　　　　　　　　　　　　　　　                                                       　　　　　　　　図８トリミング１
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（７）メタルインレー修復 16番歯 2級複雑窩洞 (MO)　分割模型作製（設計線の記入）

STEP6　試適，設計線の記入（検印は設計線の欄）
使用器材：エンピツ

[ １] ダウエルピン付き分割模型用台への試適では、13番歯近心面がダウエルピン付き模型台に一致することを確

認する（図９）。

[ ２] １３番歯近心面とダウエルピン付き分割模型用台が一致すると、ダウエルピン付き分割模型用台の回転防止

用溝の位置は１６番歯中央部と一致することを確認する（図１０）。

STEP7 アンダーカットの形成（検印はアンダーカットの欄）
使用器材：瞬間接着剤，ラウンドバー

[ １] ダウエルピン付き分割模型用台と模型の接着面にラウンドバーでアンダーカットを付ける。深くなりすぎな

いように、図 11と見本模型を確認する。

[ ２] 試適した位置にジェル状の瞬間接着剤で固着する。

STEP8 対合歯の印象（検印は対合歯印象の欄、模型２の欄）
使用器材：硬石膏、アルジネート印象材、網トレー、ラバーボウル、アルジネート用スパチュラ、パラフィンワッ

クス

[ １] 対合歯となる 43番歯から 47番歯までをアルジネート印象材にて印象採得する。

　・アルジネート印象材を網トレーに填入する。

　・余った印象材を指で咬合面に擦りつけ、咬合面に気泡が入らないようにする。

　・硬石膏を注入する。

[ ２] 石膏の硬化後、43番歯から 47番歯までを残し、トリミングする。

　・模型の厚さは歯頸部から基底面まで 1cm程度を必要とする。（図１３）

[ ３] 対合歯模型の咬合面にできた気泡は、必要に応じて除去する。

[ ４] パラフィンワックスを用いて咬合採得を行う。

STEP9　対合歯の台付け（検印は台付けの欄）
使用器材：硬石膏、シリコーンフォーマー

[ １] シリコーンフォーマー内で対合歯模型の咬合平面が床と平行になることを確認する。（図１４）

・対合歯模型の上下的位置は、シリコーンフォーマーの縁より対合歯模型の歯頸部が２mm程度、上方になること。

[ ２] シリコーンフォーマー内に硬石膏を注入し、対合歯模型を所定の位置で保持し、硬化を待つ。（図１５）
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図９　ダウエルピン付き分割模型用台に試適　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図１０　ウエルピン付き分割模型用台に試適　

図１１　作業模型のアンダーカット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図１２　台のアンダーカット

図１３　対合歯のトリミング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図１４　シリコーンフォーマーへの試適

図１５　台付け
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STEP10 分割模型（可撤式歯型）の作製（検印は分割の欄）

［１］分割用の設計線を確認し，不明瞭であれば歯列の方向，ダウエルピンの方向など考慮して鉛筆で記入する。

［２］設計線に沿ってのこぎりを入れる。のこぎりは硬石膏の台（二次石膏）まで入れ，超硬石膏の部分を完全に

切断する。ダウエルピンを押し分割面が確実に作られていることを確認する。（図１6）

［３］一度外した模型を戻すときにはダウエルピン周囲に石膏などが付着していないことを確認する。

STEP11　咬合器付着（検印は模型の固定の欄、咬合器付着の欄）
使用器材：咬合器

[ １] 咬合器の下顎メンバーに対合歯模型を締めネジで固定し、付着する。（図１７）

[ ２] 咬合器の上顎メンバーに作業模型を締めネジで固定し、付着する。（図１８）

[ ３] 上下顎の位置関係を決めるためのネジ（3本のうち中央）を緩め、上下顎の模型を咬合させる。（図１９）

[ ４] 適切な上下顎の関係がはかれたら、緩めたネジを締め直す。（図２０）

※ [ １] ～ [ ４] のステップはインストラクタと共に行うこと。

STEP12　歯頸部のトリミング（検印は歯頸部のトリミングの欄）

ラウンドバー（ラウンド 021HP）と彫刻刀を用いて歯肉部のトリミングを行う（図２１）。　　　　　　　　　　
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図１６　のこぎりによる分割　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図１７　下顎模型の固定

