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チェアサイドの
アシスタントワーク

ポイントを押さえてスキルアップ！

自信を持って“アシスタントワーク”に
取り組むために，臨床上のポイントをビジュアルに解説！

〒 113-8612 東京都文京区本駒込 1-7-10
TEL：03-5395-7630　FAX.03-5395-7633　http://www.ishiyaku.co.jp/
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2 ぜったいにマスターしたい！ チェアサイドのアシスタントワーク

基 本 の 流 れ

東京都杉並区・井荻歯科医院　今野　彩（歯科衛生士）
ポジショニング
患者さんの安全を確保し，効率のよい診療を行うために，ポジショニン
グの基本を押さえて，患者さん，処置の内容，歯科医師の好みや癖など
を考慮したポジション・姿勢を設定できるようにしておきましょう．ま
た，誤った姿勢をなおさないと，数年後には身体に不可逆的な変調が現
れるかもしれません．健康で長く仕事を続けるためには，身体への負担
軽減は重要な課題です．

●アシスタントの位置
患者水平位では，術者は 8〜12時の位置にポジショ
ニングし，アシスタントは 3時の位置に入ることが多
いです（図 1）．術者の位置に合わせて，1〜4時の間で
適切なポジションをとります．基本的には，術者とアシ
スタントは患者さんの口腔内を中心として，対称に近い
位置をとることが多くなります．歯科医師の視野を遮ら
ず，施術しやすく，なおかつ自分の身体に負担がかから
ない位置をとりましょう．
また，ポジショニングの際には位置だけでなく身体の
向きも考えましょう．少し向きを変えるだけで身体が楽
になり，視野が広がります．

●座位でアシストを行う場合の姿勢
椅子の真ん中にお尻がくるように深く腰をかけます

（図 2）．浅く腰をかけると体幹が不安定になってしまい
ます．背中はまっすぐ伸ばすことにより，体重が椅子に
垂直にかかり安定します．椅子を歯科医師より 10〜
15cm高くすると，目線が高くなることにより歯科医
師より視野が広くなり，全身状態も把握しやすくなりま
す．両足のかかとを床につけるか，届かない場合には椅
子の脚やリングにかけます．かかとが浮いているとバラ
ンスが片側に偏り，上半身に負担がかかりやすくなりま
す．両足を床につける場合には，フットコントローラー
への接触によるユニットの誤作動に注意します．

図1　アシスタントは15時付近の位置に入ることが多い
が，術者の位置に合わせて1〜4時を移動する

図2　座位でアシスト
を行う場合の姿勢．足
が床に届かない，また
はフットコントローラ
ーへの接触を避ける
場合には，足をリング
に乗せる
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シェードテイキングの専用器材

シェードガイドには種類がありま
すので，それぞれの使用法に従って
シェードテイキングを行ってくださ
い．つねに光源の演色性（照明によ
る物体の色の見え方の特性）を一定
にできるように，シェードテイキン
グ用の LED ライト，ライトライト
（モリタ），エステティックアイ（日
本歯科商社）なども販売されていま
す．
また，歯科用測色装置・クリスタ
ルアイ（オリンパス，図 7）を用い
ればシェードを数値化して記録する
ことが可能です．この装置を用いれ
ば，少なくとも大切な基本色を外す

ことはありません．また，ホワイト
ニング前後の色調の比較などでは客

観的な効果を患者さんに提示できま
すので説得力があるでしょう．

さらに
STEP
UP ！

現代の私たちには，デジタルカメ
ラという武器がありますので，ぜひ
これを活用し（シェードを確認）し
ましょう．その際隣在歯とともに，
明度が異なるシェードガイド 2本
以上（例：A2と A3の 2本）を写し
こむのが基本です（図 4）．この写真

より確実なイメージの伝達のために

により，歯科技工士は口腔内のイメ
ージを把握することができます．
接写用のレンズとストロボを装備

した本格的なカメラではなく，コン
パクトデジタルカメラを使用するの
であれば，ストロボを非発光とし，
ユニットのライトを当てて撮影しま

す（図 5）．結果はあまりよくありま
せんが，ないよりはずっとよいはず
です．こだわる人は，光源による色
の違いを補正するためのキャスマッ
チという標準色見本を写しこむこと
もあります（図 6）．

