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 第 30 回日本歯科色彩学会総会・学術大会を 2023

年 7 月 8 日（土）・9 日（日）に岐阜じゅうろくプラ

ザで開催します。学術大会のメインテーマは「色彩感

覚を磨く」にしました。 

7 月 8 日（土）午後に常任理事会、理事・評議員

会、総会などを予定しています。コロナの感染状況を

見据えながら、できれば対面での会員懇親会も計画

したいと思います。 

7 月 9 日（日）は、じゅうろくプラザホールでの講

演ならびにポスター発表を予定しています。午前の

部では、特別講演を 2 題予定しております。特別講

演 1 では、理事長講演として新海航一先生（日本歯

科大学新潟生命歯学部・教授）に「コンポジットレジ

ン修復のシェードマッチング」についてお話しいた

だきます。特別講演 2 では、カラープランナーの武

田里美先生（日本流行色協会、JAFCA）を講師とし

てお招きし、「時代を映し出すカラートレンド」につ

いてお話しいただきます（こちらは公開講座の予定

です）。午後の部では、講習会 1 として「色彩学的な

立場からオールセラミックス修復を考える」につい

て貞光謙一郎先生（奈良市開業）、講習会 2 として「コ

ンポジットレジンの積層に

よる色調再現性」について池

田正臣先生（東京医科歯科大

学・教授）にお話しいただく

予定です。 

一般演題はポスター形式

でホール入り口のスペース

に掲示していただく予定で

す。協賛企業の展示も予定し

ておりますので、是非とも多く方々にご参加いただ

き、闊達なご議論を期待しております。 

会場である岐阜じゅうろくプラザは、岐阜駅と直

結していて大変便利です。周辺地域には飲食店も多

く、学会のみならず夏の岐阜観光もお楽しみいただ

けます。 

皆様と岐阜の地でお会いできますことを楽しみに、

大会事務局一同準備してまいりますのでどうぞ宜し

くお願いします。 

 
＊詳しくは大会ホームページ 

（https://www.jacd30.jp）をご覧ください。 

 

  

第 30 回日本歯科色彩学会 総会・学術大会のご案内 
大会長 二階堂 徹 

（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） 

 

二階堂徹大会長 
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“特集”「私の研究室紹介」も第 3 弾となりました。