図１８　上顎模型の固定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図１９　咬合関係の決定

図２０　ネジによる固定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図２１　歯頚部のトリミング
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メタルインレー修復 15番歯 2級複雑窩洞 (MO)　参考

STEP1 顎模型上のメラニン製 15 番歯を窩洞形成済 15 番歯に交換し、隣接面との間に鋸を入

れるスペースがあるか確認する。その際、隣在歯が削れていないことも確認する。（検印は

隣接面のチェックの欄）

STEP2 印象採得（検印は一次印象，二次印象の欄）
回転トレーを用いて 16番歯と同様の術式 ( 実習書 p.44) で印象採得を行う

STEP3 模型材の注入（検印は模型の欄）使用器材：ダイヤロック

［１］印象面に気泡が入らないようにバイブレータで脱泡し石膏を注入する。石膏は歯科用超硬石膏のダイヤロッ

クを標準混水比で練和して使用する。

［２］硬化後印象より模型材を撤去して窩洞面の確認をする。（図１）

STEP4-1 模型の作製　使用器材：ダイロックトレー，ダイヤロック

［１］前ステップで出来た模型をダイロックトレーに入る大きさにトリンマー（石膏作業室）でトリミングする。( 図

２)

［２］ワックス操作の都合上，遠心側が先に取り外せるように模型をダイロックトレーに固定する (ODインレーの

場合には近心側 )。石膏は模型材と同じダイヤロックを使用する。（図３）

STEP4-2 分割模型の作製・歯頸部のトリミング（検印はダイロックトレー・歯頚部トリミン

グの欄）

［３］石膏の硬化が充分でないと分割面を壊してしまうので，ダイロックトレーにセットされた模型は充分に硬化

した後，トレーから取り出す。

［４］模型に出た石膏のバリを除去し，ダイロックトレーに付いた石膏も清掃する。

［５］分割の前に 15番歯，14番歯隣接面の歯間部から垂直に設計線を鉛筆で記入する。（図４）

［６］設計線に沿って歯冠部からダイロックトレーの 1/3 までのこぎりを入れる。

［７］模型を逆さにして模型の底面から再度のこぎりを 1/3 入れる。

［８］模型は中央部 1/3 の幅でつながっている状態にした後，模型底面に向かって折り，分割面を作製する。この

後の操作でこの分割面を石膏，ワックスなどを付けて汚さないように注意する。（図５）

［９］歯肉壁窩縁が明瞭でない場合は彫刻刀等を用いて歯肉部のトリミングを行う。
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図１撤去後の模型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図２トリミングされた模型

図３ダイロックトレーに固定した模型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図４15 番歯模型分割の方法

図５15番歯模型分割後
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各個トレーを用いた印象採得　参考
各個トレーを用いたメタルインレー修復の印象採得法を 15番歯を例に説明する。