これで差がつく

図4　両方にピントが合うように，歯とシ
ェードガイドがカメラから等距離となるよ
うにする

図5　図4をコンパクトカメラで撮
影した写真（図4は一眼レフカメラ，
メディカルニッコールレンズを使用）

図6　図4と図5のような，写真による
演色性の差を補正するために，標準色見本
を写し込む方法もある

図7　歯科用測色装置・クリスタルアイ（オリンパス）によ
るシェードテイキング
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◆ “チェアサイドのアシスタントワーク”の基本を，
治療の内容に沿って，写真やイラストでビジュアル
にわかりやすく解説！ 「より安全，円滑，快適なアシ
スタントワーク」を行うためのポイント，「陥りやす
いミス」や「どうしてもうまくできない」といった
悩みを解消するヒントが満載です．

◆ 基礎を固めて，臨床のスキルアップに必要な「観察
力」「想像力」「実際に対応できる力」を養うために，
最適な一冊です．

◆ 治療や作業の方法の確認に，そして陥りやすいミス
の解決や自院のシステムの応用に，新人からベテラ
ン，すべての歯科衛生士に必携の書！
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1   取りやすい部位・タイミン
グ

セメントには取りやすい部位と取
りにくい部位があります．また，一
塊として除去できる取りやすいタイ
ミングがあります．除去の原則は，
もっとも取りにくい部分（隣接面）

をもっとも取りやすいタイミング
（一塊で取れるとき）に除去するこ
とです（図 3）．

2 目視による確認
除去する前に，頬側，舌側，近心，

遠心のどこに一番余剰セメントが多

除去の原則臨床上の
ポイント2

いか目視で確認します．そして，除
去の原則 ①を踏まえたうえで，余
剰セメントが多い部位から除去して
いくと，明視野を確保しやすく，効
率よく正確に除去できます（図 4）．

デンタルフロスを隣接面に通して
歯間部の余剰セメントを除去します
が，通したデンタルフロスは再びコ
ンタクトポイントを通過させて抜く

のではなく，必ず頬舌方向に抜きま
しょう（図 5，6）．さもないと除去
した遊離セメントがコンタクト部に
入ってしまったり，修復物脱離の原

デンタルフロス使用時の注意臨床上の
ポイント3

因になってしまう可能性がありま
す．

最近の接着性レジンセメントのなかには，短時間の光照射により半硬化状態とな
り，余剰セメントを一塊として除去できる便利な製品があります．仕上げに綿球
で拭く場合もありますが，綿球に接着性レジンセメントが付いていると含まれて
いるフィラー（ガラスの粒）により金属に傷がつきますので注意してください．

歯科医師
 の
視点

図 3　一塊で取れ
るタイミングで，
もっとも難しい隣
接面の余剰セメン
トを除去する

図 4　「除去の原
則①」を踏まえた
うえで，余剰セメ
ントが多い部位か
ら除去すると，明
視野を確保しやす
い

図 5　セメント除
去後のフロスは咬
合面方向に抜かな
い

図 6　頬舌方向に
抜けば遊離セメン
トをコンタクト部
に押し込まず，修
復物脱離の原因に
もならない
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目的を明確にす
るために，各項
目での学習のポ
イントを簡潔に
示しています．

治療とアシス
タントワーク
の流れ・基礎
知識を確認し
ていきます．

アシスタント
ワークに役立
つ「歯科医師
の視点」を紹
介します．

さらにスキルアッ
プしていくために
押さえておきたい
ポイントを解説！

いますぐ臨床
に活かせるポ
イントを解説
します！

すこしの練習で
差がつくアシス
タントワークの
エッセンスをお
伝えします．

ポイントを押さえてスキルアップ！

チェアサイドの

アシスタント
ワーク

小森朋栄
遠山佳之
高橋英登

編著
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アシスタントワークに必要な基礎知識
	 ・医療従事者に必要な接遇
	 ・チェア周りの器材の名称・役割
	 ・カルテ・問診票の不足を補う
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　・トレーの試適
　・石膏の取り扱い
　・シェードテイキング
　・装着材料の種類・取り扱い
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	 ・診療の準備
	 ・診療後の片づけ

好評発売中◉デンタルハイジーン別冊

長期メインテナンス症例から考える！
経過観察の意味
歯科衛生士は患者さんと
どのように関わってきたのか
鷹岡竜一・品田和美・村上恵子　編著
歯科衛生士による歯科衛生士のための長期
症例集！ 実力派 DH の症例から患者さんを
長くみていくことの意味をお伝えします．
■ AB 判／ 120 頁／オールカラー
■定価：3,360 円（本体 3,200 円＋税 5%）
注文コード：390510 

「考える歯科衛生士」のための
歯周治療レッスンブック
浦口良治・品田和美・
鍵和田優佳里　編著

“実力派！”と言われる歯科衛生士にな
るために必要な歯周治療の基本と臨床に
おける思考力を身につけるための一冊！
■ AB 判／ 128 頁／オールカラー
■定価：3,360 円（本体 3,200 円＋税 5%）
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