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1.は じめ に

会 長 橋 口 緯 徳

歯科の中でいちばん後送りされたのが 「色」の研究であろうと思う。それはもっとも取組みにくいテーマであったためと、加えて、
直接経済に結びつかないという認識があったからであろう。しかし今や歯科における物理的、臨床技術的に考察される問題は行きつ

く所まで行ったと思われる。まだいくつかのテーマは残っているとしても、そろそろもっとも基礎的である 「色」の問題に踏み入っ
てもよいのではないかと思われる。7年前、日本審美学会が設立され、直接的な麟蝕だとか、噛み合わせだとかというょうな歯科の問
題から離れた、より総合的な問題へと進転したのであるが、そうしてみると、より専門に狭義的に色彩を追求する必要がある様に思
えたのである。色の問題は狭い様であるが、いざ入ってみると非常に学際的で、いろいろなところへ拡がっていくのが解った。物理

的に解明したニュー トン以来の関わり方があると思えば、より心理的というか、文化的というかその方面から入ったゲーテの研究の

系統の受け継ぎ方もある。この二大偉人の偉大さをしみじみ感じながら、コンピュータという精密機器の導入によって、問題は際限
なく拡がってゆく昨今である。輌蝕の発見、義歯の色合わせの技術にはじまり、患者の顔色の研究、あるいは化粧との関係、容貌の

把握、患者個人の要求、時代の流行、診療室のインテリアなど問題は多岐にわたって拡がりをみせている。かつてより高度に細分化

された学問の壁が、ある時はとっばらわれ、ある時は狭められ、これからどんな方向へと進んでいくのか、やってみなければわから
ないという所である。これが色彩研究会の設立の趣旨であり、テーマであり、展望である。

○ 今後の研究会の方針

本研究会は、研究とともに教育の面でも活動したいと思う。歯科色彩の基礎的研究を追求し、系統的な学問を確立して臨床に応用
できるよう研究を続けて行きたい。また文化の発達に目を向け、専門分野に偏することなく、美的感覚を養う必要を感じている。診

療室の環境改良のためにはインテリア関係の知識も必要とされるであろうし、義歯の適合を計るうえでは顔の構造、特に色調に関す
る美的知覚も磨かれなければならないであろう。そういう意味で物事にとらわれない拡がりをもった研究会にしていきたい。

2.役 員会経過 報告

1992年 、1993年 日本歯科色彩研究会世話人会、幹事会、役員会は1998年 11月 13日 (土)ま でに下記のとおり開催された。

第 1回世話人会

日時 : 1992年 8月 29日 (土)PM2:00～ 5:00

場所 :ク インテッセンス出版KK会 議室

第2回～第3回世話人会 :ク インテッセンス出版KK会 議室

第4回幹事会

日時 : 1993年 3月 8日 (月)PMl:30～ 5:00

場所 :ク インテッセンス出版K.K会 議室

第5回～第H回 幹事会 :ク インテッセンス出版K.K会 議室

第9回幹事会のみ

日時 : 1993年 7月 29日 (火)PM4:30～ 8:20

場所 :昭 和大学医学部入院棟 17階 会議室

1977年 頃から4、5名の有志により歯科色彩に関しての研究交流会がもたれ、その後1992年 に12名の先生方によって日本歯科色

彩研究会が開かれ、色彩の文献収集、歯科色彩用語統一、「歯科色彩の話」の出版が計画された。その他色彩に関する研究、日本歯科

色彩研究会設立総会の計画がもたれた。第H回 幹事会から名称を役員会に改めた。

第 1回役員会

日時 : 1993年 10月 25日 (月)PMl:30～ 6:00

場所 :ク インテッセンス出版K.K会 議室

第2回役員会

日時 : 1993年 H月 8日 (月)PMl:30～ 4:30

場所 :ク インテッセンス出版K.K会 議室
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第3回役員会

