
 

 

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 

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 

井出  智子  胎生期鶏卵における心拍数と酸素消費量の関係 

佐塚祥一郎  口腔外科手術における術後遷延痛の評価 

川口    潤  星状神経節ブロックが神経機能に及ぼす影響に関する研究 

黒田  英孝  痛覚特異的三叉神経節ニューロン群における ATP を介した細胞間相互作 

用の解明 

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 

征矢    学  Merkel 細胞の神経連絡機構における Ca イオン動態の特性解明 

レジデント 白澤  里香 

永井  諭子 

來田  祐実 

大学院生  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 

萩原 綾乃  ミダゾラムによる静脈内鎮静中の高濃度酸素吸入の呼吸機能に与える 

影響 

佐藤 彩乃  神経堤細胞誘導後の転写因子機構の検討 

平田 淳司  レミフェンタニルの投与が兎の内頚動脈血流量と口腔組織血流の変化に 

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 

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 

江里口麻子 

橘    継国 
中山    藍 

星野  立樹 

 

2. 成果の概要 

 

1) 顎変形症手術におけるレミフェンタニル併用セボフルラン麻酔とイソフルラン麻酔の出血量 

比較 

強い末梢血管拡張作用を有するイソフルラン麻酔にレミフェンタニルを使用することで出血量にどの

ような影響があるかを明らかにすることを目的として、レミフェンタニル併用下でのイソフルラン麻酔
とセボフルラン麻酔における顎変形症手術施行時の術中出血量を比較した。イソフルラン群で出血量が

多い傾向がみられたものの、両群間に有意差は認められなかった。これより、イソフルランとセボフル

ランの組織血流量への影響の差はレミフェンタニルを併用することによって臨床的に問題とならないこ

とが示唆された。 

 

J Oral Maxillofac Surg. 73(12):2294-9,2015 

 

 



 

 

2) 揮発性麻酔薬が口腔組織血流量に及ぼす影響についての研究 

ウサギの口腔組織血流量に対して揮発性麻酔薬がどのような影響を与えるかの検討を行った。揮発性

麻酔薬が循環パラメータと局所組織血流量へ与える影響は各揮発性麻酔薬で異なり、濃度による変化も

異なった。イソフルランはセボフルランやデスフルランと比較し濃度依存性に局所組織血流量を増加さ

せることが判明した。 

  

J Oral Maxillofac Surg 73(9):1714.e1-8, 2015 
 

3) ラット三叉神経節ニューロンにおけるプリン作動性 P2Y12受容体の機能的発現検索 

初代培養ラット三叉神経節ニューロンを用い、免疫組織化学染色法および細胞内遊離 Ca2+濃度([Ca2+]i)

測定により、P2Y12 受容体の発現検索を行うこと目的とした。P2Y12 受容体が、A ニューロン、ペプチド性

C ニューロン、非ペプチド性 C ニューロンの細胞体、軸索に局在し、P2Y1,12,13 受容体の agonist による

([Ca2+]i) の一過性の増加が P2Y12受容体の antagonist によって抑制されたことから、P2Y12受容体は組織

学的、機能的に発現することが明らかとなった。また一過性に増加する Ca2+は、細胞内の cAMP の減少を

trigger とした Ca2+ストアからの ryanodine 受容体を介した放出であることが明らかとなった。 

 

Neurosci Res. 2015 Sep;98:17-27.  

 

4) ラット三叉神経節ニューロンにおけるブラジキニン B1・B2受容体の機能的発現検索 

初代培養ラット三叉神経節ニューロンを用い、免疫組織化学染色法および細胞内遊離 Ca2+濃度([Ca2+]i)

測定により、B1・B2受容体の発現検索を行うこと目的とした。凍結切片および培養細胞両方において A ニ

ューロン、ペプチド性 C ニューロン、非ペプチド性 C ニューロンに B2受容体は局在していることを確認

したが、B1受容体は培養細胞において僅かに染色性を確認したものの、凍結切片には認められなかった。

ブラジキニン（BK）による([Ca2+]i) の増加が B2 受容体の antagonist によって抑制され、B1 受容体の

antagonist では抑制されなかったことから、BK は B2受容体の agonist として作用していることが明らか

となった。また BK 刺激により一過性に増加する Ca2+は、Ca2+ストアからの放出のみならず、細胞外から流

入する Ca2+も存在することが明らかとなった。 

 

Front Cell Neurosci. 2015 Jun 15;9:229.  

