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2000度門口腔修復色彩研討会に出席して
日本歯科色彩学会 冨1会長 潤田 和好

本年 9月23～24日に中国の福建省 ・度門市 〔アモイと読み台湾の対岸に在る〕において中国の歯科色彩
学会 (主管 :度門口腔医院、後援 :日本歯科色彩学会、北京大学人民医院口腔色彩研究所、賛助 :松風
株式会社、賀利氏中国歯科有限公司)が 開催されました。今回の学会は国際学会として開催されました。
日本歯科色彩学会から大勢が参加しました2年 前の北京での学会とは異なり、中国の地方学会でしたの
で日本では積極的に声を掛けませんでしたことをお許し頂きたいと思います。

日本からの出席者は会長、小生、常任理事 1名、理事 1名、開業医 1名、同伴 2名の 7名です。これ
に中国側の出席者を含めまして約100名程度となりました。ポスター発表は無く、全て口頭発表で23題
の発表がありました。高度な内容の発表が多く、聴衆も熱心に聞き入っておられ、学会は大成功のうち
に終了いたしました。日本からの発表では片山会長が 「歯科における色合わせの問題点」、小生からは
「天然歯に酷似 した色調をメタルボンド冠に再現する具体的なテクニックについて」、元呑昭夫常任理

事は 「A Study on the Tooth Color System in lmage」、竹内 操理事からは 「新旧二つのシェー ドガ
イ ドの色分布」、池山丈二氏からは 「私の臨床―色情報の伝達を中心に一」で、他に松風株式会社 (シ

ンガポール)か らは 「A Digital revolution in shade taking&Vintage HALO Porcelain system」や、
VITA社 (豪州)の 「新ビタのシェー ドガイ ドシステム」などです。中国からの発表には 「天然牙色彩修
復情況的臨床分析」、 「金属焼付陶材冠修復前比色美学研究」、等がありました。今研討会には、日本歯
科色彩学会第 7回 (東京医科歯科大学)、第 8回 (新潟)に 参加 した中国人10名が集まりました。彼ら
はいまや中国歯科色彩学の最先端を行く専門家です。西安の第四軍医大学補綴の郭天文教授は 「歯科色
彩学の教育講演」北京大学歯学部補綴の王新知助教授の 「患者対陶材冠と天然牙の色差的覚察と接受程
度比較」、北京海軍総医院の郭航先生の 「陶材比色板の評価及其発展」、日本の大學で色彩学を研究して
学位をとった北京大學第二臨床医学院の高承志助教授の 「陶材修復比色時的必要条件及与之相関的常見
失誤」等です。第 2回南昌学会の劉大会長 ・孫準備委員長も参加していました。
学会終了後は度門の街 (中都会)や 美しい海岸通りを見て回りました。中国の他の街では見かけない、

赤い屋根に白い壁の南欧的な家が丘陵地帯に散在し、道路は良く整備され素晴らしい景観を呈していま
した。ただ日本と違うのは車の運転がきわめて激しいこと。これは中国何処へ行っても同じで大都会で
は一層激しく、車とオー トバイ トと自転車、さらにバスが隙を見て入り交じって走り、その激しい流れ
の中を横断者がマイペースで横切るのである。歩行者は走っては事故の元になるので一定のスピー ドで
横断するようで、横断歩道も有って無きがごとしである。日本人にはとても真似の出来ることではない
と感じました。
次の日は度門を離れて帰路に就きましたが、途中、山川草木の美しい世界遺産に登録された武夷山に

飛びました。会長はお元気で若い人達と一緒に険しい山登りに挑戦されておられました。私共夫婦は川
辺でスケッチをしたり、写真を撮ったり、茶店で中国茶を楽しんでゆっくり過ごし、午後は皆と合流し、
川下りの舟に乗り、中国人の船頭さんとお互いに知っている僅かな外国語を交わし、多少足の濡れる簡
素な筏舟に揺られ、 1時 間位を過ごしました。更に翌日は北京に戻り、願和園や天壇公園など市内観光
を楽しんだりしました。地下鉄ではすぐ前に腰掛けていた青年がす くっと立ち上がってどうぞと席を
譲ってくれました。髪も白くなってきて髭も長くはやしていたので、相当な高齢と思われたのでしょう
か。私は喜ぶべきか一瞬ためらったが彼の好意に甘えました。

今回の学会で、多くの中国人にお世話になったのは、片山伊九右衛門会長が中国歯科医師の日本での
留学にお世話をされておられる為であり、深く感謝申し上げる次第であります。
以上が今回の中国度門学会の全貌です。日本歯科色彩学会の皆様にご報告申し上げて、この項を閉じ

ることに致します。



第 8回 日本歯科色彩学会総会 ・学術大会におけるアンケー トについて
お寄せ頂いたアンケー ト内容 (要旨)は 以下の通りでした。ご要望事項は果たしたいと思います。さ