日時 1 1993年 H月 13日 (土)PMl:00～ 5:00

場所 :昭 和大学医学部入院棟 17階 第2会議室

以上役員会は日本歯科色彩研究会設立総会開催準備と 「歯科色彩の話」を出版した。

日本歯科色彩研究会発起人会

日時 : 1993年 H月 13日 (土)PM5:00～ 6:00

場所 :昭 和大学病院入院棟 17階 第5会議室

祝賀会 :1998年 H月 13日 (土)PM6:00～ 8:00(中 国飯店於)

設立総会

日時 1 1993年 11月 14日 (日)AM9:30～ 5:00

場所 :昭 和大学病院入院棟新臨床講堂

第1回日本歯科色彩研究会常任理事会

日時 : 1993年 12月 20日 (月)PMl:30～ 6:00

場所 :ク インテッセンス出版K.K会 議室

第2回常任理事会

日時 : 1994年 1月 28日 (金)PM3:30～ 5:30

場所 :財団法人ちよだ中小企業センター

第3回常任理事会

日時 : 1993年 2月 25日 (金)PMl:30～ 5:00

場所 :財 団法人ちよだ中小企業センター

以上の埋畢会会議において役員構成、庶務、会計、編集について審議がなされた。主な事項は次のとおり

1.役員

会長          橋口 綽徳

副会長         片山 伊九右衛門

監事         和久本 貞雄、神津 瑛

常任理事 総務、学術  元呑 昭夫、一和田 寿樹、 五十嵐 孝義、 石橋 寛二

常任理事 会計     久光 久、 吉田 隆

常任理事 庶務     坂 清子、 吉田 隆

常任理事 渉外     潤田 和好、腰原 好、 桑田 正博

常任理事 編集     指宿 真澄、片山 直、 宮崎 隆            0靡 同、敬称略)

この他に若干の埋早、評議員が委嘱された。

2.1994年 2月現在の会員数は182名 で賛助会員は19社である。

3.第 2回歯科色彩研究会総会は1995年 1月 22日 (日)東 京歯科大学血脇記念講堂でとり行う事に決定した。

4.教育、研究の分科会を編成する。

5。日本歯科色彩研究会の機関誌 「歯科の色彩」を年に1回以上発刊する。

3.研 究 会分科 会 参加 者 募 集 につ いて

第一回日本歯科色彩研究会総会において橋国会長が述べられたとおり、当研究会は学際的な性質を持つものであります。また研究

会は会員相互の意見交流によって成り立つものでもあります。と、同時に会としての研究テーマ ・計画にたいする取り組み方が歯科

色彩をつうじて反映されなくてはなりません。 そこで、先に開催された第一回日本歯科色彩研究会総会において参加者全員にアン

ケート用紙をお配りし、研究会にたいするご意見等を伺いました。

それらの結果をふまえた日本歯科色彩研究会活動計画の示唆が以下に記すような形で与えられ会員の方々のご参加を募ることにな

りました。

会員のご参加には研究会及び教育会と大きくわけた活動形式といたしました。各会は潤田埋争、片山副会長に掌握して頂き、形式

にとらわれることなく活動が出来るよう理事会において承諾を得られています。

従って分科会は各部がそれぞれに独自な運営を試みながら積極的な企画が誕生する様測られています。また各班には班長が指名さ

れることになっています。その上で本号でご紹介した理事の先生方の直接的な指導も受けることも出来るわけであります。

色彩の応用は研究者に限らず歯科領域で仕事をされている方々にとってこれから必要となるものであります。 この度の研究会ヘ

の参加募集にあたり日本歯科色彩研究の会員の方がいずれかの研究会に所属していただければ幸いです。

なお参加はご関心のある会すべてに入ることが可能で、お申込頂きしだい詳細スケジュールなどをお送りいたします。
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研究会 (部長 :潤 田理事)
1)測 色班   2)表 色班   3)環 境班   4)材 料班

教育会 (部長 :片 山副会長) /=、

申ぷ議島鷺庵」』?、セ
"判〒101

東京都千代田区神田駿河台2-1 廣瀬お茶の水ビル4F

日本歯科色彩研究会 事務局 宛

TEL 03(3292)3691     FAX 03-3292-3696 (総 務 元呑、一千日多)

