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ご挨拶
日本歯科色彩学会会長 橋口綽徳

早くもカレンダーの枚数が 1,2枚と

少なくなりました。松本歯科大学にお
‐

いて開かれました、第5回 日本歯科色

彩学会も盛会裡に終了させていただき

ました。これもひとえに本学の理工学

の高橋重雄教授並びに教室員の方々、

薬理学の前橋 浩教授及び教室員の

方々、衛生学院技工士科の方々、その

他教員、職員、学生、また本会役員、

会員各位、ご参加下さった諸氏のおか

げと感謝いたします。次回は鶴見大学

歯学部とバ トンタッチもスムーズに、

河野篤先生が大会長をお引き受けくだ

さいました。

今回の理事会、評議委員会及び総会

におきまして、会長に再選していただ

きました。私と致しましては、本歯科

色彩学会の創生期のしめとして2年間

頑張 らせていただくつもりでお りま

す。

歯科医師国家試験出題基準に色彩が

取 り入れられました。今後学生の教育

カリキュラムをどの様にするか、皆さ

んと一緒に考えていきたいと思ってお

ります。

この所株価の乱高下は、世の不景気

風の反映のようです。アメリカではブ

ルーマンデー以来の下げを示しながら

も、業績の好さを力にはねかえしまし

た。日本経済はそのようにはいかない

様です。アメリカがくしゃみをする

と、日本が風邪をひくのたとえのよう

に、アメリカ、香港の市場に振 り回さ

れているようです.世が不景気になる

と、消費者の財布のひもは固くなり、

生きていく必要最小限のもの以外は切

り捨てていくのが、生き残るための人

情です。そうした中で必要最小限の範

囲に止まるためにはどうすればよい

か、これからの歯科医師もそして大学

も考えていかなければならない問題で

しょう.人間が楽しみを求める種族で

あること、ゆとりを必要としているこ

と、より豊かな美しい生活を求めるこ

と、我々にはそこに活路を見いだして

いかなければならないのではないで

しょうか。



第 5回 日本歯科色彩学会を顧みて
橋口綽徳、高橋重雄

第 5回 日本歯科色彩学会学術大会は 9月

7日 (日)松 本歯科大学図書会館において

開催され、極めて盛会裡に終了させていた

だきました。特別講演 1題 、シンポジウム

2題 、一般講演 17題 、さらに学会会員と

一般参加をされた約 150名 と賛助会員の

展示企業 7社 、協賛企業 14社 と多 くの参

加者によって盛 り上げられたものと感謝い

たします.

特別講演は信州大学名誉教授の高瀬義

雄先生が 「色は ドラマ」と題 じ講演されま

した。歌舞伎にご造詣が深 く、ご自身でも

演 じられます所作 と衣装の色彩の感覚 と、

ご専門の皮膚科のご研究業績 と長い臨床の

中か ら、遺伝子の変化とt皮 膚の色素形成

にかかわる遺伝子あ特徴や色変化による後

天的メカニズムについて解説されました.

本学術大会のシンポジウムは 2題 が用意

された。午前のシンポジウム 1は 、歯科臨

床を、午後のシンポジウム 2は 、企業 と歯

科技工を中心に企画した・' 
ウ

この学会は証立当初か 虫 ウ研究者、臨床

医、歯科技工士、歯科衛生士、および関連

企業などの歯科色彩の研究を進める全ての

ものが一緒になって意見を交換することが

主旨でした。

シンポジウム (I)は 「前歯と成形修復

材の色彩Jと 題してコンポジットレジン修

復について猪越重久先生に、グラスアイオ

ノマーセメント修復を斎藤季夫先生にお願

いしました.両 先生共長年の研究と臨床を

まとめられ蘊蓄あるご講演を頂きました。

また、コメンテーターとして臨床、基礎の

分野か ら片山伊九右衛門先生をはじめ神津

先生、元呑先生、片山 直先生、永沢先生

か らも提言をいただき、討議 しました。

シンポジウム (Ⅱ)と しては 「硬質レジ

ンの理論と実際Jと 題し、日本を代表す

る硬質 レジンの製品を開発 したクラレ、

松風、ジーシーの 3社 から、ハイプリト

セラミックス 「エステニア」。「ソリデッ

クス」色彩の再現。「アクシスJ色 彩のコ

ンセプ トと題して、土師幸典、小原正夫、

柴田 力の 3先 生に、実技を示 しなが ら、

シンポジウムを行いました。講演会場に

3ケ 所のデモテープルを用意 し、じかに

実技を見ながら講師に質問したり、それ

ぞれの実技のカメラを通してテレビ画面
から3者を比較しながら、観察する方法
はこれまでにない企画と興味がもたれま

‐した.

また本学術大会の一般講潰はすべてポ

スター発表としました.発 表者は 5分 間

のコメントをポスターの前で説明し、参

加者は座席に着いたままで、座長の指示

にしたがって演者は会場から質問を受け

て進行しました.明 るい会場で発表、討

議は初めての試みでした.ポ スターを観

察する時間を十分にとることができたら、

新しい発表方法として、評価できるもの

として考えられます。

発表は、歯科における測色の基礎と臨

床応用を中心に、歯科臨床における色彩

感覚、歯列の色彩改善、修復材料の色彩

表現方法の分野での研究成果が多く報告

されました。特に、器械測色とポーセレ

ンの色調表現をシステム化した方法は注

目すべきものがありました.