[15 番歯 ] 片顎の各個トレーを作製し印象採得を行う。

各自で形成した顎模型上のメラミン製 15番歯を，窩洞形成済 15番歯に交換しておくこと。

STEP1 スペーサー作製（図 1）
使用器材：パラフィンワックス，歯科用彫刻刀

［１］各個トレーの外形は 13番歯近心から 17番歯の遠心までを完全に覆うこと。口蓋側は 1/2 まで，また頬側

は齦頬移行部付近まで覆い，頬小帯を必ず避けること。

［２］印象材の厚みを確保するためにスペーサーとしてパラフィンワックスを使用する。パラフィンワックスを若

干軟化して模型に圧接し，彫刻刀でトレー外形に従い切断する。

［３］スペーサーには 14番歯近心小窩と 17番歯中央小窩との部位に円錐形の穴 ( ストッパー ) をあける。

STEP2 各個トレー作製
使用器材：トレーレジン，プラスチックボール・スパチュラ

［１］トレーレジンをプラスチックボウルとスパチュラで練和し，まずストッパーに少量のトレーレジンを填塞する。

［２］スペーサーの上にトレーレジンを置き，トレー外形に合わせるようにレジンを延ばす。レジンは外形線以上

には延ばさないように注意する。

［３］把柄は 2横指が充分にかかる長さで歯列に平行に作製する。( 図 2）

図１　15番歯スペーサー　                                                                                                               　　図２　各個トレー
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STEP3 印象採得
使用器材：シリコーン印象材，印象用スパチュラ，印象用シリンジ

［１］作製したトレー内面と辺縁部外面 5mmに接着剤を塗布する。接着剤は全体に均一に薄く塗布し，自然乾燥

する。（図 3）

［２］印象材は親水性の付加重合型シリコーン印象材 ( エクザファイン ) を使用し，ベースとキャタリストを等量

(6cm) 練和する。練和はスパチュラの先端を使い印象材を混ぜたあとスパチュラの腹を使い脱泡する。

［３］脱泡された印象材をシリンジに填入し，残りの印象材は各個トレーに移す。

［４］印象は隣接面の隅角部から行い，シリンジの先端が印象材の外に出ないようにシリンジを動かし，徐々にシ

リンジのピストンを押しながら印象採得をする。隣在歯の咬合面にも気泡が入らないように注意する。

［５］トレーの位置を確認して上から被せ硬化を待つ。硬化の確認はシリンジに残った印象材の復元性を見る。硬

化を確認してからトレーを撤去し，窩洞面の確認を行う。気泡の混入がある場合は再印象を行う。（図４）

図 3接着剤の塗布                                                                                                                                  　　　図 4印象
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（８）メタルインレー修復 16番歯ワックスパターン作製

一般目標：メタルインレー修復のワックスパターン作製法を習得する。

＊メタルインレーの作製法は直接法と間接法に分けられる。間接法は窩洞形成後，患歯の印象採得を行い模型

を作製して，インレー体を作製するもので，ワックスパターン作製などを口腔外で行うことにより，咬合面形

態の再現および機能の回復を行いやすく臨床で広く行われている。

STEP1 インレーワックスの軟化，圧接（検印は圧接の欄）
［１］分離剤の塗布
・歯型とワックスの分離のために窩洞内および隣在歯、対合歯に分離剤 (GC SEP) を塗布する。

