
 

-1- 

歯科麻酔学講座 
 

プロフィール 

 

1. 教室員と主研究テーマ 
 

教  授   一戸 達也   全静脈麻酔に使用する薬物の抗侵害作用から見た薬物相互作用  

准 教 授   福田 謙一   鎮痛関連物質受容体の遺伝子多型研究  

術後痛のための個別化医療 

歯科回避患者の病態分析と心拍変動解析 

講  師   半田 俊之   プレガバリン、トラマドールの臨床的有用性の検討 

松浦 信幸   静脈内鎮静薬の生体機能（運動機能）に及ぼす影響に関する研究 

静脈内鎮静における効果的鎮痛と体動抑制に関する研究 

助  教   松木由起子   歯科恐怖症患者への精神鎮静法の適切な応用の検討 

塩崎 恵子   下顎枝矢状分割術時の術中出血量に対するレミフェンタニルの影響 

井出 智子   レミフェンタニルの顎変形症手術における出血量の検討 

佐塚祥一郎   口腔外科手術における術後遷延痛の評価 

岸本 敏幸   アミド型局所麻酔薬の表面麻酔効果 －体性感覚誘発電位を用いた検討－ 

久木留宏和   多孔式カテーテルを用いた持続浸潤麻酔法による腸骨創部における術後疼 

痛の研究 

レジデント  小野寺隆昭   レミフェンタニルの出血量抑制効果 

       前納  允   日帰り全身麻酔における各種薬剤の覚醒・回復に及ぼす影響 

大学院生   岡本 聡太   揮発性麻酔薬の濃度変化が口腔組織血流量に及ぼす影響について 

川口  綾   口腔粘膜支配三叉神経説neuron（痛覚特異的neuron群）の特性解明 

－ラット三叉神経節細胞を用いたpurinergic receptorsの発現 

本田 至史   慢性口腔顔面痛患者の病態分析 

吉田 香織   術後痛のための個別化医療 

若杉由美子   レミフェンタニル併用下でのセボフルラン麻酔における下顎枝矢状分割 

        術施行時の術中出血量の比較 

澤口 夏林   ミダゾラム・プロポフォール併用およびプロポフォール単独の静脈内鎮静 

が自律神経活動に及ぼす影響に関する比較研究 

二宮  文   ミダゾラムによる静脈内鎮静中の高濃度酸素吸入が呼吸機能に与える影響 

半沢  篤   術後痛のためのセレコキシブの臨床的有用性の検討 

佐藤 彩乃   ｉPS細胞由来神経提を用いた象牙芽細胞への分化 

野口 智康   咀嚼筋・筋筋膜疼痛患者の病態分析 

萩原 綾乃   静脈内鎮静薬が疼痛閾値に及ぼす影響に関する研究 

平田 淳司   全身麻酔下に使用する薬剤が口腔組織血流量に及ぼす影響 

荻原 有記   iPS細胞から象牙芽細胞への分化・誘導の機序 

柏木 航介   顎顔面痛(舌痛症、帯状疱疹後神経痛)の発生病態 

小林紗矢香   全身麻酔に使用する薬物が口腔内組織に及ぼす影響について 

重藤 玲子   口腔粘膜神経支配三叉神経節ニューロン（痛覚特異的neuron群）におけ 

る痛覚受容機構の解明 

髙橋香央里   鎮痛関連遺伝子多型の情報に基づく術後24時間内フェンタニル投与量の 

予測式の改善 

 

2. 成果の概要 
 
1) 外科的矯正術術後における患者自己調節鎮痛法に影響を及ぼす因子の検討 
患者自己調節鎮痛法を用いて外科的矯正術術後の鎮痛薬量を評価した。術後 24時間総使用量に男女に

よる有意差は認められなかった。手術中の麻薬の種類（フェンタニル・レミフェンタニル）により術後鎮

痛薬使用パターンに有意差を認めるが、術後24時間総使用量に有意差は認められなかった。 

下顎骨単独群に比べ、上下顎骨群で術後24時間総使用量が有意に多かった。術後鎮痛に性別は関与しな 

いことが示唆された。覚醒が早いレミフェンタニルは手術直後から鎮痛薬の使用を認め、早期の術後鎮痛 

が必要であることが示唆された。興味深い点として、使用パターンは異なるが術後24時間総使用量にお 

いて有意差が認められない点である。本研究では手術部位が下顎骨単独群に比べ上下顎骨群で使用量が多 
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かった。手術部位が多くなれば鎮痛薬使用量が増えることが経験的に知られており、本研究においても手

術部位が多い方が鎮痛薬使用量が多いことが示された。 

 

PLoS One 9(6)：e98548，2014. 