大学や研究所などにご所属の会員の先生方から所属

先の紹介記事をお寄せいただくことで、会員同士の

交流や共同研究のきっかけになればと考えておりま

す。お忙しい中、原稿をご執筆いただいた新海航一先

生に心より感謝申し上げます。 

（ニュースレター編集委員長 金子 潤）

本講座（当時歯科保存学教室第 2 講座）が本学新

潟生命歯学部（当時新潟歯学部）に設置されたのは

1973 年 5 月であり、4 年後の 1977 年 6 月に初代教

授として加藤喜郎先生（現日本歯科大学名誉教授）が

就任され、2011 年 4 月まで 34 年間の長きにわたっ

て研究、教育および診療について舵取りを務められ

た。その間、2003 年 4 月に本学は機構改革により講

座と診療科に二元化され、講座は教育と研究が主務

となったが診療も行っている。2011 年 6 月からは、

私が二代目教授として本講座の船頭役を引き継いで

いる。 

 現在の講座メンバーは、教授 1 名、准教授 1 名、

助教 3 名、大学院生 6 名、客員教授 1 名、非常勤講

師 16 名であり、常勤の医員は 5 名と少人数ながらも

学生教育、研究および診療に対して日々精力的に携

わっている。学生教育については、客員教授と非常勤

講師の先生方からのご支援をいただきながら、保存

修復学に関する講義（3、5 および 6 学年）と実習（4

学年）を担当している。診療は総合診療科にて一般診

療を行っており、保存治療のみならず補綴治療や口

腔外科治療を含めた一口腔単位での歯科治療を行っ

ている。診療室にはマイクロスコープや歯科用レー

ザーが設置されており、マイクロスコープを駆使し

て精密な歯冠修復治療や正確な歯内治療に努め、歯

科用レーザーは歯肉切除や歯周ポケット掻把など歯

周治療に活用している。研究は、大学院生が中心とな

って進めている。大学院生は、私をはじめ鈴木准教授

そして助教の先生方の研究指導を仰ぎながら、各自

の研究テーマを鋭意遂行している。 

 研究テーマは、高分子系直接歯髄覆罩システムの

開発、抗菌的光線力学療法（aPDT）を用いた感染象

牙質の殺菌、レーザー切削象牙質の接着性改善、間接

修復材料の接着性改善、歯や修復材料の色彩学的検

討、レーザー照射や各種イオンが歯髄幹細胞へ及ぼ

す影響など、多岐にわたる。これまでの研究成果の大

半は国際誌に掲載されており、今後もこの姿勢を崩

さずに努力していきたい。 

 2019 年の年末に始まったコロナ禍

によって、講座内の親睦行事は 3 年間

にわたって中断されてしまった。本学

会においても然りである。一刻も早く

COVID-19 が収束し、懇親会が自由に

開催できる日々が訪れることを願って

いる。 

“特 集” 
 ～私の研究室紹介～ 

日本歯科大学新潟生命歯学部 歯科保存学第 2 講座 
新海 航一 

講座員の集合写真 
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見学会委員会 （委員長 中澤 章）
  

2022 年度 日本歯科色彩学会 「電塾」 見学会  

スマートフォンを中心とした最新デジタル写真事情  

  
コロナ禍でオンライン開催になっておりました見

学会ですが、今年度は実地開催を企画しましたので

ご案内いたします。最近はスマホでシェード写真を

撮る歯科医師も多いようですが、技工サイドでは色

がわかりにくいという声が出ています。その色を何

とかできないかということで、電塾主催の（株）Lab 

の鹿野 宏様、スマホカメラの画質設計をしている電

塾メンバーの板垣 秀星様に、「スマートフォンを中

心とした最新デジタル写真事情」について解説と実

演をしていただきます。 

正しい色彩を記録できる照明光、スマホのカメラ

の物凄い仕組み、スマホカメラで「歯の色合わせが可

能な撮影」は可能？など盛りだくさんな内容です。ま

た、初心者の方でも楽しくご参加いただけるよう、

SNS で映えるスマートフォン撮影法についても触れ

ていただきます。奮ってご参加いただきますようご

案内申し上げます。なお感染状況によってはオンラ

イン開催になることもありますことを予めご了承下

さい。  

 
日 時：2023 年 3 月 26 日（日）  

13:15 開場  

※理事・評議員会の開催はありません。  

13:30 見学会  

講演①光と色と目のお話：鹿野 宏 先生 

休憩  

14:30 講演②スマートフォンカメラならではの画

像処理：板垣 秀星 先生 

 
休憩  

15:30 講演とデモ iPhone / Android  

16:30 終了  

17:00 懇親会  

  
場 所：浅草 JRA パークホールビル 3F  

〒111-0032 東京都台東区浅草 2-10-11   

JRA ウィンズ浅草の斜め向かい  

  
交 通：つくばエクスプレス：浅草(TX)駅 A1-1 出

口から徒歩約 1 分／東京メトロ銀座線：田原町(東

京都)駅 3 出口から徒歩約 7 分／都営浅草線：浅草

駅 6 出口から徒歩約 7 分／東武伊勢崎線（東武ス

カイツリーライン）：浅草駅から徒歩 12 分／都営

バス：浅草雷門（系統によって停車場所が異なりま

す）／めぐりん：東西めぐりん 28 浅草(TX)駅徒歩

1 分／南めぐりん 16 浅草菊水通徒歩 3 分  

  
定 員：先着 50 名まで  

  
参加費：会 員 1,000 円／学生無料（大学院生は

除く） 

非会員 5,000 円  

事前に会員申込の手続きを行っていただければ

会員会費になります。 なお、今回入会された方

の年会費は次年度（2023 年 4 月～）に充当いた

します。 

お知り合いの方を会員にご勧誘いただけますと

幸いです。  

 