・小筆に分離剤を付け，窩洞全面に分離剤を可及的に薄く塗布する。

・隅角部に分離剤が溜っていると隅角までインレーワックスを圧接出来ないのでエアーで飛ばす。

［２］ガスバーナーの調整
・ガスバーナーはパイロットバーナーの炎が消えない長さ ( 約 1cm) にネジを回し調整する。

・メインバーナーはノブを調整して炎の長さを合わせる。空気を混合する量はツマミを動かし完全燃焼するよ

うに調整する。

・使用時以外はパイロットバーナーのみを点火するようにオン /オフプラットフォームを操作する。

・席をはずすときは必ず火を消す。

［３］インレーワックスの軟化
・ワックスパターンはインレーワックスを軟化，圧接法で作製する。使用するインレーワックスは棒状のもの

で先端の約 2cmを使用する。

・バーナーから 15～ 20cm離した位置でゆっくり棒状のインレーワックスを動かし，使用する部分の全体が均

一になるように軟化する。

・炎が強すぎたり，炎の近くで加温するとワックス表面だけが溶け，インレーワックスの中心部が軟化されな

いので注意する。

［４］ワックスの圧接
・分離剤を塗布した歯型に軟化したワックスを圧接す

る。窩洞の隅角部にまでワックスがいきわたるよう

に強く圧接してそのまま硬化を待つ。

［５］余剰ワックスの除去・抽出線の植立
・窩洞外形より若干大きめになるように余剰のワック

スを削り取る。

・2級のワックスパターンは，歯肉壁をこえてワック

スが圧接されていると，除去するときに隣接面方向

にワックスが開いてしまうので，取り出す前に彫刻

刀でワックスを概略除去する。

・続いてクリップ（共用）を U型に折り曲げて作っ

た抽出線を加熱してワックスに植立後取り出し，圧

接面の検査を行う（図１）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図１　16 番歯ワックス圧接
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STEP 2　ワックスパターンの作製（検印はワックスパターンの欄）
・窩洞内に異物が残留していないことを確認後，ワックスを窩洞内に戻す．

・熱したワックススパチュラを抽出線に接触させて周囲のワックスを軟化させ，抽出線を除去する．

・余剰のワックスをワックススパチュラで大まかに除去する．

・次いで，インレーワックス表層を軽く軟化させ，対合歯模型を咬ませて咬合関係を印記する．このとき，加

熱しすぎたり，加熱不足の状態で咬合を印記させると変形してしまうので注意する．

・ワックススパチュラを用い，歯面から移行的で，かつ解剖学的な咬合面形態を再現するように彫刻する．

・隣接接触点付近の適合を確認し，ワックスの軟化除去あるいは不足分の築盛により，15番歯遠心と隣接面接

触状態を付与する．

　　図 ２　　ワックスパターン　咬合面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図３　ワックスパターン　隣接面
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（９）メタルインレー修復１6番歯　埋没，鋳造
一般目標：メタルインレー修復の埋没，鋳造操作を習得する。

STEP1 スプルー線の植立（検印はスプルー植立の欄）
使用器材：スプルー線，ワックスカーバー
・１6番歯辺縁隆線部に歯軸に対し近心方向に 45度傾斜させて植立する。( 図 1)

・スプルー線は指で把持し，若干加熱した後ワックスパターンに植立する。

・隣接面の形態を修正するのでスプルー線が隣在歯に触れないことを確認する。

・コンタクトポイントの位置に研磨による減少分を補うため，ワックスを移行的に少し追加する。

□ スプルー線の角度・位置

□ 隣接接触点付近へのワックス追加

STEP2 埋没（検印は埋没の欄）
使用器材：クリストバライト埋没材，方頭鉗子，シュールキャスト，鋳造リング，円錐台

［１］円錐台にスプルーの付いたパターンを植立する。円錐台からパターンまでの長さを 3mmとし，湯だまりは

付与しない。( 図 2)

［２］パターンには表面活性剤 ( シュールキャスト ) を噴霧する。

［３］キャスティングライナーを湿潤させて 1枚を鋳造リングに内張りする。埋没材は標準混水比で真空練和，埋

没する。

［４］真空埋没器のスパットは使用後に必ず丁寧に清掃すること。

［５］埋没後，少なくとも 30分はそのまま放置する。

　　　　　　図 1スプルー線の植立方向　　　　　　　　　　　　　　                      図 2 スプルー線の長さ

□ 円錐台からパターンまでの高さ：3mm

□ シュールキャストの噴霧

□ キャスティングライナーの内張り

□ 埋没材（商品名　　　　　　　　　　　　）

□ 埋没材の混水比（　　　　　　　　　　　）

□ 真空埋没器の清掃

□ 埋没時刻（　　　：　　　　）
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STEP3 ワックスの焼却
・埋没した鋳造リングの底面を石膏刀を使用して平坦にする。この操作によって鋳造時のリングの安定と，埋