らに、これについてご意見を待ちます。

研究テーマとして本会でとりあげて欲しいこと。

l Computer color matching systemの現状と今後

2 技工士の立場から。シェー ドテイキング後のメタルボンド等の製作までの色 (歯冠色は影像)を ど

う保存し、どう製作物に再現 して行けば最 もよいのか。

3 歯と歯肉色との対比から歯肉のスケールが必要、食 (栄養)生 活と歯の色調、空間色について。透

明性と透明感について。

4 歯という小さい一部のことにこだわらず、人間全体を把握できるようなテーマでいろいろの立場の

方々、Dentistでなく、インテリア、心理学者からの考え方も聞きたい。

5 色彩のコミュニケーションを含んだ色彩の官能について。

6 いろいろな色彩論の本等、出版されておりますが、専門的に勉強 していないため基本から、わから

ないということを思い知らされております。色彩論について基礎から教えていただきたい。第一回学

会の千々岩先生の再度、講演をもっと長時間でお願いしたい。

7 歯および歯肉の測色方法の実際とくに曲面の測色法について。測色機の種類と性能比較、診療室内  
一

の色彩、植物、絵画の配置等 8光 の吸収の異なる材質を比較する際、皆さんは具体的にどのように評

価しているのか。

9 審美歯科学会とテーマが似通ってくると思います。そうならないように研究会として明確な方向
(性格)性 を示 した方が良さそうです。

10-1歯 科器機 (ユニット、診断器、治療機器等)の 色彩
-2歯 冠色の標準化
-3測 定器 ・測色方法の標準化

11 合理的に、誰にでもできるシェー ドテイキングの方法等をお願いします。

12 影像関連電子機器について。

13 色彩については何でも興味がありますので、色の三属性だけではなく、臨床で役立つ、色の トレー

ニングをお願いします。患者さんの色彩に関する 関心度のデータがあれば 000・

14 色彩論を学問的に知りたい。絵の具工場見学まど。

15 色の学習、勉強会、メーカー見学 ?計 学の学習

16 透明度のシェー ドについて

17 表色法に関すること 歯冠測色に関すること (シェー ドガイ ドの選択)              ~

18 歯冠色の測色時の問題点について

・測色における歯の平均値

・光源、反射、吸収等

・臨床に於ける具体的な測色法

・現在、歯の測色に用いられている測色機械と測色値について

・歯の色彩に於ける用語 (測色値)の 解説

・測色メーカーの見学

19 共通しているテーマについてある程度研究テーマを絞りこんで、分科会をいくつか開催 していただ

きたいと思います。

20 回腔粘膜色 (正常、病態)の 測色に関する研究

21 -般 臨床において補綴物を色分析するにあたり、隣接天然歯のその個々の色合いをどの状態の時に

基準を置くか。 (例)歯 磨剤を使用 した状態、また未使用の場合など。

22 レジンの色の継時的変化について。

23 測色法、漂白 (歯)法 。

文責 :元呑



初心者色彩講座を開催 して
担当 元呑昭夫

永年鶴首されていた日本歯科色彩学会主催の初心者色彩基礎講習会がようやく、去る9月30日 (土)

から11月11日の土曜日、計 5回開催され、参加定員22名の応募があり参加内訳は、会員17名 非会員 5

名 歯科医8名 技工± 9名 他 5名で行われました。

参加募集については第8回総会 ・学術大会時からすでにニューズレター、ホームページ等において案

内し、また商業誌など各方面に案内を行いました。

初心者講座の目的である色彩基礎理論と色彩の感覚訓練を参加者全員が学習していただいた。特に色

の比色と色の評価が的確にできることが色彩を学ぶ場合なによりも大切な色感覚要素であるため、理論

よりも感覚実技を通して体験学習していただいた。これは今回の講座の特徴とし、画像データ処理の講

義も同様で第二回目に担当された中山友克講師のデジタル画像処理における色彩評価の講義はそのまま

実践的な対応が考慮 したものであることからも趣旨を貫徹 していたと考えている。これは画像色彩の情

報を技工における再現を具体的にモニターを介して紹介され、さまざまな画像データ処理がスムースに

連動して講義が行われ、受講者の中にはこれから実際に導入 したいとの意見も聞かれたことからも明ら

かである。また第 4回を担当された中澤章講師の画像データ処理の講義と実技は、現在歯科医院内で活

用している事例を交えた内容で、画像データ処理の具体的な問題と方法を直接伺うことができた。これ

ら一連の画像データ処理を応用した色再現方法は単独の講習会を開催する必要性のあることを示

唆しており、今後の開催課題となった。

本講習会についての問合せはインターネットを通じて紹介していたが、各地区での開催に関する問合
せが多くありご迷惑をお掛けすることになりました。今後九州、大阪、名古屋、Jヒ海道で開催する予定

を計画しています。しかし日本歯科色彩学会会員の少ないこれらの地域での開催はある程度の参加者数

が得られなければならないため、会員以外で色彩に関する基礎的講習の要望が必要である。また15名以

上の参加希望する人数があれば各地域での開催を行うことが出来るため奮って参加していただくことを

お願いする次第です。ちなみに非会員受講者が 6名、本会に入会いたしました。

なお、参加された方々からのご意見については次回ニューズレターにて改めてご紹介させていただき

ます。

本学会雑誌 「歯科の色彩」の原稿募集について
Vol。7 Nolの原稿を募集しております。奮って投稿ください。日本歯科色彩学会には優秀論文表彰制度
があり、本学会雑誌投稿の中から優秀論文を表彰します。対象は原著論文です。是非応募してください。

