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灼熱の太陽が照りつける中での開催となった第

26 回日本歯科色彩学会総会・学術大会を成功裏に

終える事ができ、会員の皆様、協賛企業各社ならび

に準備・運営に携わってくれた医局スタッフの皆様

に心から感謝いたします。 
日本大学松戸歯学部保存修復学講座による大会

運営は６年振りであり、「色で変える 色で魅せる 

歯科色彩のワンダーランド」という大会テーマを掲

げ、さわやかで有意義な大会とするため昨年 12 月

下旬から準備を進めて参りました。 
本大会は前回大会までと開催形式を変え、開業医

の会員が参加し易いように総会・学術大会を日曜日

に行い、併せて色彩学会講習会にも引き続き多くの

方々が参加できるようにとの配慮から同一日に実

施いたしました。この点についてメリット、デメリ

ットがあったかと思われますが、ご参加の皆様には、

ご意見、ご評価を頂戴したいと思っております。結

果といたしまして、今大会の参加者は、会員 41 名、

学生 4 名、非会員 17 名の合計 62 名を数え、参加者

皆様のお蔭で情熱と活気に溢れた大会運営を行う

事が出来たと思っています。 

大会内容を振り返って見ますと、大会 1 日目（7
月 21 日、土曜日）は常任理事会に引き続き理事・

評議員会および会員懇親会を行いました。会員懇親

会には、会員、協賛企業 3 社を含め総勢 38 名にご

参加頂き、来賓としてご参加の千葉県流山市歯科医

師会会長武田貢先生から、千葉県のマスコットキャ

ラクター「チーバくん」を使った大会開催地である

千葉県東葛地域の紹介などユーモアにあふれるウ

エルカムスピーチを頂戴しました。参加者は、地元

で採れた新鮮野菜を使ったイタリア料理に舌鼓を

打ちながら、フレンドリーな雰囲気の中で懇親会を

楽しまれたことと思います。 
大会 2 日目（7 月 22 日、日曜日）は、午前 9 時

からの総会に引き続き学会賞、奨励賞の表彰の後、

9 時 50 分から学術大会のメインイベントであるポ

スター発表を行いました。発表 8 演題はどれも色彩

研究として興味深い内容であり、若手発表者が多か

ったこともあって、活気に溢れたポスターディスカ

ッションとなりました。 
11 時から審美歯科治療のトップランナーである

北原信也先生（TEAM 東京 ノブレストラティブ デ
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ンタルオフィス）から「審美修復治療における色彩

の調和を考える」というテーマで特別講演を頂きま

した。北原先生は予知性のあるホワイトニング処置

のための診査チャートの活用方法や数多くの臨床

症例を提示しながら患者のニーズに合わせた審美

治療はどのように行えばよいのか、そしてジルコニ

アクラウンの現状と今後の可能性についても触れ

られ、講演時間の 90 分はあっという間に過ぎ去り、

とても分かりやすく、明日からの日常臨床に役立つ、

示唆に富むご講演でした。 
ランチタイムである 12 時 40 分から、学術大会初

の試みとして本学会副会長中澤章先生による

「TRIOS®3 を用いたデジタルデンティストリー」

というテーマでランチョンセミナーを行いました。

TRIOS®3 発売第 1 号機を導入し、臨床に役立てて

きた中澤先生の豊富な症例を拝見し、まさに歯科治

療の潮流はデジタルデンティストリーへと流れて

いることを実感した次第であります。このランチョ

ンセミナー開催に当たり、限られた予算の中で「美

味しくて、食べ易くて、適切な量のランチ」選択に

は苦労いたしましたが、ご参加頂いた皆様にはご満

足頂けたでしょうか？ 

ランチョンセミナー終了後、学術大会は終了とな

りましたが、休む間もなく午後 1 時 30 分から日本

歯科色彩学会講習会が行われました。講習会必須コ

ースは、「光源が見え方に与える影響」をテーマに

谷口淳二先生（東芝マテリアル株式会社）が、光の

性質や見え方といった色彩研究に不可欠な色彩の

基本知識を分かりやすく説明して頂きました。特に

紫色励起による白色 LED が歯科医療用光源として

利用できる可能性を強く感じました。応用コースは、

「皮膚科領域における最近の話題」をテーマに衛藤

光先生（聖路加国際病院）が、歯科医療者としても

知っておくべき皮膚疾患から「タトゥー」まで原因

と治療法について丁寧にご講演頂きました。 

 今大会は、総会・学術大会と講習会を 1 日にまと

めて行ったため、十分な休憩時間や討議時間が確保

できなかったと反省しています。しかし、休む間も

なく丸一日歯科色彩研究に心を染められたことは、

ご参加の皆様にとって有意義であったことと思っ

ています。 
皆様にとって観測史上最速の梅雨明け、記録的な

連日の酷暑など記録に残る 2018 年夏の思い出に加

え、第 26 回学術大会の記憶をいつまでも残して頂

ければと念願してやみません。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
・ 

 
 