没材の通気性を増し鋳造の失敗を防ぐ。

・必ずリング底面に番号を彫刻刀で削り込むこと。

・バーナーでスプルー線を加熱し，方頭鉗子で引き抜く。

・ワックスの焼却ファーネスは乾熱作業室を使用する。

　　　＊焼却のステップならびに時間は以下のとおりとする。

　　　　[16 番歯 ] 銀パラジウム金合金　700 度 30分

□ リング底面の平坦化

□ 出席番号の彫刻

□ スプルー線の加熱，引き抜き

□ 焼却開始時刻（　　　：　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図３　平坦化した鋳造リング底面

STEP4 鋳造 ( 検印は鋳造の欄 ) ＊鋳造は医局員立ち会いのもと行うこと。
［１］使用するガスバーナー検査
・鋳造するバーナーのガスの量，空気の量が適正にコントロールでき，炎の状態が金属を加熱できる状態であ

るかを事前にチェックする。火を付けるときにはガス，空気の順にバルブを開け，火を消すときは空気，ガス

の順に止める。チェック後鋳造までの間必ず火を消す。

□ ガスバーナーの検査

□ 炎の調節（先端から　　　　　　，　　　　　　，　　　　　，　　　　　　）

□　 鋳造に使う炎：（　　　　　　　　　　）

［２］鋳造器のバネのセット
・鋳造器のアームを反時計方向に回し (2 回、バネが劣化している場合は３回 ) ストッパーを上げセットする。

□ バネのセット

［３］ルツボ，合金のセット
・ルツボを鋳造器にセットする。ルツボは合金毎に替える。

・金属は鋳造体の 3倍程度を用いる。今回の実習では鋳造体が小さいので適正な量を使用すること。

・大量の金属を使用すると溶融するのに多くの熱を必要とし，金属の過熱をする原因となるので注意すること。

□ ルツボ・合金のセット

□ 金属の確認（商品名　　　　　　　　　　　　　）

［４］鋳造リングをファーネスから出し，鋳造器にセットしてバーナーに火をつける。
・合金を加熱し溶融すると表面張力で丸くなる。ストッパーを外しアームを回転させる。

・金銀パラジウム合金は急冷する。

・問．金銀パラジウム合金の組成，配合比率と，それぞれの作用を書きなさい．
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（１０）メタルインレー修復 16番歯研磨，合着
一般目標：メタルインレー修復研磨，合着の術式を習得する。

STEP1 試適 ( 検印は試適の欄 )
・鋳造体に付着している埋没材を除去し（超音波洗浄器），16番歯の分割模型へ試適する。

・試適は鋳造体を模型に押し込まないようにする。不適合な鋳造体は試適時に模型を壊すことになる。

・模型への適合を確認した後に、顎模型への試適を行う。誤飲、誤嚥を考慮し、咽頭部にワッテを置き、以降

の作業を行う。

STEP2 研磨（検印は研磨の欄）
・研磨操作は模型上で行わない。

・研磨はインレー体内面については行わず，鋳造された状態にしておく。

・スプルー線の付着部を除去し，スチールバー，アブレーシブポイントでワックスパターンを作製した形態に

戻す。

・アマルガムと同様にサンドペーパーコーン，シリコーンポイント（茶色→青色）の順に研磨を行う。

（・臨床ではその後，グリーンルージュを付けた鹿皮ホイールで艶出しをして研磨を終了する。）

STEP3 合着 ( 検印は合着の欄 )
使用器材：酒精綿，ピンセット，コーティング紙練板，スパチュラ，グラスアイオノマーセメント，探針，練成充

填器（ストッパー）

・研磨されたインレーを模型に合着する。合着はグラスアイオノマーセメントを使用する。

・練和が終了した後，探針でセメント泥を窩洞に輸送，インレーを練成充填器で圧接，余剰のセメントを綿球

で除去し，再度練成充填器で圧接して，硬化を待つ。

・余剰のセメントを探針で除去し，合着操作を完了する。

以下の項目についてレポートをまとめ、指定の実習開始時に提出すること。

1 ラミネートベニア修復法について
　1) 特徴、2) 適応症、3) 禁忌症
2辺縁形態の種類を列挙しそれぞれの各々の形態を図示しなさい。
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２）コンポジットレジンインレー修復、セラミックインレー修復
齲蝕付模型実習　３６番歯　コンポジットレジンインレー２級複雑窩洞形成（MO）
齲蝕付模型実習　４４番歯　セラミックインレー２級複雑窩洞形成（MOD)、（OD）

