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巻　頭　言

with コロナの中で、そして、after コロナを見据えて
一般社団法人日本歯科審美学会  理事長　大槻昌幸

　会員の皆様におかれましては、新

型コロナウイルス感染症の流行の中

でのご診療等、さぞかし大変な状況

にあることとご拝察申しあげます。

私は、藤澤政紀前理事長の後を受

け、本年5月30日に本学会理事長を

拝命いたしました。6,000名近くの

会員を擁する伝統ある本学会に少し

でも貢献できるよう、微力ながらも

全力を尽くす所存です。

　昨年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、学術大会は誌

上開催となり、ホワイトニングコーディネーター認定試験も開催

できませんでした。一方で、関係者の多大なご尽力により、学術

講演会およびホワイトニングコーディネーター講習会はオンライ

ンで開催することができ、また、認定医・認定士の口頭試問もオ

ンラインで実施することができました。一方で、今年度の学術大

会は、宮崎真至 大会長のもと、感染防止に十分に配慮しつつ現

地で開催できるよう準備を進めております。新型コロナウイルス

感染症流行の中での学会のあり方「with コロナ」、流行が終息

後の学会の方針「after コロナ」を皆様とともに早急に考えてま

いりたいと思います。

　会員の皆様をはじめとする歯科医療関係者のご尽力で、「審美

歯科」「審美歯科治療」という言葉は国民に広く周知され普及し

てきたように思います。一方で、「審美治療」は「様々な治療の

方法が含まれ、そのいずれの治療を提供するのかという点が明確

ではなく、誤認を与える可能性があると考えられ、広告できませ

ん（医療広告ガイドラインに関するＱ＆Ａ、A3-18）」とされて

います。本学会では、「歯科審美学とは、顎口腔系における形態

美・色彩美・機能美の調和を図り、人々の幸福に貢献する歯科医

療のための教育および学習に関する学問体系である（日本歯科審

美学会教授要綱）」と明確に定義しております。残念ながら、こ

れは国民の皆様にとっては少しわかりにくい表現のように思いま

す。「審美歯科治療」および「歯科審美学」について、国民に皆

さんにわかりやすい表現で再定義を行い、これを会員の皆さんと

ともに国民の皆様に周知することが急務と考えております。今後

とも会員の皆様の、ご協力をお願い申しあげます。







セミナー報告

2020年度第3回学術講演委員会主催学術セミナーのご報告
学術講演統括委員会  統括者　武部　純

　2021年3月にWebを使用したオンデマンド方式による「第3

回学術講演委員会主催学術セミナー」を開催いたしました。ご聴

講いただきました会員の皆さまには深く感謝を申し上げます。

　歯科医師・歯科技工士向けとした講演Ⅰでは、行田克則先生

（東京都開業）に「はっきりさせたい歯周病と付着（接合）上皮内

マージンの違い」、歯科衛生士向けとした講演Ⅱでは、小林明子

先生（小林歯科医院）に「補綴修復材料を考えたプロケア」をご

講演いただきました。行田先生、小林先生には、とても解りやす

いご丁寧な語り口調にて、臨床データを交えた貴重な症例をご教

示いただき、まるで会場で聴講しているような臨場感あふれるご

講演を賜りました。

　開催日程は3月10日から3月25日の期間とし、この期間内で

あればいつでも聴講できる方式といたしました。学会として初め

ての試みでしたが、おかげさまで好評のうちに終了することがで

きました。この度、セミナー講師としてご快諾いただき、ご講演

を賜りました行田先生、小林先生、そして協力企業の皆様からの

ご支援・ご高配を賜りましたことに心より御礼を申し上げます。

日本歯科審美学会 学術セミナーの訂正とお詫び

　日本歯科審美学会Onlineセミナー小林明子のセミナーにおけ

る素材による硬さの表におきまして訂正があります。表では

e.maxの硬さを5800Hvと表示しましたが正しい強度は曲げ強

度表示で約500Mpaです（プレス470Mpa:Ivoclar vivadent公

表値）。ビッカース硬さと曲げ強度は試験方法が異なるため、通

常のセミナーでは詳しく解説するのですが、今回はこの説明を省

いてしまい、さら表示した数字も誤りがありました。皆様に混乱

を招いてしまい申し訳ありませんでした。ここに訂正しお詫び申

し上げます。

行田克則先生 小林明子先生　



セミナー報告

ホワイトニングコーディネーター資格更新講習会のご報告
ホワイトニングコーディネーター委員会  委員長  大森かをる

　ホワイトニングコーディネーター

委員会では、2007年から2020年

3月までに全国各地で51回のホワイ

トニングコーディネーター講習会・

認定試験を開催し、多くのホワイト

ニングコーディネーターを輩出して

まいりました。しかし、新型コロナ

ウイルス感染拡大のため、１年以上

講習会の開催を見送らなければなら

なくなりました。そして現在も感染拡大の収束を見ず、集合型の

講習会・セミナー等は実施が難しい状況が続いています。

　そこで委員会では、このような状況下でもホワイトニングコー

ディネーターの皆さんにホワイトニングの基礎と新しい情報をお

伝えできないかと協議し、2021年3月15日から31日までの期

間で、webを用いたオンデマンド方式の講習会を開催いたしま

した。登録してくださった方は400名以上で向上心の高い歯科

衛生士さんの多さに感心いたしました。

　講義の内容は、歯のホワイトニング基礎編（昭和大学・佐藤祥

子先生）と臨床編（日本歯科大学・柵木寿男先生）で１時間ずつ制

作していただきました。今回の講習会は、ホワイトニングコーデ

ィネーター資格の更新者向けに開催しました。ご存知のようにホ

ワイトニングコーディネーター資格の更新には、3年間に日本歯

科審美学会が主催する学術大会・セミナー・シンポジウム・ホワ

