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発行所 〒350‐0283 埼玉県坂戸市けやき台 1‐1

日本歯科色彩学会  
明海大学

曹柔雷看奮彩撃基彗霧奮
TEL 049-

発行人 片山伊九右衛門
-294-5429(会 長 宅)

FAX 049--294-5455(FAX専用)

第 10回 日本歯科色彩学会学術大会 開催予定

拝啓 会員の先生にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

前回の日本歯科色彩学会には多数ご参加くださり、まことにありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、次回大会の日時と会場が決まりました。来年用の手帳に書き止めて下されば幸いです。一層の努

力を重ねていく所存でございますので、なにとぞご高承のうえご指導ご支援を賜 りますようお願い申し

上げます。

開 催 :平成 14年 9月 28日 (土)29日 (日)

会 場 :さいたまソニックシティービル さいたま市産業センター

大会事務局 :〒330‐0021

さいたま市東大宮 1‐12‐35 埼玉歯科技工士専門学校

Tel.048‐ 685‐521l   Email:dtcs@dtcs.ac.jp

詳細は決まり次第に随時報告いたします。

大 会 長 阪   秀 樹

準備委員長 山 鹿 洋 一

(埼玉歯科技工士専門学校)

編集委員会か らのお願い

日本歯科色彩学会雑誌 「歯科の色彩」Vol.8 No。1の 原稿募集について

平成 14年 3月 発行予定の 「歯科の色彩」について、原稿を募集しております。

本会には表彰制度があり、本学会の学術領域において優れた論文を表彰するものであり、毎年発行の

「歯科の色彩」から論文は選ばれます。本学会の活性化と発展のために、多数の会員からのご応募をお

待ち申し上げております。

応募要綱

提出日 :平成 13年 12月 15日

提出先 :本会事務局

募集要項 :詳 しくは投稿規程が雑誌に掲載されております。
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明海大学歯学部保存修復学講座

日本歯科色彩学会事務局

TEL.049‐294‐5429



皆様 の ご活躍 を会報 に流 しませ んか

講座の都合で、日本歯科医学会の専門委員会である学会、例えば日本歯科保存学会や日本小児歯科学

会など、また外国の雑誌へ投稿しなければならない事情もあることは、よく理解できます。しかし、そ

れらの学会に所属していない会員にとっては、色彩学についての優秀な本会員のご活躍を存じ上げない

で終わってしまいます。

そこで、平成 14年 3月 発行予定の 「歯科の色彩」では、原稿を募集しておりますので、この機会に、

すでに他の学会で発表された歯科色彩学に関する論文の要約を、皆様に披露されては如何でしょうか。

本学会の活性化と発展のために是非お願いいたします。

応募要綱

提出日 :平成 13年 12月 15日

提出先 :本会事務局

募集要項 :すでに他学会で発表された色彩学に関する論文の要約。

論文の日本語抄録と英語抄録をそのまま出される時は著作権の関係で、発行所でのご許可を

お取りください。

渉外部からのお知らせ
平成 14年 開催の日本歯科色彩学会が共催する国際学会です。是非ご参加ください。すでに各学会か

ら多数の講演者が申し込まれています。6月 1日 (土)は 会場準備日ですが、希望者は観光です。 6月

2日 (日)は 開幕式と日本側発表を予定しております。

なお、先の北京で行った国際歯科色彩学会でお世話になった旅行社 「タイム 21」に、企画をさせてお

ります。希望者には後日連絡いたします。

一.名 称 :第一届國際(中日)口腔審美修復学学術研討会

二.主 催 :

中華口腔医学会

北京大学人民医院

中国中央テレビ局科学教育部 《医生之友》

日本歯科色彩学会

三。日本側後援 (交渉中を含む)

日本歯科保存学会       カネボウ化粧品株式会社

日本歯科補綴学会       日本歯科器械工業協同組合

日本歯科審美学会       日本歯科技工●学会

日本外傷歯学会        日本歯科衛生士会

日本歯科漂白研究会

四。日期 :2002年 6月 1日 (土)～ 4日 (火)

五.会 場 : 中国北京大学人民医院科研楼 (中国北京市西城区西直門外南大街路 11号 )

六。目的 :

1.中 国歯科医師に対する國際口腔医学最新実用技術と日本の進歩的歯科臨床技術の習得

2.日 本歯科材料,設 備の展示、中日歯科業者との懇談及び商業提携と輸入の相談

3.中 国中央電視台 《医生之友》テレビの番組として 2002年 度歯科継続医学教育プログラム及び最

新臨床技術と歯科材料設備の長期紹介。

七.参 加者

特別来賓 :

中国側 :

中華口腔医学会

各歯科大学役職者 20‐30人

衛生部幹部
(中国歯科医師、中国歯科大学及附属口腔医院の紹介

日本側方



特別来賓各会代表 8‐10人

参加医師 20‐30人 希望

八.準 備委員会

大会主席 :(有名な方を交渉中)

九.本 会事務局 :

中国 :北京大学人民医院口腔科
(中国北京市西城区西直門外南大街路 1)

連絡人 :高承志教授

86‐10‐68314422 (内 紡15463、 5461、 5466)

中国北京大学人民医院科研楼 (10o044中国北京市西城区西直門外南路一号)

中央電視局北京医生之友広告会社

連絡人 :黄敏、李海宏、現梅

86‐10‐62040661, 62040644

日本側連絡

連絡人 :片 山 伊九右衛門会長 、元呑昭夫常任理事 【渉外部長】

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

日本歯科色彩学会事務局

TEL:049‐ 294‐5429(会 長宅)