適応症
・コンポジットレジンインレー修復の適応症は基本的に直接コンポジットレジン修復とほぼ同じであるが、重合

収縮から解放されることから、直接コンポジットレジン修復に比較してやや大きな臼歯部の修復に適応される。

①小臼歯、大臼歯の１級、１級複雑窩洞

②小臼歯、大臼歯の２級窩洞（MOD窩洞を含む）

③直接法による修復が困難な症例

ただし、特に強い咬合圧が加わる部位、多数歯にわたる修復、習慣性ブラキシズムのある患者には適用しない。

窩洞の特徴
　通常のメタルインレーの窩洞形成とは異なり、保持形態や予防拡大にあまりとらわれることなく、歯質削除量を

可及的に少なくした、より歯質保存的な窩洞形態とする。

１）窩洞外形
①対合歯との咬合接触部を避ける

②予防拡大は最小限にとどめる

③歯肉側窩縁は歯肉縁上にとどめる

２）保持形態
　レジンセメントの接着が期待できるの

で全体的に丸みをもった窩洞（コンケー

ブ型）を形成する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図１　2級窩洞の比較　Ａ：メタルインレー窩洞　Ｂ：ＣＲインレー窩洞

３）抵抗形態
　①咬頭隆線の保存に努める

　②インレー体に十分な厚みをもたせる

　③すべての線角および点角を丸く仕上げる

４）便宜形態
　インレー体の着脱を容易にするため、メタルインレー窩洞のテーパー（５～１０％）よりも強い外開き形を側壁

に付与する。

５）窩縁形態
窩縁斜面は付与せず、バットジョイントを基本とする。
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STEP 1　齲蝕の除去（検印は齲蝕除去の欄）
・近心隣接面部の齲蝕を修復する。エナメル質に相当する部位はタービン（TF-21Z）にて除去し、着色部（齲蝕

相当部）はコントラアングルハンドピース（ラウンド 012CA）にて除去する。

・着色部は完全に除去するが、過剰に切削しないように注意する。

□窩洞の位置は裂溝部からみて中央に位置しているか。
□近心壁、遠心壁は直線で、その他の部位は咬頭頂を中心とした円弧を描き、なだらかな曲線で形成されているか。
□溝の追求部は図１に示す形態になっているか。