 

2) 東京歯科大学千葉病院における静脈内鎮静法の薬剤に関する臨床統計 

対象は東京歯科大学千葉病院歯科麻酔科外来で 2010年 1月から 2011年 12月に静脈内鎮静法で管理し

た症例とし、レトロスペクティブに観察を行った。投与薬物ではミダゾラム（M）とプロポフォール（P）

の併用（MP）が最も多く投与されていた。患者背景では脳性麻痺や精神遅滞の患者では男性が多く、年齢

では有病者群の年齢が高かった。薬剤ではほとんどの患者群で MPが選択されていた。投与量をみると、M

の投与量は 0.05～0.06 mg/㎏で、歯科麻酔学第 7版（0.05～0.075mg/㎏）とほぼ同様の結果が得られた。

MPで投与した場合の Pの量は P単独に比べると少量であった。 静脈内鎮静法における薬物の選択や投与

量の決定には様々な要因が関与しているため、患者の安全性と快適性に配慮し、かつ歯科治療も安全に管

理できるよう配慮することが重要である。 

 

Bull Tokyo Dent Coll, 55(3)：157-162, 2014. 

 

3）体制感覚誘発電位による星状神経節ブロックの神経学的評価 

星状神経節ブロック（Stellate ganglion block, SGB）は施行側の頭頸部の血流を増加させる一方で、 

血流の再分布により反対側の血流を減少させることが報告されている。それに伴い反対側のオトガイ神

経組織酸素分圧の低下も生じるとされている。本研究では、三叉神経刺激による体性感覚誘発電位

（trigeminal somatosensory-evoked potentials, TSEPs）を用いて SGB 施行後の神経機能の評価を行っ

た。SGB施行後、反対側の刺激で得られたTSEPs波形で一時的な潜時の延長と振幅の減少を認めた。この

ことから、SGBで施行反対側の組織酸素分圧が減少した結果受容体活性の低下や神経伝導の遅延が生じた

ことが示唆された。 

 

J Clin Neurophysiol, 32(1)：39-43，2015. 

 

4）遺伝子多型判定に基づくオピオイド性鎮痛薬必要量予測式の構築と検証 

オピオイドの鎮痛効果には個人差が大きいことが知られており、疼痛管理を困難にしている。近年、 

オピオイドの鎮痛効果との間に有意な関連を示す遺伝子多型が複数明らかにされた。本研究は、オピオイ

ド必要量と関連している遺伝子多型と臨床データを組み合わせることにより下顎枝矢状分割術に対する周

術期のフェンタニル必要量予測式を構築した。さらに、術式やオピオイド投与法に違いがある条件におい

ても構築したオピオイド必要量予測式を応用できる可能性が示唆された。今後鎮痛薬感受性関連遺伝子多

型がさらに同定されることで、予測式が改良されると期待される。 

 

PLoS One, 10(1): e0116885，2015. 

 

5）デクスメデトミジン投与中の終末呼気炭酸ガス分圧の変化が兎の口腔組織血流量の変化に及ぼす影響に

関する研究 

全身麻酔時の口腔組織血流量の制御法に関する研究として、選択性の高い中枢性α2作動薬であるデク

スメデトミジンを用い、デクスメデトミジン投与中の終末呼気炭酸ガス分圧の変化が兎の口腔組織血流量

の変化に及ぼす影響を検討した。全身麻酔時にデクスメデトミジンを併用してやや過換気に管理すると、

終末呼気炭酸ガス分圧低下による咬筋組織血流量の増加を抑制しつつ、下顎骨骨髄組織血流量を減少でき、

口腔外科手術時の出血制御に貢献できる可能性が示唆された。 

 

European Journal of Oral Sciences, 123(1):24-9，2015． 

 