2022 年度 各種委員会報告 
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その他：  

・見学会の参加は、認定士更新のためのポイントに 

なります。  

  
懇親会：  

・懇親会を開催いたします。参加をご希望の方は合 

わせてお申込みください。  

場 所：浅草天麩羅 葵丸進（あさくさてん

ぷら あおいまるしん）  

〒111-0032 東京都台東区浅草 1-4-4 

時 間：17:00～19:00  

参加費：7,000 円（予定）  

  
申込み方法（メール）：  

・会場準備の都合上、事前申し込みをお願い申し上 

げます。  

・当日受付はございません。  

 ［送信先］ jacd@ngt.ndu.ac.jp  

 

［メールの件名］ 見学会参加希望  

［メールの本文］ 

お名前 

会員種別（会員 or 今回から会員 or 非会員） 

懇親会参加の希望の有無  

 ※事務局より折り返し詳細をメールさせていた

だきます。 2～3 日経過しても折り返しのメー

ルがない場合は、お手数ですがお電話（025-211-

8173）でお問い合わせください。  

 
申込期限：2023 年 3 月 23 日（木）  

  
事 務 局：日本歯科色彩学会事務局 

日本歯科大学日本歯科大学新潟生命歯学部 

歯科保存学第 2 講座内（担当：鈴木）  

見学会の内容に関するお問い合わせ：  

中澤 章（中澤歯科クリニック）  

TEL&FAX：03-3846-4618  

Email: nakazax@fa2.so-net.ne.jp   
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国内渉外委員会 （委員長 市村 葉） 