STEP2　裂溝部の形成（検印は窩洞形成１の欄）
・タービン（TF-31Z）で近心方向へは近心小窩まで形成し、その後、辺縁隆線へ頬側方向、舌側方向へと開放する。

この際、咬合面部窩洞の深さにとどめる。

・遠心方向へは遠心小窩まで、頬側、舌側溝の形成は溝の 1/3 までを目安にする。

□溝の中央部に位置しているか。
□深さは適切か。
□歯軸に対してバーの方向が間違っていないか。
・

STEP3 窩洞形成（検印は窩洞形成２の欄へ）
・隣接面部の窩洞は、咬合面部窩洞をガイドに TF31Z で形成する。

・咬合面部の窩洞の深さは、隣接面窩洞の 1/2 とする。

・歯軸に対して頬側壁、舌側壁は同じ角度の外開きになるように形成する。

・咬頭頂を中心とした円弧を描くように窩壁にある鋭利な部分を削去し、なだらかな曲面で外形を設定する。

・コンポジットレジンインレー窩洞はメタルインレー窩洞に比較して、裂溝部の追求は鋭くしない。

・髄軸線角は、90度を超える鈍角になる。なお、髄軸線角はまるめる。

・歯肉壁は歯軸に垂直で幅 1.5mmとする。

・本来、コンポジットレジンインレー窩洞の形成には、角が丸いバーを用い、線角に丸みを持たせる。

□すべての窩壁に歯軸に対して外開きが与えられているか。
□歯肉壁は歯軸に垂直に形成され、また歯頚線を超えていないか。

　　図２　窩洞外形　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図３髄軸線角の形態
　　左：CRインレー、セラミックインレー、右：メタルインレー　　　　　　左：CRインレー、セラミックインレー、右：メタルインレー
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５.  ラミネートベニア修復
（１）メラミン模型実習　11番歯　ラミネートベニア修復　

一般目標：ラミネートベニア修復法の診療室における処置（形成法，合着法）を習得する。

・ラミネートベニア修復は，審美的補正と歯質の大量削去を避ける目的で応用されている。この修復法はコン

ポジットレジンによる直接修復法とアクリリックレジンないしポーセレンによる間接法に分けることができる

が，現在は，適合精度の高いポーセレンが使用されることが多い。

・ポーセレンラミネートベニア修復法の術式は，1) 診療室における患歯の処置　2) 技工室におけるベニアの製

作　3) 診療室における患歯へのベニアの合着に分けられる。

・本実習では，ポーセレンラミネートベニア修復の形成について行い，医局員によるデモにより合着手順を習

得する。

STEP 1　歯牙模型の準備
・形成に先立ち，コンポジットレジン修復に使用した修復済み歯牙模型 11番歯をメラミン模型 11番歯に交換する。

STEP 2　マネキンの調整・基本的な切削操作のポジション
・確認項目を参照のこと。

＜確認項目＞
　□術者のイスのポジション 　　　　　 12 時 30 分

　□マネキンヘッドの位置　　左右の回転 0 度

　□　　　　　　　　　　　　前後の回転 基準位置

　□顎模型の開口度  1 横指 

　□ハンドピース　　　　　　把持 第 1指～第 2指把持

　□　　　　　　　　　　　　固定 12 番歯切端        　 

　

STEP 3　ガイドグルーブ外形線の記入（検印は外形線の欄）
　ラミネートベニアの形成法は，まず切端部，中央部，歯頚部にガイドグルーブを付与し，そのガイドグルーブを

目標に形成を行う。図１に示すように，サインペンで切端部，中央部に 3ヶ所，歯頚部に 2ヶ所ガイドグルーブ

の外形線を記載する。太さはサインペンの太さ（0.5mm）とする。       　　　　　　　     　　            　　   　 　

　図１　ガイドグルーブ



STEP 4　ガイドグルーブの付与（検印はガイドグルーブの欄）
　ガイドグルーブ外形線に沿ってそれぞれガイドグルーブを付与する。バーは，TR21F（直径 1.1mm）を用い，バー