!分科会申込は別紙中込書に

:記入して事務局までお送りく

|ださい。

4.日 本歯 科 色 彩研 究 会 で取 り上 げて欲 しいテ ーマ (総会時 ア ンケー ト)

設立総会時の会員各位のアンケート調査結果からベス ト10を挙げると次のようであった。1.Computer color matching system

の現状と今後。2.陶材およびレジンのシェー ドの選択法と選択時の光の条件、技工士への伝達法とその再現法。3。一般色彩学の基

礎。4.歯科色彩用語の解説。5.インテリアデザイナーや心理学者、眼科医等による色彩に関する考え方.6.診 療室の環境、歯科機

器、エプロン、や診療着の色、壁面の色、室内の明るさとその光色、植物や絵画等の配置。7.口腔内の色 (歯、歯肉、日腔粘膜)と

口腔外の色 (口唇、頬、眼、毛髪)の 測定およびその正常値と異常値。8.レジンの色 (歯および義歯床)の 経時的変化 (褪色)。9.透

明度に関する測定法、測定値シェードガイドならびに透明感の補綴物への再現法。10.生活歯および失活歯に応用される漂白法とそ

の色調について。以上であった。 (潤 田和好)

5。日本歯 科 色彩研 究 会  学術 大 会 のお しらせ

◎ 第 2回  日本歯科色彩研究会総会並びに学術大会 (1994年度)

日時 :平 成 7年 (1995年 )1月 22日 (日)

場所 :東 京歯科大学水道橋病院 (血脇記念講堂)に て開催予定

内容 :特 別講演、 シンポジウム、一般講演

後日ご連絡申上げます。

6。見学会のお しらせ

´
参加を希望される方は   

｀

FAXか 電話でお申込下さい。

案内書をお送りいたします。

TEL 03(3292)3691

FAX 03 (3292)3696   .

7.日 本歯科色彩研究会の機関誌 「歯科 の色彩」発刊予定 !!

機関誌「歯の色彩」は、疑間点を大切に取り扱う人にとつて、またとない味方になるような編集を考えています。本誌は決して重々

しい紙の綴じものに終らせず、あなたのバックアップ。システムの一端を担います。もう少し広く知ること、もう少し正しく知るこ

とにこだわると、本誌はその価値が無限に広がるでしょう。本誌の価値を高めるものも、低めるのも本誌の利用法しだいです。

「歯の色彩」の特徴

① 研究発表の場 :原著、総説、症例報告など内容は色々ですが、オリジナリティーの高いものを歓迎します。

② 学習の場 :色彩学、歯科色彩学に入門あるいはおさらいしようとしている方の強い味方になります。講座を連載します。

③ 積極的参加の場 :シ ェードガイド、照明光、色覚、ポーセレン、硬質レジン、コンポジットレジン、“。毎日の臨床の中で、色

彩に関係のある気に触ることが次から次とわいてきます。そんなとき、あなたはどうしますか。すぐそばに教えてもらえる人がいな

いからといって、うやむやにしていませんか。できることなら、すぐにメモを取って下さい。あなたの頭に浮かんだ、疑問や好奇心

はあなただけのものにしないで下さい。きっと、あなたと同じ悩みを気づいていながら、すぐさま忘れ去ってしまう人が数えられな

いほどいると思いませんか。そんな疑間、質問を事務局の編集委員会までお寄せ下さい。質疑応答のページです。

①日時 :平 成6年 6月 16日 (木)午 後1時 30分

場所 :関 西ベイント (株)、予定2時間45分位

見学内容 : 1.建築、建設の色彩設計   2.自 動車の新色開発   3.塗 料の製造

等の施設の見学、歯科施設の色彩設計に役立つと思われる。

担当 :関 西ベイント (株)カ ラーリサーチセンター所長 長谷川 啓二氏

日J折 : 鰤 球υヽ 幡4-17-l TEL 0463-23-2164

② 日時未定 (後 日ご連絡いたします)