イトニングコーディネーター講習会等に2回以上の参加が必要と

なりますが、本講習会に参加することにより、このうちの「1回

分」といたしました。受講後は、講演中に表示されたキーワード

を記入して申請が終了した方に受講証明書を発行しました。これ

は、更新手続きの際に必要となりますので大切に保管していただ

きたいと思います。

　今後は、前述の内容にカウンセリングとケア、Q&Aを追加

し、オンデマンド形式の講習会を開催し、受講してくださった方

には、各地分散してなるべく近くの会場で認定試験を受けていた

だく方向で準備を続けております。詳細が決定次第、ホームペー

ジに掲載いたしますので、もう少しお待ちください。よろしくお

願いいたします。











賛 助 会 員 一 覧

Ivoclar Vivadent株式会社
〒１１３-００３３ 東京都文京区本郷1-28-24 

Tel: 03-6801-1301
http://www.ivoclarvivadent.jp

相田化学工業株式会社
〒１８３-００２６ 東京都府中市南町6-31-2

Tel: 042-366-1201
http://www.aida-j.jp

グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社
〒１０７-００５２ 東京都港区赤坂1-8-1 
赤坂インターシティAIR
Ｔel: 03-4231-5108
http://glaxosmithkline.co.jp/gsk-chj/

医歯薬出版株式会社
〒１１３-８６１２ 東京都文京区本駒込1-7-10

Ｔel: 03-5395-7630
http://www.ishiyaku.co.jp

ウルトラデントジャパン株式会社
〒１５１-００７１ 東京都渋谷区本町1-7-5
初台村上ビル4F
Ｔel: 03-5365-1760
http://www.ultradentjapan.com

クインテッセンス出版株式会社
〒１１３-００３３ 東京都文京区本郷3-2-6
クイントハウスビル
Ｔel: 03-5842-2270
https://www.quint-j.co.jp

カボデンタルシステムズ株式会社オームコジャパン
〒１４０-０００１ 東京都品川区北品川4-7-35
御殿山トラストタワー15階
Ｔel: 03-6859-0065
http://www.kavo.co.jp

長田電機工業株式会社
〒１４１-８５１７ 東京都品川区西五反田5-17-5

Ｔel: 03-3492-7651
http://osada-group.jp/

石福金属興業株式会社
〒１０１-００４７ 東京都千代田区内神田3-20-7

Tel: 03-3252-8471
http://www.ishifuku.co.jp

サンメディカル株式会社
〒５２４-００４４ 滋賀県守山市古高町571-2

Tel: 077-582-9981
http://www.sunmedical.co.jp

株式会社ジーシー
〒１１３-００３３ 東京都文京区本郷3-2-14

Ｔel（お客様窓口）: 0120-416480
http://www.gcdental.co.jp/

クラレノリタケデンタル株式会社
〒１００-０００４ 東京都千代田区大手町1-1-3 
大手センタービル
Ｔel（フリーダイヤル）: 0120-330922
http://www.kuraraynoritake.jp/



株式会社松風
〒６０５-０９８３ 京都市東山区福稲上高松町11

Ｔel: 075-561-1112
http://www.shofu.co.jp/

スリーエム ジャパン株式会社 
〒１４１-８６８４ 東京都品川区北品川6-7-29

Ｔel（コールセンター）: 0120-332329
http://www.mmm.co.jp/hc/dental/

株式会社メディカルネット
〒１５１-００７２ 東京都渋谷区幡ヶ谷1-34-14 
宝ビル 3階
Tel: 03-5790-5263
https://www.dentwave.com/

ペントロン ジャパン株式会社
〒１４０-００１４ 東京都品川区大井4-13-17-5F・6F

Tel: 03-5746-0316
http://www.j-pentron.com/

株式会社モモセ歯科商会　
〒５４３-８６９１ 大阪市天王寺区南河堀町6-35

Tel: 06-6773-3333
http://www.momose-dm.co.jp

株式会社モリムラ
〒１１０-０００５ 東京都台東区上野3-17-10

Tel: 03-3836-1871
http://www.morimura-jpn.co.jp/

株式会社ヨシダ
〒１１０-８５０７ 東京都台東区上野7-6-9

Tel（コンタクトセンター）: 0120-178-148
http://www.yoshida-dental.co.jp

株式会社モリタ
〒５６４-８６５０ 大阪府吹田市垂水町3-33-18

Tel: 06-6380-2525
http://www.dental-plaza.com

株式会社トクヤマデンタル
〒１１０-００１６ 東京都台東区台東1-38-9
イトーピア清洲橋通ビル7F
Ｔel（フリーダイヤル）: 0120-54-1182
https://www.tokuyama-dental.co.jp

デンツプライシロナ株式会社
〒１０６-００４１ 東京都港区麻布台1-8-10

Ｔel（フリーダイヤル）: 0120-789123
https://www.dentsplysirona.com

株式会社東京技研
〒１５８-００８７ 東京都世田谷区玉堤1-25-13

Ｔel: 03-3703-5581
http://www.tokyogiken.com/

株式会社茂久田商会
〒６５０-００４７ 神戸市中央区港島南町4-7-5

E-mail: info@mokuda.co.jp
http://www.mokuda.co.jp/
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