 
 
 
 

会員懇親会 ポスター発表 

総 会 特別講演 
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講習会日時：平成 30 年 7 月 21 日（日） 
講演タイトルと講演者（敬称略） 
＜必須コース＞ “光源が見え方に与える影響”  
 谷口 淳二（東芝マテリアル株式会社 市場分析

担当） 
＜応用コース＞ “皮膚科領域における最近の話 
題” 
衛藤 光（聖路加国際病院 診療教育アドバイザ

ー）  
受講状況 
＜必須コース＞ 
 受講者数（講習会カード提出者数）：29名（24 名）

…会員：25名、非会員：4名 
認定士資格：有（8名）、無（16名）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
認定士資格無し 16 名中、資格取得予定：有（7 名）、

無（8 名）、回答無し（1 名） 
＜応用コース＞ 
   受講者数（講習会カード提出者数）：26名（23
名）…会員：25名、非会員：1名 
認定士資格：有（9名）、無（14名） 
認定士資格無し14名中、資格取得予定：有（6名）、

無（7名）、回答無し（1名） 
受講後の感想 
＜必須コース＞ 感想文の提出者：11名 
・わかりやすかった。（3名） 
・LED光源の違いにより色が異なる事を知りよかっ

た。（3名） 
・歯科への導入も含め、普及すると良い。（3名） 

平成 30 年度 日本歯科色彩学会講習会 報告書 

講習会委員会 委員長 細矢由美子 
（一般社団法人細矢，日本大学歯学部保存学教室修復学講座） 

特別講演 北原信也先生 ランチョンセミナー 中澤章先生 

講習会必須コース 谷口淳二先生 講習会応用コース 衛藤光先生 
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・光と生体の関係についての説明は興味深かった。 

（2名） 
・紫色励起R-98の性能についてよく理解できた。 
・本光源は、太陽光スペクトルに近く目に為害作用

のあるブルーライトが大幅にカットされており、

歯科用LEDにふさわしいと思う。 
・充実した内容であるとは思うが、スライドが多す

ぎ、自社のPRがあまりに多すぎる。 
・紫色励起LEDを使用すれば、ユニットのLED無

影灯によるCR硬化が軽減できると思った。 
・今回のような講習会内容を大学などで学生が聴講

できる機会があれば、歯科にとっての色彩の重要

性を理解できる人が増えると思った。 
＜応用コース＞ 感想文の提出者：13名 
・ピーナッツアレルギー、子供の卵アレルギーや乳

製品アレルギーなどアレルギーについて良く理

解できた。また、皮膚アレルギーに対する考え方

が以前とは大きく異なって来ている事を認識し

た。（4名） 
・最新情報が多く、とてもためになった。（3名） 

・日常臨床に役立つ症例写真が多く見られ、大変参

考になった。（3名） 
・時間が足りず、もっと聴きたかった。 
・皮膚疾患と色との関係、口腔内粘膜疾患と色との

関係が良く理解できた。 
・口腔外科の先生による口腔粘膜疾患の提示とはま

た異なった視点からの正しい知識を習得できた。 
・同様な色調に見えても病名が全く異なる疾患が多

数ある事を知った。 
・久々に粘膜疾患の写真をみて、臨床で発見できる

様になろうと思った。 
・口腔の情報のみでなく、全身の関係についても興

味深く拝聴できた。 
・サイトカインを抑制する生物学的製剤が使用可能

となり患者さんへの効果が期待される。 
・入れ墨の話はとても興味深かった。 
・プリントがなかった。プリントは配布して欲しい。 
・本学会が歯だけではなく、口腔全体の色彩につい

ても勉強できる場である事をアピールできれば

会員増につながるのではないかと思われた。

 
 
 

 
 

 
 