6）TRPC3遺伝子近傍の一遺伝子多型rs1465040と術後鎮痛薬使用量との関係 

我々は先行研究で外科的矯正術術後鎮痛使用量と遺伝的要因の解明を目指しゲノムワイド関連解析を行 

い、幾つかの遺伝子多型候補を抽出することに成功した。上位候補である rs1465040は TRPC3遺伝子上

流に位置することが知られ、また近年 TRPC3遺伝子はマウスにおいて侵害刺激伝達に関与するという報

告がある。今回我々は、先行研究において有意差な関連を示した遺伝子多型 rs1465040の開腹下部消化

管悪性腫瘍摘出術術後鎮痛薬使用量での再現性を検討した。外科的矯正術術後鎮痛薬使用量で抽出され

た rs1465040は、開腹手術における術後鎮痛薬使用量においても同様の結果を示した。手術部位の神経

支配は外科的矯正術が三叉神経であるのに対し開腹術は脊椎神経後根で伝達経路も異なるが TRPC3は三
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叉神経及び脊椎神経に発現していることから rs1465040が術後鎮痛薬使用量に影響を及ぼしたと考えら

れる。 

 

Journal of Pharmaceutical Sciences, 127(3):391-3，2015． 

 

3. 学外共同研究 
 

担当者 研究課題 
学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

一戸 達也 静脈内鎮静時の酸素療法 ハーバーUCLA  

メディカル 

センター麻酔科 

Los 

Angeles, 

USA 

福永 敦翁 

福田 謙一 

青木 謙央 

鎮痛関連物質受容体の遺伝子多型

が下顎骨切り術後の疼痛治療に及

ぼす影響に関する前向き研究 

東京都医科学総合

研究所  

分子精神医学研究

部門 

東京都  

世田谷区 

池田 和隆 

福田 謙一 

吉田 香織 

髙橋香央里 

口腔顔面領域神経障害性疼痛と 

遺伝子多型の関連に関する研究 

東京都医科学総合

研究所  

分子精神医学研究

部門 

東京都  

世田谷区 

池田 和隆 

福田 謙一 静脈内投与及び経口投与アデノシ

ン三燐酸の鎮痛作用 

ハーバーUCLAメデ

ィカルセ ンター

麻酔科 

Los 

Angeles, 

USA 

福永 敦翁 

福田 謙一 歯科治療中の患者の気分不快と 

心拍変動解析 

横浜国立大学 

工学部 

横浜市 小泉 淳一 

 

4. 科学研究費補助金・各種補助金 
 

研究代表者 研究課題 研究費 

一戸 達也 組織血流量の制御に基づく口腔外科手

術のための新しい全身麻酔ストラテジ

ー 

文部科学省科学研究費補助金・基盤研究(C) 

西原 達次 歯科専門職の資質向上を実現するため

に具有すべき条件に関する研究（一戸

達也：分担） 

厚生労働科学研究補助金地域医療基盤開発

推進研究事業 

 

5. 研究活動の特記すべき事項 
 

学会・研究会主催 

主催者名 開催年月日 学会・研究会名 会場 開催地 

金子 譲 2014.11.30 第４回臨床ゲノム医療学会 

“東京水道橋大会” 

東京歯科大学水道橋病院 東京都 

千代田区 

 

シンポジウム 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 
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一戸 達也 2014.12. 1  教員の教育に対する 

意識改革とその評価 

日本私立歯科大学協会 

教務研修会シンポジウム 

東京都 

千代田区 

福田 謙一 2014. 4.19 早期に異常発見の 

モニタリング 

第25回 日本臨床 

モニター学会総会 

天童市 

福田 謙一 2014. 5.18 口腔インプラント手術の 

リスクマネージメント 

日本口腔インプラント 

学会認定講習会 

熊本市 

福田 謙一 2014. 6.29 インプラント治療における 

神経損傷の病態と対応 

TDC 卒後研修セミナー 

2014 特別企画  

インプラントセミナー 

東京都 

千代田区 

福田 謙一 2014.11.30 歯科におけるゲノム医療の現

況と今後の展望 

第４回臨床ゲノム医療 

学会”東京水道橋大会” 

東京都 

千代田区 

塩崎 恵子 2014. 6.28 なぜ痛みを感じるの？ 市民公開講座 第1回 東京都 

千代田区 

 

