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10はじめに 会長 橋口綽徳

ニュースレター12号をお届けします。日本歯科色

彩学会が研究会として発足依頼3ケ 月に1度の割合

で、ニュースレターを発行してまいりました。研究

会が学会と改称されてからのニュースレターも、4

回目になったわけです。

先日、第4回 日本歯科色彩学会が日本歯科大学の

九段ホールで開催されましたが、大会長 片山伊九

右衛門教授、片山 直準備委員長はじめ教室員の皆

さまのおかげをもちまして、盛会裡に終了いたしま

した。会を代表して感謝申し上げます。

また、来年は第5回 日本歯科色彩学会を松本歯科

大学で開催することに決定いたしました。平成9年

9月 7日 に開催の予定であります。今年の例により

ますとまだ暑さが残っていながら、時に涼を呼ぶと

いつた不規則な変化の季であります。東京を離れて

信州の清涼な空気を吸っていただきたいものと思つ

ております。9月 の新涼の節であり、暑さが終わり

次にくる秋の気配の感じられる、最もすごし易い、

よい時期です。その折にアルプス連峰を見渡せる松

本を訪れていただくというのは、健康にもよいので

はないかと思う次第です。

また、今回の学会は歯科に限定せず、皮膚科の先

生に特別講演をお願いする予定です。学会は会員の

研究発表、相互の親睦のためである一方、社会との

接点を求める場でもあります。一人研究、臨床に没

頭するのみではなく、社会的に発展し、また社会一

般からの要請なり、疑間なりを取り込んで、反劉す

る機会でもある筈であります。そういう意味でこの

第5回 学会が我々学会メンバーの発想の展開のチャ
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ンスともなり得るよう願つてやみません。是非、一