締め切り 2001年 1月10日必着

発 行 日 200i年 1月末予定

送 り 先 本学会雑誌 「歯科の色彩」の投稿規程に詳しく書いております。

日本歯科色彩学会優秀論文表彰規定

第 1条  「目的」日本歯科色彩学会の会則に基づき、優秀な論文を表彰する。

第2条  「優秀論文選考委員会」優秀論文の選考を行うために日本歯科色彩学会内に優秀論文選考委員

会を設置する。

第 3条  「論文選考委員および委員長」

1 論文選考委員は総務・庶務,学 術,編 集委員会,そ の他より, 6名 を選考する。
2 論文選考委員長は, 日本歯科色彩学会会長が指名する。

第4条  「評価基準と選考委員会」

1 選考委員会委員は、別にもうける日本歯科色彩学会論文評価基準をもとに,対 象とな論文を評価

する。

2 選考は委員の評価表を集計し,委 員会で集計し優秀論文 2名および最優秀論文 1名を選考する。

3 選考委員会は年 1回以上開催する。

第5条  「結果報告と承認」

委員会は選考結果を日本歯科色彩学会常任理事会に報告し,承 認を受ける。

第6条  「表彰」

1 日本歯科色彩学会は優秀論文 ・最優秀論文者に対して総会で表彰する。
2 表彰は表彰状授与をもって行う。



お 知 ら せ

1.先 の新潟での第 8回 日本歯科色彩学会 ・総会で,次 期役員の審議が時間切れで、確認がとれていま

せんでした。すでに常任理事会では、現会長、副会長、監事の次年度継続の推薦を受けておりました

ので、直ちに総会出席の理事、評議員および当日出席の会員に郵便で承認を求め、大多数の承認の返

事をいただきました。この件に関して、10月17日に行われた常任理事会で報告し、この処置の承認を

いただきました。したがって2001年・2002年度も継続して、片山伊九右衛門会長、潤田和好副会長、

久光久副会長、生田博康監事、神津瑛監事の継続が決まりました。ご関係の皆様方にご迷惑をおかけ

したことをお詫び申し上げます。

2.日 本歯科色彩学会が,発 足当時からの念願であった色彩学初心者講習会が元呑常任理事,阪 学術部

長はじめ担当のかたがたのご努力で、各土曜日ごと5回 という長い時間をかけて行われました。皆様

はとても熱心で、色彩学の深さ、幅の広さに感動していました。引き続いて第 2回 を行う予定です。

また地方の会員から、地元での開催の要望がありました。執行部では、或る程度人数がまとまれば,

地方開催を歓迎することが決まりました。次は各土曜日でなく、土 ・日曜日2日間、または金曜日の

夜をいれた集中の会を考えております。

3.11月 27～29日に行われる中華医学会口腔美容医学会 (歯科審美学会)は 本会が後援しております。

先方から会長に講演依頼があり、日本歯科色彩学会の現状、色彩の研究範囲、歯科審美学会との関連

についての説明要望がありました。色彩学の奥の深さ、幅の広さを啓蒙するつもりであります。

4。本会の雑誌 「歯科の色彩」については、2000年度は学術大会との期間的調節もあり、年 2回発行い

たしました。2001年はまた年 1回発行に戻ります。発行が来年の 1月で、締め切りが10月20日でした

が、執行部からお願いして、今回は2001年1月10日締め切り (時間厳守、フロッピー添付のこと)と

なりました。奮って投稿ください。歯科保存学,補 綴学会雑誌などには,本 会会員の色彩研究論文が

みられますが、是非,色 彩問題を専門的に充分に討議討論できる日本歯科色彩学雑誌 「歯科の色彩」

に投稿ください。

5。認定士制度は新潟での学会で認められました。現在は阪秀樹学術部長のもとで草案を更に詳しく練

っております。認定士になるには、先の初心者講習会の講義内容の理解が最低必要と思われますので、

次回の講習会の受講をお勧めいたします。

6.歯 科に限らず、広義の色彩学会に参加しませんか。AIC Color 01 Rcchester2001年6月24～29日、

ニューヨークで開催されます。International Coloue Associationには, 日本歯科色彩学会会員も参

加予定です。この際本場の色彩学を味合うのも、また良いと思います。詳しくは、インターネットの

日本色彩学会でお読みください。

日本色彩学会32回全国大会は、関東担当で、2001年5月 19,20日東京都南品川の日本ペイント、カ

ラーデザインセンターで行われます。演題締め切りは2001年3月 1日まで。詳しくは161-0033 新宿

区下落合3-17-42の事務局まで

7.第 9回学術大会 ・総会が2001年7月 15日、昭和大学で宮崎隆教授のもとで行われます。詳しくは雑

誌にてお知らせします。
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