の約半分の深さ（0.6mm）まで歯質に入れる。

［１］切端側ガイドグルーブの付与
［２］中央部ガイドグルーブの付与
［３］歯頚側ガイドグルーブの付与

図２　TR21F　　　　　　　　　　　図３　ガイドグルーブ　　　　　　図４　ポイントの方向

STEP 5　形成（検印は形成の欄）

  ガイドグルーブを目標に形成を行い，仕上げ形成が終了した時点で歯頚部，中央部は 0.8mm，切端部は 1.0mm

の深さにする。

［１］切端側 
   今回の実習では切端部の処理は図５に示すように，

切端の唇側歯質のみ除去し，舌側 1/2 の歯質を保存

する方法で行う。なお，辺縁部はポーセレンの厚み

を確保するため，辺縁歯質と形成面は鈍角（ほぼ直

角）に形成する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図５　ラミネートベニア切端形成形態

［２］中央・歯頚側
　形成深さは仕上げ形成が終了した時点で 0.8 ～ 1.0mmとなるが，唇側形成面において形成面数が減少すると中

央部の歯質削去量が多量になるため，3面形成とする。それでも近遠心歯頚隅角部はエナメル質が非薄なため象牙

質が裸出しやすいが，その場合，露出象牙質面は覆罩ないし裏層する。（今回の実習では行わない。）また，近遠心

的には歯髄腔の彎曲に沿って形成し歯質の削去量を均一にする。隣接面の形成について，接触点は削去する方法と

残す方法の 2種類がある。臨床ではポーセレンラミネートベニアの側方強度と技工操作を考慮し，接触点は削去

しポーセレンによって回復することが多い。ただし，本実習では接触点を残す形態とし，側方からみた際には隣接

面歯頚部の歯質が見えないように接触点から 2mm程度，舌側へ形成する。　

　今回の実習では，形成済歯牙模型を用い医局員によるベニア合着のデモを行う。
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ラミネートベニア合着のステップ
　［１］　患歯へのベニアの適合チェック
　［２］　ベニア内面の清掃
　［３］　ベニア内面へのシランカップリング剤塗布
　［４］　隣接面へ隔壁を挿入する
　［５］　患歯の酸処理
　［６］　水洗・乾燥
　［７］　ボンディング材塗布
　［８］　レジンセメントによるベニア合着
　［９］　溢出レジンの除去
　　　　溢出したレジンセメントは重合硬化する前に，完全に除去する。
［１０］　可視光線照射
［１１］　咬合診査
［１２］　隣接部，辺縁部の仕上げ研磨
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天然歯歯牙検査・模型作製

［１］歯の検査（検印は総合実習歯の検査の欄）
以下の歯の（合計 3本）を用意し，検査を受けること。

上顎 11番歯，21番歯の各 1歯

齲蝕症 2度程度 1本は唇面，1本は隣接面に齲蝕あるものが望ましい。

根面齲蝕のある歯，修復物のある歯は不可。

・上顎 16番歯 (17 番歯 ) または 26番歯 (27 番歯 ) のいずれか 1歯

・齲蝕症 2度程度で近心隣接面に齲蝕があるのが望ましい。

・根面齲蝕のある歯牙，修復物のある歯牙は不可。

＊歯種について確実に理解しておくこと。

［２］模型の作製（検印は総合実習模型作製の欄）

・上顎用ラバーパターン（貸し出し）に各天然歯を植立し、16(17) もしくは 26(27) の近心には切削していない

新品のメラミン歯を植立し，普通石膏を流し込む。このとき気泡を極力入れないように注意して作業を行うこと。

・天然歯の歯頸部が石膏で覆われていないように調整する。

・天然歯の辺縁隆線，切端の高さが一致していない場合や隣接面コンタクトポイントが無い場合は，再製すること。

・模型の口蓋部に番号を記入すること。

・作製後は，天然歯が乾燥しないように保存しておくこと。

□所定の位置に天然歯が植立されているか。
□天然歯の植立方向は正しいか。
□気泡の混入がない。

MEMO
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実習終了時の掃除について

実習机（机の上、ライト、引き出し式トレーなど）
エアタービンハンドピース、コントラアングルハンドピース、ストレートハンドピースのメンテナンス（スプレー
による注油と空回し）
流し台の清掃
石膏作業室、乾熱作業室、実習室のフロア（当番）

　回数　　　　　　　日付　　　　　　　　　掃除　　　　　　レポート　　　　その他

第　１回　　　　１０月０３日　　　　

第　２回　　　　１０月１７日

第　３回　　　　１０月２４日

第　４回　　　　１１月０７日

第　５回　　　　１１月１４日

第　６回　　　　１１月２１日

第　７回　　　　１１月２８日

第　８回　　　　１２月０５日

第　９回　　　　１２月１２日

第１０回　　　　　１月１０日

第１１回　　　　　１月１６日

第１２回　　　　　１月２３日

第１３回　　　　　１月３０日
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