人でも多くの方々が松本の地を訪ねられ、第5回学

会にご出席下さらんことを願う次第であります。

2.第4回日本歯科色彩学会報告
第4回 大会長 片山伊九右衛門

第4回 日本歯科色彩学会の総会および学術大会は

東京飯田橋の日本歯科大学の九段ホールで、日本医

学写真学会、日本歯科審美学会、日本歯科東洋医学

会の協賛を得て、9月 8日 に開催された。

開催にあたり、多くの方々のご協力をいただきま

したこと、主催者として心より厚くお礼申し上げま

す。

また、総会に先立ち、9月 7日 には理事会、評議

員会が上野のヨシダホールで行われ、会計報告、次

回主催 (橋口教授,松 本歯科大学)な どが審議され

た。それらの審議事項は翌日の総会において、承認

された。

一般回演は、コンポジットレジンや陶材、透明象

牙質の色調を始めとした色の研究のアプローチを知

るためにも有意義な発表であった。

またシンポジウムのテーマは、 『歯科と映像の最

前線』であり、今年最も注目されている分野につい

てお話しいただいた。飯島隆三氏 (富士写真フィル

ム)、 高瀬保晶先生 (東京歯科大学)、 山本美朗先

生 (明海大学)、 片山 直先生 (明海大学)、 以上

4氏 をシンポジス トとして行われた。昨今の社会の

動向における歯科、また歯科における映像のデジタ

ル化等で積極的にアプローチを試みる姿勢が強く感



く感じられた。司会の指宿真澄氏に質疑応答、総括

をしていただき、午後4時 過ぎに開会した。

業者展示は、歯科業者はもちろんのこと、映像に

関する業者の方々に今回のテーマに応ずる形で展示

していただき、会員にとっては、実際に見ることが

でき、理解し易かったと感じている。

最後になったが、本会理事の稲葉 繁教授 (日本

歯科大学高齢者歯科診療科)の お世話で立派な会場

を拝借でき、感謝に堪えません。また、大会の準備

などでお手伝いいただいた大石暢彦先生 (日本歯科

大学高齢者歯科診療科)に 深謝いたします。

*第 4回 日本歯科色彩学会について、本会の理事で

あり協賛をいただいた日本歯科東洋医学会の会長で

ある松尾 通先生が、日本歯科新聞の歯科未来学に

投稿されていますので、ご紹介いたします。

『ホームページ』

メディアを通して他人とコミュニケーションを取

る人たちのことを線人類と呼ぶ。文字通り電線や電

話線で容易に相手とやり取りができる時代がやって

来た。

インターネットという新しいそして巨大なメディ

アに一歩足を踏み入れてみると、その情報空間の大

きさに圧倒されてしまう。

「いや、そんなに大袈裟に考えなくても。慣れれ

ば、多摩川を渡るようなものですよ
`」

とは経験者

の弁である。

電話やEAXを越えて、個人レベルでその有効性を

確かめるには、やはり目をつぶって経験するしかな

い。

インターネット機能のうち、一般によく利用され

ているのはEメ ール (電子メール)。と掲示板とWWW
(ワールド・ワイド・ウェブ)で ある。 Eメ ール加入者は日本

でも百万人を超えていて、名刺にその番号を入れて

いる人が身近にも増えてきた。

用があればその番号に送信しておけばよい。

ウェプは特に最近目につくホームページに関連し

ていて、リンク機能により世界中の情報を簡単に検

索できる仕組みになっている。NASAからCIA、FBI、

プレイボーイにいたるまでたちまちその世界に入つ

ていける。

日本歯科色彩学会の第4回 学術大会が9月 8日 (

日)に 日本歯科大学で開かれた。興味深かったのは

シンポジウム 「歯科と映像の最前線」である。

テーマは、デジタルカメラ、インターネット、コ

ンピュータを使ったスライド作製の3点 である。学

術のプレゼンテーション、情報交換、文献検索、そ

して患者とのコミュニケーション等にこれらの機器

をどう使うかである。

デジタルカメラは1988年ドイツ。ケルン市のフォ

トキナで富士フィルムが発表した。

撮影した画像を瞬時にメモリーカードに記録する

ものだが、高画素CCD、画像圧縮技術の開発などが

進み、より日常化してきた。

機材もカシオ、フジ、キャノン、オリンパス、コ

ダック、エプソンなど豊富である。いま売れている

のは、カシオQV10で4万 円台で買える。高級機種と

してはフジDS89万円。オリンピックの新聞報道はほ

とんどこのデジタルフィルムの電送写真である。中

級機種ではフジDS―」E、パソコンにも取り込める。

症例報告に十分に役立ち、スライドに代わるプレ

ゼンテーションができるようになった。

インターネットの歯科応用については東京歯科大

学の高瀬保晶先生が、初心者にもわかるようポイン

トを絞って説明した。東京歯科大学のホームページ

開設にも係つている所で、文献検索の方法や米国の

歯科情報についても説明があつた。

明海大学山本美朗教授のレクチャーは、マッキン

トッシュを使つて実際に作つた多数の美しいスライ

ドを披露して、そのポイントを説明した。国際学会

等で多数のプレゼンテーションを見てきたが、山本

教授のそれは決して見劣りのしない素晴らしい出来

栄えであつた。

横浜市歯科医師会も最近、ホームページを開いた

が、続々と歯科界も情報公開に向かっている。目の

離せない分野である。

3.第5回環境委員会・教育委員会合同企画
『デザイン施設見学と講演会』  元呑昭夫

社会のあらゆる環境が問い直されている現在、身

近な環境のデザインを見つめ直す好機と考えます。

先進諸国に見習うことも大事ですが、足下からはじ

める歯科医院の環境設備もその一つであろうと考え

ます。今回は色彩環境に関して国内で最も実績をも

つ日本ベイントいデザインセンターにお伺いし、環

境の色彩についての見学と講演、もう一つの話題と

して色彩学の中心的課題である視覚環境についての

講演会を企画いたしました。

プロフェッショナルのデザイン環境とアカデミッ

クな講演を予定しました。会員の方々はじめ、お誘
い合わせの上ご参加をお待ちしています。

日時 :平成8年 12月 12日 (本)