口腔内における歯牙の色彩の研究は日

進月歩 していますが、人間の感覚にたよ

る部分は決して少なくありません。今回

の報告は、少しずつ機械的に出来る可能

性がより多く示唆しています。

服飾 ・インテリアの色彩に関しては、



北京理工大学における色彩学について
片山伊九右衛門

個性尊重というか、これが常識という線

がどんどんくずれさっています.た とえ

ば部屋の色彩なども、赤、ビンク等は落

ち着かない色としてきけられてきました。

プラウン色の日唇から黒に近い口紅まで.

好んで使う人達も出て来ました。さすが

に歯に色彩する人はありませんが、明眸

皓歯の言葉通り、歯を自くしたい願望は

強く、そのための研究は続けられていま

す.

この度、中国の色彩学の状況を知るた

めに、北京理工大学を訪問し.色 彩学講

座 を見学する機会を得た.

色彩学講座は 3年 前に世界銀行の援助

によって 50万 US弗 で幾つかの測色計を

購入 し、それを元に中国製を開発するの

が出発点であったと開く.そ の後、開発

が進み、教授 2(と きに 3)名 、助教授 4

名、講師 3名 をもって大学院コースとし

て発展した.現 在博士コース 3名 、修士

コース3名 がいるが、過去に博士コース3

名、修士コース 10名が卒業 している。授

業は年に最低 40時 間を受け持ち、卒前の

教育に色彩学が導入されていた。

研究の多くは繊維関係であるが、歯学

部の大学院生の指導もしたことがあると

いう.た だし、対応を受けた湯 順青教

授 (女性)は 歯の色はとても難 しいです

ね と、われわれと同じ考えであることを

話 してくれた。色の測定法、光源そ して

ビデオカメラの電送上での精度およびソ

フトの開発について集中的に行っていた.

現在は色差と日の感覚との差についての

研究を行っていたが、繊維については何

とか新しい色差式を開発したが、歯につ

なお学術大会前日に開催される理事会、

評議員会に先立って、懇親ゴルフ大会を開

催し、恒例の理事・議員懇親会は、特別講

演講師、シンポジウム講師s主催校法人役

員、地区歯科医師会役員の諸先生、展示企

業の各社の担当者など50数 名の参加で塩

尻特産のワインをご賞味いただきながら、

楽しく。和やかに、有益な交流をして過す

ことができたことを付記しておきます.

いてはなかなか出来ないとこぼしていた。

とくに歯における色差はハ ンターや シー

´ ラブでは解決できないので、日本で も独

自のものを開発すべきであるとの言葉 を

得た.機 械は 5つ の部屋 に収め られ、色

差計、分光光度計、濁度計や光沢計など

に分けられ、あいにく休 日であったので

実際の研究の拝見できなかったが、色訓

練室やマンセルなどを教育する模型を備

えた小教室なども拝見できた。分光光度

計は 250～ 1800nmま で測定できる機能が

あった.中 国では色彩学の教科書は色度

学といい、色のことを顔色というが、先

午の教授の単著 “色度学"を いただいた.

ただし 1990年発行と古いので書き直して

い́るとのことであった。

今回訪中の目的は9月 H日 から13日

までの中国補級学会に参加することであ

り、わたくしの演題は “歯科色彩学"で 、

日本歯科色彩学会のことを説明し、来年

には中国で日本歯科色彩学会の応援のも

と、色彩学会を北京で開きたいと述べた

とところ、日時や場所の問い合わせが多

く、色彩学への興味はかなり多いことが

実感できた。



第 6回 日本歯科色彩学会総会 ・学術大会のご案内

第 6回 日本歯科色彩学会 ・総会な らび に学術大会を下記 によ り開催 いた します `

会員の皆様の多数のご発表、ご参加をお願い申し上げます。

大会長  河野  黛

実行委員長  高水 正リ

1.会期  : 平成 10年 7月 4,5日 (土,日)

2.会場  : 鶴見大学会館

0230 神奈川県横浜市鶴見鶴見区鶴見 2 1̈‐3

3。内容  : 総会

一般講演 (口頭、ポスター)

特別講演  
・

シンポジウム

4.一 般講演演題申し込み方法

演題申込書に必要事項をご記入の上、申込先まで郵送 してください。

演題申込締切日 : 平成 10年 2月 末 日

抄録原稿締切日 : 平成 10年 4月 末 日

募集内容  : 口頭発表 (発表 9分 、質疑3分 )

ポスター発表

演題採否  : 第 6回 大会会長に一任させていただきます.

採用は折 り返 し採用通知を送付させていただきます。

なお採用者には抄録原稿用紙を同封いたします。

申込先  :.0230 神奈川県横浜市鶴見鶴見区鶴見 2・1‐3

鶴見大学歯学部第一歯科保存学教室  高水 正明宛

TEL o45(581)1001 内 3427    Fぶ  045(584)7997

き り と り

第6回 日本

口頭。ポスター (どちらかに○)
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