日本歯科色彩学会の学会誌「歯科の色彩」24 巻 1

号に掲載された論文と第 25 回学術大会におけるポ

スター発表について表彰選考委員会で検討いたし

ましたところ、以下の論文と発表が平成 30 年度日

本歯科色彩学会賞および奨励賞に決定いたしまし

た。 
なお、受賞者には 7 月 22 日に行われた第 26 回日

本歯科色彩学会総会において堀田会長から賞状が

贈られました。 
＜論文＞ 
【学会賞】 

論文名：陶材の半透明性が積層色彩構築(レイヤ

リング)法に及ぼす影響 

著者：山本晋平、玄 太裕、村瀬由紀、小竹宏朋、

日下部修介、堀田正人 
【奨励賞】 

論文名：過酸化水素の pH が、ラジカル発生と色

素溶液の吸光度におよぼす影響 
筆頭著者：黒川千尋 

＜発表＞ 
【学会賞】 

演題名：嚥下内視鏡検査法における自動画像解析

の研究 
著者：木暮ミカ、小野真奈美、計良倫子、江川広

子 
【奨励賞】 

演題名：過酸化水素の pH が、ヒドロキシラジカ

ル発生と β—カロテン脱色におよぼす影響 

平成 30 年度日本歯科色彩学会表彰選考委員会報告 

優秀論文選考（表彰）委員会 委員長 平山聡司 
（日本大学松戸歯学部保存修復学講座） 
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筆頭著者：黒川千尋 
 
ここで紙面をお借りして日本歯科色彩学会表彰

選考について説明いたします。 
表彰は、「歯科の色彩」に掲載された論文と学術

大会における口演またはポスター発表の中から特

に優秀と認められた論文・発表に対して表彰いたし

ます。 
また、表彰には「学会賞」と「奨励賞」がありま

す。「学会賞」は筆頭著者および筆頭発表者の年齢

に制限がありませんが、「奨励賞」は若手歯科色彩

研究者の育成という目的から論文受理時の筆頭著

者の年齢が 37 歳未満、発表時の筆頭演者の年齢が

30 歳未満という規定がございますのでご注意くだ

さい。 
論文に関する主な選考基準は、①研究テーマにオ

リジナリティーがあるか、②歯科色彩分野における

科学的重要性があるか、③歯科色彩分野における臨

床的重要性があるか、④記載内容は研究目的、実験

方法および結果に基づき適切に記述されているか、

⑤図表の記載は適切か、⑥参考文献が適切に引用さ

れているか等です。 
発表に関する主な選考基準は、上記の①～⑤の項

目のほかに、⑥プレゼンテーションが見やすく美し

く仕上がっているか、⑦次の研究に繋がる将来性が

あるのか等々、質疑応答を通じて評価しています。

若手研究者にとっては厳しい指摘があるかもしれ

ませんが、評価委員は少しでも内容のある研究を、

そして歯科色彩研究者を育成する思いでアドバイ

スをしています。 
なお、今後の表彰選考に関して、表彰委員会委員

による評価結果とコメントを応募された筆頭者に

フィードバックいたします。選考結果の disclosure
と併せて、これからのより良き歯科色彩研究の発表

や論文作成の参考にして頂ければとの思いからで

す。 
 会員皆様からの論文投稿と学会発表をお待ちし

ています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 年 2 月 8 日（木）、標記の見学会・講習会が

17 名の参加者を得て開催されました。当初は、昨

年の春に発売された 3Shape 社の口腔内スキャナ

Trios3が光学印象の 3Dデータのみならずシェード

測定も可能であり、日本歯科色彩学会には格好の題 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

材と思われましたので、認定士委員会が別の代理店

と講習会開催に向けて折衝していましたが、シェー

ド測定に関して詳しく説明できる社員がいないと

のことで、一旦、頓挫していました。今回ストロー

マン・ジャパン株式会社（以下、ストローマン社）

左：論文学会賞受賞の 

山本晋平先生        

右：ポスター発表学会賞の 

木暮ミカ先生 

日本歯科色彩学会 2017 年度見学会・認定士講習会 

参加レポート 

認定士委員会 委員 中山友克 
（埼玉歯科技工士専門学校） 
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にお引き受けいただきこの度の見学会・認定士委員