FAX:049‐ 294‐5455 (FAX専 用)

http:/mco10rland.cojpttacd.htm

Emailikuemorefb3‐so.ne.jp(日本語or英語で)

十.ポ スター ・口演演題、締め切り2002年 1月末,日 本歯科色彩学会事務局の日本連絡人まで,受 理

後詳しく報告します。

各学会代表者 1名は特別講演、他に一般回演とポスター発表

日本語、英語、中国語ともに可。抄録は日本語の場合は英語抄録をお願いすることがあります。

日本歯科色彩学会認定士審査委員会からのお知らせ
日本歯科色彩学会認定士申請の特例期間が今年度 7月 15日の学会当日受付で終了いたしました。多

くの方々に申請をいただきましたが、現段階では二十六名の方の審査が終了いたしました。

完了された方以外では、なお十名近くの方の審査は年内に確定すると思います。いま暫くお待ちくだ

さい。

日本歯科色彩学会主催講習会のお知らせ
2002年 1月 から始まる色彩基礎講座は、福岡、名古屋、埼玉、北海道の各地区のご協力で開催準備

を進めています。

参加希望の方はホームページで講習会開催内容と日時をご確認の上ご参加ください。ア ドレスは、

http7/wwwocolorland.co.jp/seminanhtmです。

日程が決まり次第案内をお送りいたしますが、各地区とも参加定員が 30名 以内と先着順に受付して

おりますので早目の登録をお願いいたします。

参加費 :会員及び学生 3万 8千 円 非会員 4万 5千 円

実技訓練資料代別 (会員 5千 円 非会員 1万円)

募集人数 :30名以内 申し込み先着順

応募方法 :以下の項目を明記の上、日本歯科色彩学会講習会係り宛てお申し込み下さい。

①応募者氏名/②勤務先名称/③勤務先住所/④電話番号/⑤FAX/⑥Email(お持ちの場合のみ)

〒386‐0931 埼玉県さいたま市原山 1‐25‐25

カーランド研究所内

日本歯科色彩学会講習会係



新 会 員 の ご 紹 介
新 会 員   前回住所録発行後の入会者 (敬称略 入会順)

山口 龍司   日本歯科大学新潟歯学部歯科保存学第二講座

奥羽大学図書館 奥羽大学

藤島 昭宏   昭和大学歯学部歯科理工学教室

五十嵐 雅子  明倫短期大学歯科技工士学科

佐藤 穏子   奥羽大学歯学部歯科保存第二講座

阪 員知子   埼玉歯科技工士専門学校

海老原 隆   日本歯科大学新潟歯学部歯科保存学第二講座

田中 紀祐   日本歯科大学新潟歯学部歯科保存学第二講座

関 秀明    日本歯科大学新潟歯学部歯科保存学第二講座

上田 美奈子  日本歯科大学新潟歯学部歯科保存学第二講座

渡部 純子   日本歯科大学新潟歯学部歯科保存学第二講座

小林 高志   さいたま市針け谷 3‐13‐6サ カヤデンタル事業

池山 丈二   福島県安達郡本宮町荒井字上曲田 7‐2荒 井歯科クリニック

小松 武志   宮城県多賀城市八幡字庚田22‐2(有 )KDR

中条 基雄   横浜市鶴見区寺谷 2‐9‐1

大西 孝宣   明海大学歯学部歯科矯正学講座

田中 誠    愛歯技工専門学校

エックスライ ト 港区浜松町 2‐10‐4イ スマ浜松町ビル 7F

明海大学図書館 明海大学歯学部

伊藤 充雄   松本歯科大学歯科理工学講座

星野 睦代   昭和大学歯学部保存修復学教室

樹神 弘郎   石巻市泉町 3‐10‐40こ だま歯科クリニック

大越 良夫   昭和大学歯学部歯科理工学教室

波多野 康祐  横浜市西区みなとみらい 2‐3ク インズスクエア鈴木歯科

村井 宏隆   明海大学歯学部保存修復学講座

山本 宏    奥羽大学歯学部歯科補綴学第一講座

平山 聡司   日本大学松戸歯学部保存学第一講座

鈴木 英明   日本大学松戸歯学部保存学第一講座

河野 善治   日本大学松戸歯学部保存学第一講座

ご活躍を期待いたします。お名前抜けておりました場合、住所など間違いの方はお知らせください。

編 集 後 記
寒さも厳しくなりました。経済も不興で歯科界も多難な時期になりました。そこに審美 ・色彩の入り

込むチャンスがあります。事務局が明海大学に移り、皆様にはご迷惑をかけております。やっと新入会

者と退会者のリス トができました。退会届けを出された方には失礼いたしました。会費未納者には督促

状を出させていただきましたが、納入はあまり進んでおりません。是非ご協力ください。郵便振込状を

同封しております。銀行振込を希望される方が多いと聞きますが、こちらの銀行は納入されても通知も

なく、ただ通帳に姓が記入されているだけで、万一同姓のかたでしたらと案じております。その点,郵

便局は一人一人ご案内してくれます。どうしても銀行でなければいけない方は、送金ともにハガキで送

金したとお知らせ下されば助かります。 講習会、第十回学術大会も順調に準備が進んでいるようです。

雑誌投稿も迫っております。是非応募ください。常任理事一同、分担の職務に励んでおります。
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