学会招待講演・特別講演・教育講演 

講演者 年月日 演題 学会名 開催地 

一戸 達也 2014.10.24 Guidelines available for 

high risk dental patients 

37th Annual Scientific 

Meeting of the 

Association for Dental 

Sciences of the 

Republic of China 

高雄市 

台湾 

一戸 達也 2015. 2.11 次世代の歯科医師の育成と歯

学教育の質保証 

日本顎咬合学会指導医 

研修会 

東京都 

千代田区 

福田 謙一 2014. 9. 6 歯科領域慢性疼痛に対する 

オピオイド鎮痛薬の臨床 

第34回鎮痛薬・ 

オピオイドペプチド 

シンポジウム 

東京都 

世田谷区 

松浦 信幸 

半田 俊之 

2014. 9.22 誤飲・誤嚥への 

歯科麻酔科医の対応 

 

歯科での医療事故の概要 

第1回日本医療安全学会 

学術総会 

東京都 

文京区 

 

学術学会に相当しない団体が開催するセミナー・研究会・カンファレンス等における発表・講演 

講演者 年月日 演題 会合の名称 開催地 

一戸 達也 2014. 4.20 局所麻酔法の最近の知見 

-安全で確実な結果を得る 

ために- 

東京歯科大学同窓会 

広島県支部学術講演会 

広島市 

一戸 達也 2014. 8.31 平成26年度卒後研修 

「インプラント手術のための 

全身状態の評価 

－実施か中止かの decision 

making－」 

東京都歯科医師会 東京都 

千代田区 

一戸 達也 2014.12. 2 教員の教育に対する意識改革

とその評価 

日本私立歯科大学協会 

教務研修会 

東京都 

千代田区 
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一戸 達也 2015. 2.16 歯科医学教育の質保証と専門 

分野別認証評価 

東京歯科大学歯科医学 

教育セミナー 

東京都 

千代田区 

一戸 達也 2015. 2.28 歯学教育認証評価トライアル 

基準の紹介 

歯学教育認証評価事業 

活動報告会 

北九州市 

福田 謙一 2014.10. 4 歯科医院における緊急時の対

応 

千葉県保険医協会 千葉市 

福田 謙一 2014.11.22 歯科医院における多様な主訴

への対応 

東京歯科大学 

千葉市同窓会学術講演会 

千葉市 

半田 俊之 2014.11.27 ここ3年間の 

インシデント報告の傾向 

東京歯科大学 

医療安全委員会 

東京都 

千代田区 

 

6. 教育講演等教育に関する業績、活動 
 

教育に関する講演（医学・歯学における教育をテーマとするものに限る） 

講演者 年月日 演題 学会・研究会・会議名 開催地 

一戸 達也 2014. 7.16 日常臨床に役立つ歯科麻酔

学の知識 

−救急薬品の使用法と 

ペインクリニック− 

練馬区歯科医師会 

救急医療研修会 

東京都 

練馬区 

一戸 達也 2014. 9.17 「歯科治療中の救急対応と 

緊急薬品の使用法 

京橋歯科医師会学術 

講演会 

東京都 

中央区 

一戸 達也 2014. 9.23 歯科における医療事故の現

状 

二校会学術講演会 東京都 

千代田区 

一戸 達也 2014.11.28 障害者（児）歯科診療時の 

リスクマネージメントと 

偶発事故への対応 

港区障害者（児） 

歯科保健研修会 

東京都 

港区 

一戸 達也 2014.11.29 歯科診療時の医療安全 

リスクマネ-ジメント 

（事故予防・院内感染対

策）とクライシスマネジメ

ント（緊急対応） 

藤沢市歯科医師会講演会 藤沢市 

一戸 達也 2015. 2.21 緊急時の初期対応と救急薬

品の使用法 

市川浦安歯科医師金曜会

講演会 

市川市 

一戸 達也 2015. 2.25 緊急時の初期対応と救急薬

品の使用法 

小石川歯科医師金曜会 

講演会 

東京都 

文京区 

一戸 達也 2015. 3. 2 緊急時の初期対応と救急薬

品の使用法 

中野区歯科医師金曜会 

講演会 

東京都 

中野区 

福田 謙一 2015. 3.11 抗血栓薬服用患者への対応 

-歯科の立場から- 

千葉市医師会・ 

歯科医師会・薬剤師会 

合同学術講演会 

千葉市 
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松浦 信幸 2014.12.17 ビスホスホネート関連顎骨