会講習会の共催が実現しました。また、折角の機会

なので、ストローマンの補綴物、上部構造物、ガイ

デッドサージェリーなどの製造を担当するプラン

ト、エトコン・ジャパン株式会社（100%子会社、

エトコン社）の見学も併せて実施されました。 
見学会・講習会の会場は、エトコン社の所在地で

ある千葉県は成田空港の道を挟んで隣にある物流

施設プロロジスパーク成田３でした。 
会長挨拶の後、エトコン社代表取締役プラントマ

ネージャー山田一二三氏による同社プラントの概

要説明がありました。 
続いてストローマン社東京 West 販売部 CARES

マネジャー捻金良太郎氏による Trios3 の講習会が

行われました。 
Trios3 は、スキャナ部は小型なペンタイプとグリ

ップの付いたハンドルタイプがあり、スキャンデー

タの表示部は PC や画面が一体となったカートタイ

プと USB ケーブルでノート PC と接続するポッド

タイプがあり、カートタイプは販売実績が少ないと

のことでした。 
口腔内スキャンの操作としては、歯列の咬合面、 

唇・頬側面、舌側面を Trios3 の先端でなぞるよう

に動かしていくと PC の画面上に 3D データとなっ

た歯列が表示され、Real Color スキャンと呼ばれる

カラーの歯列データがリアルタイムで生成されま

す。 
Trios3 には、HD フォトと呼ばれる口腔内カメラ

機能も備えており、精密な写真データを 3D データ

と併せて記録することができ、マージンラインの確

認などに利用されています。 
今回、色彩の面で関心を持っていたシェード測定

に関しては、歯列の 3D データの任意の部位で

VITAPAN 3D-Master によるシェード表記が可能

であり、口腔内スキャナによるデジタルインプレッ

ションと相俟って口腔内の形状と色彩情報がすべ

てデジタルデータで伝送することが実現されまし

た。 

次にエトコン社のプラントを山田氏の案内によ

り見学しました。 
始めに 3D プリンタのセクションでガイデッドサ

ージェリー、歯列模型およびインプラント講習用顎

骨模型の製作について説明を受け、続いてプラント

の心臓部ともいえるミリングセクションに移りま

した。こちらではジルコニア、Co-Cr および Ti な
どを素材とし、クラウン・ブリッジ、コーピングお

よびカスタムアバットメントなどが加工されてい

ました。 
ドイツ KERN 社などの重量級 7 軸ミリングマシ

ンが複数台設備されていて、その 1 台ごとに∅

98.5mm の素材ディスク 48 枚と 100 本以上のミリ

ングドリルを備えてオートメーションで稼働して

いる様は圧巻で、さすがは世界最大のインプラント

メーカであるストローマン社のアジア地区のミリ

ング加工を担っているプラントであると感心しま

した（現在は日本のみの加工）。 
成田で受信した CAD データは一度、ドイツの基

幹サーバーに転送され、加工用の CAM データに変

換され、その後の加工に不具合がないことが確認さ

れた上で、成田のミリングマシンが加工を行います。 
ジルコニアのシンタリングファーネスなどの機

器は、ドイツの R&D センターで検証が行われ、ド

イツやアメリカのミリングセンターとも同じ機器

を使用し、焼成スケジュールなどもコントロールさ

れており、一定化された品質管理が実施されていま

した。 
受注したデータは現在どの工程にあるかはバー

コードで管理され、トレーサビリティも徹底されて

いました。 
ここまで機械化されていると機械の操作ぐらい

しか人の手が入る余地はなさそうですが、加工物と

画面の 3D データを突き合わせる作業は、以外にも

人の目の方が迅速かつ正確とのことでした。 
また、最終的な研磨などはハンドワークで仕上げ

られており、歯科技工士の技術が活かされていまし

た。 
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見学の最後には、3D プリンタで製作されたガイ

デッドサージェリーに参加者の名前が立体的に印

記されたものがプレゼントされ、同社の暖かな歓迎

に感謝の気持ちを抱きました。 
今回の見学会に参加して感じたことは、デジタル

デンティストリーの明らかな進展と今後の日本の

歯科技工士の仕事の行く末です。 
先日、こんな話を読みました。後進国といえば、

インフラの整備が遅れていますが、それが実は、強

力なアドバンテージとなって、広大なアフリカ大陸

のいたるところで、いま「リープフロッグ（カエル

跳び）現象」が起きているそうです。 
リープフロッグ現象とは、普通、技術は段階的に

進化を遂げていますが、従来のスタンダードなイン

フラの導入をひと足飛ばして、現在のニーズに合っ