  
3 月からマスク着用が緩和されるようで、ようやく

コロナ禍にも明るい兆しが見えてきているようです。

学会をはじめ、徐々にではありますが、通常の対面形

式に戻っていくことと思われます。 

 これまでの間も、他学会の Web 会議などで、色彩

学会の宣伝も兼ねて活動状況や見学会の報告等を話

題に挙げてきました。ただ、まだまだ認知度が低く興

味を示される方が少ないことも痛感しました。その

中で、Web サイトを提示すると、多少は閲覧して下

さる方も居るようで、直接学会に足を運ばれること

が無いであろう方たちとの接点という意味で、Web

の存在は大きいと思います。それには、ホームページ

作成に関わる部門にもご協力を頂かないとなりませ

んが、渉外委員会も、効率良く情報を発信する方法の

開拓をするなど、他委員会や他部門、他学会等を含め

た連携も重要になってくると思います。 

身内贔屓かもしれませんが、毎回の見学会は、大変

楽しく興味深いもので、色彩に興味が無い方でも有

意義に感じられる内容だと思っています。その見学

会の一部や学術大会のダイジェスト等を会員以外に

も公開し、歯科色彩学会に興味を持つきっかけにで

きれば良いのではないかと思います。 

 Web に頼りすぎかもしれませんが、何か今までと

は違うアプローチから探ってみるのも 1 つの方法で

はないかと考えています。 

コロナ禍を理由に滞っていた国内渉外活動の再始

動を目指し、Web の充実から、渉外委員会の活発化

を試みたいと思います。今後とも宜しくお願い致し

ます。 

    
機関紙編集委員会 （委員長 堀田 正人） 

   
平素より機関紙「歯科の色彩」編集委員会の運営に

つきまして、深いご理解とご協力を賜り厚く御礼申

し上げます。今回、会員の皆様に機関紙「歯科の色彩」

の現在の動きを伝えるべく機関紙編集委員会の動向

（活動内容や今後の予定等）について報告致します。 

 現在の機関紙編集委員会は新海航一会長から指名

を受けた金子 潤先生、新海航一先生、平山聡司先生、

市村 葉先生と私（堀田正人）の 5 名で 2019 年４月

から始動し、現在まで取り組んでまいりました。現在、

取り組んでおりますのは 2023 年 3 月 31 日発行予定

の「歯科の色彩」第 29 巻 第 1 号で、原著論文 3 編、

総説論文 1 編の投稿があり、査読は終了しておりま

す。査読（ピアレビュー）は査読者の皆様により論文

の質向上のために投稿論文に対して建設的なコメン

トをして頂き、それに従った投稿者による修正等も

終了している状態です。今後はメールによる編集会

議後、発行となる予定です。私は編集委員長を拝命致

しておりますが、編集委員でもある新海会長と学会

事務局の格別のご協力と編集委員の支えを賜りまし

て、スムーズに発刊まで進行することができている

と感じております。 

 私は機関紙「歯科の色彩」は日本歯科色彩学会の顔

であると思っております。日本歯科色彩学会での発

表が終わったら「歯科の色彩」に投稿をお願いしてい

るのですが、残念ながら投稿数は伸びておりません。

学会発表された多くの研究成果やデータが投稿され

ずに眠っていることは非常に残念なことです。学会

発表だけに終わらず、「歯科の色彩」に投稿をよろし

くお願い致します。また、「歯科の色彩」の投稿の内

訳は基本的に原著論文と総説ですが、症例報告、技術

報告、短報等の論文投稿も広く募集しております。臨

床（実践）から得られる知見等を提供することで読者

に新しい視点や知識、動向を伝えることになると思

います。歯科の色彩（歯や歯肉の色、舌や口腔粘膜の

色、歯科材料の色等）に興味のある先生方が投稿した

いと思うジャーナルになるべく今後も努力していき

たいと思っております。編集委員一同、会員の皆様の

投稿を心よりお待ちしております。 
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 また、会員の皆様から「歯科の色彩」の編集や取り

組みに対してご意見やご提案等がございましたら 

是非、編集委員会までお寄せ下さい。 

 
  

認定士委員会 （委員長 中山 友克）
  
認定士委員会では、認定士資格の審査や制度運営

を行うと共に、学術大会「講習会 2」の企画・運営を

担当しています。 

 第 30 回学術大会では、池田正臣先生（東京医科歯

科大学）より「歯科技工に関連する色彩学」について

講演いただく予定です。本講演が歯科色彩の分野で

ご活躍されている先生方のご研究に資することがで

きるよう準備しています。 

 また、認定士資格取得の申請も随時受け付けてお

りますので、まだ取得されていない先生方もぜひ取

得していただき、歯科色彩学の高度な研究と水準の

維持向上を図っていければ会の発展にもつながりま

すので、ご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げ

ます。 

 

ニュースレター編集委員会 （委員長 金子 潤） 
 

2022年度のニュースレターは例年通り 9月および

3 月に発行することができました。ニュースレターの

役割は、会員に学会の活動を定期的に発信するする

ことにより、本学会に対する理解を深めていただく

ことだと考えています。この定期的な発信によって

会員の学会に対する信頼感や親近感が醸成されれば、

学会の発展に少しでもつながるのではとの思いがあ

ります。現在、ニュースレター編集委員会は中山友克

先生、小澤有美先生、そして金子の 3 名で編集作業

を行っています。今後も会員の先生方に学会活動の

情報をできるだけ迅速にお送りすべく努力してまい

ります。ニュースレターの原稿依頼が届きましたら、

何とぞご理解とご協力のほどお願いいたします。 

 