壊死に関する最近の知見 

救急薬品の使い方 

埼玉県歯科医師会 大里郡 

松浦 信幸 2015. 1.31 歯科における全身偶発症と

その対応 －救急使用薬の

使い方－ 

北見歯科医師会 北海道

保険医会オホーツク支部

講演会 

北見市 

松浦 信幸 2015. 2.15 歯科のおける全身偶発症と 

その対応 

 

一次救命処置(BLS) 

東京都八南歯科医師会 

学術部主催1日研修会 

八王子市 

 

教育ワークショップ・FD研修 

講演者 年月日 ワークショップ名 役割 開催地 

一戸 達也 2014. 9.20 第14回東京歯科大学試験問

題作成に関するワークショ

ップ 

サブディレクター 東京都 

千代田区 

一戸 達也 2014.10. 4-5 第32回カリキュラム研修 

ワークショップ 

（指導歯科医講習会） 

サブディレクター 東京都 

千代田区 

松浦 信幸 2014. 9.20 第14回東京歯科大学試験問

題作成に関する 

ワークショップ 

タスクフォース 東京都 

千代田区 

井出 智子 

佐塚祥一郎 

岸本 敏幸 

2014.10. 4-5 第32回カリキュラム研修 

ワークショップ 

（指導歯科医講習会） 

参加者 東京都 

千代田区 

佐塚祥一郎 

岸本 敏幸 

2014. 9.20 第14回東京歯科大学試験問

題作成に関する 

ワークショップ 

参加者 東京都 

千代田区 

 

共用試験 

氏名 年月日 種別 役割 開催地 

半田 俊之 2014.11.29 平成26年度水道橋病院 研修歯科医OSCE 評価者 東京都 

千代田区 

小野寺隆明 2014.11.29 平成26年度水道橋病院 研修歯科医OSCE 器材係 東京都 

千代田区 

前納 允 

木村 瑠香 

2014.11.29 平成26年度水道橋病院 研修歯科医OSCE 補助係 東京都 

千代田区 

福田 謙一 

半田 俊之 

松木由起子 

塩崎 恵子 

2015. 3. 1 平成26年度東京歯科大学 第4学年OSCE 評価者 東京都 

千代田区 
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松浦 信幸 2015. 3. 1 平成26年度東京歯科大学 第4学年OSCE ステーショ

ン責任者 

東京都 

千代田区 

井出 智子 

佐塚祥一郎 

岸本 敏幸 

久木留宏和 

2015. 3. 1 平成26年度東京歯科大学 第4学年OSCE 補助係 東京都 

千代田区 

 

他の大学・研究機関等における学生・大学院生を対象とする講義 

担当者名 年月日 テーマ・演題 大学・機関 所在地 

一戸 達也 2014.10. 3 障害者歯科講義 早稲田医学院歯科 

衛生士専門学校 

東京都 

新宿区 

一戸 達也 2015. 1.28 歯科麻酔学特別講義 岡山大学歯学部 岡山市 

松浦 信幸 2014. 5.27 障害者歯科学 東邦歯科医療専門学校 日野市 

松浦 信幸 2014. 6. 3 障害者歯科学 東邦歯科医療専門学校 日野市  

松浦 信幸 2014. 6.10 障害者歯科学 東邦歯科医療専門学校 日野市 

松浦 信幸 2014. 6.17 障害者歯科学 東邦歯科医療専門学校 日野市 

松浦 信幸 2014. 6.24 障害者歯科学 東邦歯科医療専門学校 日野市 

川口 綾 2014.10.31 障害者歯科学 早稲田医学院歯科 

衛生士専門学校 

東京都 

新宿区 

川口 綾 2014.11. 7 障害者歯科学 早稲田医学院歯科 

衛生士専門学校 

東京都 

新宿区 

川口 綾 2014.11.28 障害者歯科学 早稲田医学院歯科 

衛生士専門学校 

東京都 

新宿区 

 

7. 社会的貢献・社会に対する活動 

 

その他メディア等への掲載・出演 

氏名 年月日 タイトル 掲載誌・放送局番組名・URL 

福田 謙一 2014.10. 9 「医療の今昔物語」 BS日テレ 

福田 謙一 2014.11.20 「医療の今昔物語」 BS日テレ 

 