た最新技術のインフラを利用して、一気に最先端に

進化する現象です。つまり、現代の最新テクノロジ

ーの浸透がとても速く、それまで固定電話回線網が

なかった場所でスマートフォンが爆発的に普及す

るなど、最先端技術がいきなり導入でき、その結果、

これまでにない革新的な情報革命が起きる可能性

があります。 
この事実を歯科技工に置き換えますと、日本の歯

科技工士は、養成機関で歯の形態や材料などの基礎

知識から歯冠修復や有床義歯補綴などの製作法ま

で実習を通して習得し、国家資格を得た上で、現在、

CAD/CAMや 3D プリンタなどと向き合う段階に来

ています。しかし、進化したデジタルデンティスト

リーのインフラが整えば、歯科技工士の資格制度や

技術の蓄積がない後進国でも、一足飛びに最先端の

補綴物の供給が可能になります。 
歯科に真のグローバリゼーション化が起こると

き、日本の歯科技工士は、基礎技術を裏付けとして

CAD/CAM を積極的に活用してアドバンテージを

保持するか、機械化できない精緻をきわめた補綴物

を製作する技術を鍛錬するかしなければ、現在の優

位性を保つことは困難になるのではないかと考え

させられました。 
最後になりますが、今回の見学会・講習会にご参

加いただいた皆様、詳細なご説明とご案内をいただ

きましたストローマン社とエトコン社の皆様、見学

会担当の中澤先生、ポスター制作の木暮先生、学会

事務局の先生方に御礼申し上げます。 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
事務局では、今後も歯科色彩学の発展のために微

力ながらサポートできますよう頑張っていく所存

でございます。皆様のメールアドレスの登録をお待

ちいたしております。また、御住所、所属など変更

ありましたら、お手数ですが事務局までご連絡よろ

しくお願い申し上げます。 

 
 
 
 
 
 
 

見学会・講習会を終えて 

学会事務局よりお知らせ 

庶務担当 村瀬由起 
（朝日大学歯学部口腔機能修復学講座 歯科保存学分野歯冠修復学） 

堀田会長と学会役員 
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年会費納入のお願い 
 
年度初めに機関誌と一緒に年会費納入のお知ら

せを同封させていただきました。未納の会員の皆様

は、下記の郵便局口座に必要事項を明記の上お振込

み下さい。よろしくお願いいたします。 
 
振込先 郵便振替口座 00850-6-184321 

口座名「日本歯科色彩学会」 
 
住所等の変更がありましたら必ず明記をお願い

いたします。 
 

日本歯科色彩学会 事務局 
〒501-0296 
岐阜県瑞穂市穂積 1851-1 
朝日大学歯学部口腔機能修復学講座 
歯科保存学分野歯冠修復学 
村瀬由起 

murase@dent.asahi-u.ac.jp 
Tel  058-329-1442  Fax  058-329-1442 

 
 

 

【編集後記】 

 

 
ニュースレター62 号では、7 月に行われた第 26

回学術大会の模様を大会長の平山先生より詳細な

レポートを寄稿していただきました。会員の皆様に

は夏の風物詩ともいえる学術大会ですが、平山先生

を筆頭に講座の先生方が一丸となって周到な準備

の下、ホスピタリティあふれる運営のおかげさまで、

参加者の皆様は有意義な学術交流がなされたので

はと推察いたします。日本大学松戸歯学部保存修復

学講座の先生方にこの場を借りて御礼申し上げま

す。 
 夏の風物詩といえば、高校野球もその一つですが、

今年は秋田県代表の金足農業高校の快進撃による 
準優勝が大きく報道されていました。特に予選から 
決勝まで一人で投げぬいていた吉田輝星選手が注

目を集めていました。浅黒く日焼けした健康的な笑 

   
 
 

顔に真っ白な口元が印象的でしたが、実はあの口元

にはマウスピースが装着されていたそうです。一部

では吉田選手は「マウスピース王子」と命名されて

いるようです。スポーツ選手の口腔を保護するマウ

スピースは、カラフルな素材が販売されていますが、

競技によって色の規定があり日本高校野球連盟の

ホームページでは「マウスガード（マウスピース）

は、白または透明なものに限り使用を認める。」と

制限されています。今後、この分野の知識も深めた

いと感じた夏でした。 
 来年の 7 月には第 27 回学術大会が埼玉県川越市

にて開催されます。埼玉の小江戸にて行われる夏の

風物詩へ多くの会員の皆様がご参加賜りますこと

を切にお願い申し上げます。 
（中山友克） 

 

 

日本歯科色彩学会ニュースレター編集委員会  金子 潤、中山友克、元呑昭夫、齊藤 誠、小澤有美 