午後 3時 から6時 まで

見学 :日本ペイントいデザインセンター

施設およびCG見 学

場所 :東急目蒲線 ・武蔵新田駅

下車徒歩7分 (」R蒲田駅より東急線蒲田駅へ,

蒲田駅から2つ 目)
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講演会 :6階 講堂において

1.環境色彩について

講師 長谷川博志先生

カラーデザインセンター所長

2.視環境の色彩について

講師 中嶋芳雄先生

富山大学工学部情報工学科

募集人数 :35名 先着申し込み順

会 費‐:3千 円

申込方法 :電話かFAXで学会事務局まで

8 03-5259-0506

FAX03-5259-0556

4・平成8年度材料委員会講演会報告
昭和大学 藤島昭宏

10月8日、予てより企画していた材料委員会講演

会が昭和大学において行われた。東京医科歯科大学

歯学部保存学第一講座講師の猪越重久先生に、コン

ポジットレジンの色調適合性についてご講演いただ

いた。以下、内容を報告する。

審美性を有する充填材料として出現したコンポジ

ットレジンもすでに臨床で30年以上も使用され、さ

らにコンポジットレジンの特性の向上が期待されて

いる。近年では化学重合から光重合方式に代ったこ

とに伴い、その機械的性質は著しく向上し、現在で

は自歯修復用材料としても確固たる地位を築いてい

る。

まず、猪越先生は過去から現在までのコンポジッ

トレジン修復の変遷を臨床例で示され、その問題点

やその優れた特性を生かしたコンポジットレジンの

臨床応用について報告された。コンポジットレジン

の前歯修復における欠点は主に硬化後の変色であっ

たが、現在ではフィラーとマ トリックスレジンの屈

折率の相違によって生じる硬化時の変色が、色合わ

せを困難にしている問題点が示された。この変色の

評価方法は、光電色彩計を用いたL・a tt b'表色系

が通常用いられているが、コンポジットでは透明性

を表すコントラス ト比の評価も重要であるとの説明

があつた。

コンポジットレジンの大きな特徴としては、歯質

の色調と類似した半透明性を有する審美的な修復材

料ということである。しかし、実際の口腔内でコン

ポジットレジン修復物を歯質の色調と調和させるた

めには、多くの課題が存在している。また、これら

は技工操作における陶材焼き付け冠やレジン前装冠

における色合わせとは大きく異なる性質を有してい

る。私たちは歯質と修復物における色調を、正反射

光や拡散反射光を通して感じている。また、拡散反

射には、表面における拡散反射と材料内部からの拡

散反射があり:こ の内部から拡散反射が物体の色調

を左右する重要な性質である。これらの反射光と背

景からの反射光などにより、コンポジットレジンの

半透明な色調が表現されている。このため、コンポ

ジットレジンの良好な色調適合性を得るためには、

材料の色調だけではなく修復物の光沢度、透明度、

拡散性などの光学的性質の評価が重要であるとの説

明があつた。

これらのことがら臨床における色合わせではLⅢ

a・b拿 表色系による測色値だけでは、半透明性材

料のコンポジットレジンに対しては不十分であるこ

との報告が行われた。しかし、前述したコントラス

ト比を用いた評価では、同一のシェードの製品間に

おいてもコントラスト比では大きな差が認められ、

さらにコンポジットレジンの透明性は、臨床的に色

差以上に大きな影響を充填物の色調に与えることが

報告された。また、猪越先生の現在の研究から、コ

ンポジットレジンの半透明性を評価するため、拡散

透過光線のヘイズと空間分布の測定によって、コン

ポジットレジンの光透過性と拡散性を測定し、コン

ポジットレジンの臨床的色調適合性への相関性評価

についての説明が行われた。最後に、修復物の色調

適合の容易な症例と困難な症例の臨床的判断基準に

ついての報告があり、コントラスト比から見た基本

的な適合方法の基準や色合わせの上達方法の解説が

行われた。今後、変色歯に対して明度が低く色味の

濃い材料、歯根面う蝕に対する歯質の色調をしたオ
ペーカーなどが、コンポジットレジンの色調に求め

られていることが、臨床例とともに報告された。

人間の目は、二次元的なのも容易に識別し、私た

ちは日常生活で無意識に、色を正確に性格に判断し

ている。しかし、色を計測するということは、器械
(フィルター)を通して色を数値化するということで

あり、この色に対する人間の感覚と器械による数値

のギャップを今後いかに埋めていくかが歯科臨床家

に求められている課題であるとの考えが示された。

現在、患者の歯の色調に対する要望も非常に大きく

なっている反面、色の知識を理解するには努力が要

る。猪越先生の色に対する情熱ある研究が進み、今

後のさらなる活躍を期待している。

5,「歯科の色彩」編集委員会から  宮崎 隆

「歯科の色彩」第3巻 第 1号が8月 下旬に発行さ

れました。本誌も通巻3号 をむかえ、軌道にのって

きたようですが、編集委員一同さらに内容の充実を

目標に頑張つていく所存です。これまで学術大会の

日程等との絡みがあり、 「歯科の色彩」の発行時期



が毎回変わり、会員の皆様にもご迷惑をお掛けしま

したが、今後は原則として秋に学術大会を開催し、

春に 「歯科の色彩」を発行することになりました。

第4巻 第 1号の発行日は5月 中旬、原稿締切は2月

末日ですので、会員の皆様の積極的な投稿をお願い

いたします。

6。第5回日本歯科色彩学会総会・学術大会案内

第5回 歯科色彩学会を下記の通り開催することに

なりました。多数の会員の皆様方のご発表、ご参加

をお願い申し上げます。  大会長   橋□綽徳

実行委員長 高橋重雄

記

1.会 期 :平成9(1997)年 9月 7日 (日)

AM9:00～ PM6:30

2.会 場 :松本歯科大学図書館
〒399-07 長野県塩尻市広丘郷原 1780

3.学 会内容 :一般演題

特別講演

シンポジウム

６

　

　

７

4。 一般演題発表申し込み方法

1)募 集内容 :

基礎研究 (演1色,表 色,環 境,材 料,そ の他

の研究)

臨床研究,臨 床報告

2)演 題申し込み締切日:平成9年 3月末日

3)発 表抄録原稿締切日:平成9年 5月末日

4)発 表様式 :すべてポスター発表

5)発 表時間 :ポスターについて

各演題5分 の説明をお願いします。

申込方法 :演題申し込み書に必要事項を記入

の上、演題締切日までにお送り下さい。

演題採否 :第 5回 大会会長に一任させていた

だきます。採用は折り返し採用通知および

規程の発表抄録原稿用紙を送付させていた

だきます。

申込先  :〒 399-07

長野県塩尻市広丘郷原 1780

松本歯科大学歯科理工学教室 高橋重雄宛

TEL 0263(52)3100 内7380

FAX 0263(52)4281

演題申し込み書

8)
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