ホームページ委員会 （委員長 木暮 ミカ） 
 
本学会ホームページのリニューアルについて 

この度、日本歯科色彩学会は公式ホームページを

リニューアルしました。リニューアルのポイントは

以下の通りです。 

1. スマートフォン対応：パソコン以外でも快適に閲

覧できるよう、スマートフォンを含むマルチデバ

イス対応にいたしました。 

2. 色彩設計やバナーにトレンドを加味した新デザ

イン：サイト全体のベーストーンはソフトなラベ

ンダー色とし、優美な印象のページになるよう心

がけました。 

3. コンテンツの拡充：ホームページをより快適にご

利用いただくため、新たに「お問い合わせフォー

ム」を設置いたしました。 

4. 各種 SNS のアカウント開設：本学会公式 SNS

（Facebook、Instagram、TikTok、Twitter）を

開設し、ホームページ下部に常設しました。 

5. SEO 対策：サイトの検索順位を上げるためには

細かなルールがあります。今回のリニューアル以

降は、常時 SSL 化やスマホ表示、Web フォント

使用、定期的なエラーチェックといった対応を行

うことでサイト全体の信頼性を向上させ、検索エ

ンジンでの SEO 対策（検索結果の上位表示対策）

を取っていきたいと思います。 

なお、今回のリニューアルでは新たな試みとして、

「会員専用サービス」と啓発用コンテンツの設置を

検討しております。「会員専用サービス」は鍵付きの

セキュアなページを構築し、各種の支払いや学会誌

「歯科の色彩」バックナンバーの閲覧などを想定し

ております。また、啓発用コンテンツについてはサイ
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トの一部をブログ化し、「歯の色の話」を基に定期的

に歯科の色彩にまつわる知識を発信することで、本

学会の認知度の向上と会員増加に繋がるのではない

かと思い、とりあえずバナーだけ設置してみました。

いずれにせよ具体的なサービスの内容と運用は会員

の先生からのご要望を伺って決定したいと思います

ので、ご検討の程よろしくお願いします 

本学会ホームページのリニューアルは長年の懸案

事項でありましたが、今回のリニューアルを機に学

会に関する情報を積極的に公開し、学会の知名度向

上と更なる会員獲得を図る所存ですので、会員の皆

様のご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

 

リニューアル後のトップページ 
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日頃より本学会の運営にご理解をいただき誠にあ

りがとうございます。さて、本学会は機関誌として

「歯科の色彩」を年一回発行（3 月）しております。

原著以外にも症例報告、総説、技術紹介、レビューな

ども随時受け付けておりますので、歯科領域の色彩

関連で報告できる“素材”をお持ちの会員の方がいら

っしゃいましたら、是非ご投稿いただければと思い

ます。投稿に関してご不明な点がございましたら学

会メールアドレス（jacd@ngt.ndu.ac.jp）にお問い合

わせ下さい。 

 
 
【編集後記】 

東洋経済オンラインの 2023 年 1 月 2 日配信記事

「なぜ日本人の｢色彩感覚｣は世界で賞賛されるのか」

（桜井 輝子 氏：東京カラーズ株式会社代表取締役）

が目に留まりました。 

 著者がかつて、色彩教育を学ぶため北欧スウェー

デンへ留学した時のエピソードで、メキシコから来

たクラスメイトから「日本人の色彩感覚や色彩文化

はエクストラオーディナリー（extraordinary：普通

でない・並外れた・異常な）だ」と言われ、「なぜそ

う思うのですか？」と尋ねたら、「季節の移り変わり

とともに配色を変えたり、非常に繊細な色を使い分

けるから」という答えが返ってきたそうです。 

日本人が歴史の中で育んできた色彩感覚は、春夏

秋冬の区別がはっきりしているが故に、四季折々の

植物や自然現象と連動して、季節の変化を感じ取っ

てきたと述べられています。 

関東では 2 月下旬から梅が咲き、3 月下旬には桜

の開花も予想されています。3 月 26 日には、見学会

でスマホのカメラ撮影を学んだ後に浅草の桜を見物

して、日本の四季の移ろいを写真に残してみません

か？ 
（中山 友克）

 

 

 

学会事務局よりお知らせ 

幹事 鈴木 雅也 
（日本歯科大学新潟生命歯学部 歯科保存学第２講座） 

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、小澤 有美 