場所 : ミノルタカメラ豊橋研究所

見学内容 : 1.測色器と光学機器    2.プ ラネタリウム

歯科用の測色器の開発を求めているので参考になると思う。   (元 呑 昭夫)
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④ 情報提供の場 :主 な歯科学会誌、単行本、商業誌に載った見逃せない読み物、新しい機材の情報など、情報化時代にあった紹
介をします。

さて、創刊号はH月 頃の予定です。もうしばらくお待ち下さい。創刊号は昨秋の設立総会ならびに学術講演会の特集号です。当
日おいでになれなかった方は、本誌で誌上参加して下さい。 (指 宿 真澄)

8.新 刊紹 介

色彩心理学入門          大山 正 著 (中央公論社)
本をひらくと口絵にニュー トンが観察した、色のスペクトルと3色光による加法混色のきれいな印刷に出あう。次頁は色の同化次

が色の対比、そしてゲーテの試した色の残像テス ト、次がマルセルの色立体の写真と続く。
色覚が人間だけのものでなく、昆虫や魚、鳥、霊長類にもあって、それぞれ環境中の食物や外敵、異性の識男1誘致に大いに役立っ

ている。しかし 「色というのは外界に存在するわけではなく、外界に存在するのは様々の波長の光線と、それらのうちの特定の範囲
の光線をとくに反射しやすい物体にすぎず」色彩はそれの光線から動物の目に入り網膜中の神経を刺激して、それらによって生じた
神経興奮が大脳に到達した時始めて生じる。色彩はあくまで感覚なのである。「光線と色彩の関係は、空気の振動と音の感覚との関
係に相当する。」物理学者のニュー トンはこの色を生じさせる外部条件から、そして文豪ゲーテはそれらを受けとめる人間の側の問題
からそれぞれの方法で解きあかそうとつとめ、さらにヤングやヘルムホルツによって両者にかける色覚の生理過程を補われて今日の
理論が成立しているといつてよい。

この色彩学に本書は歴史的遍せんをたどり加えて、心理学的な切り口からせまろうとしている。 (H.H.)

本会ご入会ご希望の方は以下にお問い合わせをお願いいたします。

正会員 入会金 5,000円    年度会費 10,000円

日本歯科色彩研究会
〒101東 京都千代田区神田駿河台2-1廣 瀬お茶の水ビル4F

<ク インテッセンス出版株式会社内>

TEL 03-3292-3691 FAX 03-3292-3696

本会は発足したばかりなので、経済的なゆとりがなく、ニュースレターは手作りとなりました。お見苦しい点お許しください。
(編集責任者  橋口 綽徳 。片山 伊九右衛門)

「0~第1モ「腱 美撃r‐美馨菌草草福訂語蚕
~~~~~~~~~一 ―一―一―――一一一一一――一―…1

日時 : 1994年 10月 16日～23日

場所 :中 国、西安

中華医学会、医学美学美容学会から日本にも招待状がきました。ご存知の様に中国では1990年から医学美学美容雑誌が、年3回発
行されています。また歯科大学に於ては美容歯科あるいは、審美歯科が重要な地位をしめ、医学美学美容学会では整形外科、皮膚科
などと共に歯科が大きな比重をしめています。
我々の研究会もこの機会を利用して交流を深めていくことは非常に有意義と思われますので、先生方と共にご家族のご参加もお勧

めヒます。なお中国四安の兵`馬備博物館および、上海、北京の万里長城、故富博物館等の観光も企画しています。
窓口 : 〒350-20埼 玉県坂戸市けやき台 1-1

明海大学歯学部保存修復学講座    片山 伊九右衛門
TEL 0492-85-551l      FAX 0492-87-6657

旅行会社 :東 京都渋谷区渋谷 1-7-5
(株)タ イム21 TEL 03-3486-7691

1      5月 末までにご連絡ください。 (片 山 伊九右衛門)                              |
L__._.―・―‐―・―・―・―・二・―■____―・―‐―‐―・―‐―‐―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・…・―・―・―・―・―・―・―・―・―‐―・―・―‐―・―・―・―‐―‐―・―‐―‐―‐―」
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