 

5) 多孔式カテーテルを用いた持続浸潤麻酔法における腸骨創部の術後鎮痛 

：ロピバカインとレボブピバカインの比較 

口腔外科手術で行われる腸骨移植術の腸骨創部に対する術後鎮痛法として、多孔式カテーテルを用い

た持続浸潤麻酔法が行われている。そこで持続投与で用いる局所麻酔薬として 0.2％ロピバカイン塩酸塩

および 0.25％レボブピバカイン塩酸塩の比較検討を行った結果、同等の鎮痛効果が得られることが判明

した。両薬剤はともに多孔式カテーテルを用いた持続浸潤麻酔法として有用であることが示唆された。 

 

Int J Oral Maxillofac Surg. 45(4):454-9.  

 
6) Comparison of the effect of electrical stimulations on the chin skin on autonomic nervous 

activities during propofol sedation with or without midazolam 

プロポフォール単独またはミダゾラム－プロポフォール併用静脈内鎮静下に歯科治療時の弱い痛みを想

定した電気刺激を与えた時の自律神経活動を、心拍変動の周波数解析を用いて比較検討した。ミダゾラ

ム－プロポフォール併用 (MP 群) およびプロポフォール単独 (P 群) の 2 群を設定し、クロスオーバー法

で観察した。観察時期は鎮静前、鎮静中、およびフルマゼニル 0.2mg を投与して鎮静から覚醒した後の

計 3 回とし、各時期に右オトガイ部皮膚に電気刺激を与えた。鎮静中は両群とも HF と LF が低下し、

LF/HF ratio は MP 群のみ低下し、MP 群は P 群よりも LF/HF ratio が有意に小さかった。これらのことか

ら、プロポフォールにミダゾラムを併用すると、弱い痛み刺激によって誘発される交感神経活動がより

強く抑制されることが示唆された。 

 

J Oral Maxillofac Surg in press. S0278-2391(16)30029-5. 

 

7) レミフェンタニル投与中の終末呼気炭酸ガスの変化が口腔組織血流量に及ぼす影響 

全身麻酔中、高炭酸ガス血症にすると総頸動脈血流量(CCBF)が増加し、咬筋組織血流量(MBF)が減少す

ることが報告されている。また、レミフェンタニル（Remi）を投与すると、投与量依存性に口腔組織血

流量が減少することが報告されている。そこで本研究では、終末呼気炭酸ガス分圧（ETCO2）の変化が



 

 

Remi 投与中の兎の口腔組織血流量に及ぼす影響について検討した。Remi 投与中に ETCO2が変化すると、

下顎骨骨髄組織血流量(BBF)、MBF、上顎歯槽組織血流量(UBF)、下顎歯槽組織血流量(LBF)、は変化した

が、CCBF と舌粘膜組織血流量(TBF)は変化しなかった。Remi 投与中に軽度の過換気を併用すれば、MBF

を増加させることなく、BBF を減少させることが示唆された。 

 

Anesth Prog 2015 Summer;62(2):51-6 

 
8) 絞扼反射問題を有する患者の自律神経機能 

歯科における絞扼反射問題を有する患者を対象とし、デンタルミラー挿入時と挿入前の自律神経活動

を測定し比較した。異常絞扼反射の重症度の分類 classification of gagging problem（CGP）に従い、

デンタルミラーの挿入は可能であるがプローブによる歯周基本検査は不可能な者を２度、デンタルミラ

ーによる前歯部の診査は可能であるが、臼歯部の診査は不可能な者を３度に分類し、比較した。さらに

健常者についても検討し、その違いを調査した。CGP 分類 2 度の絞扼反射問題を有する患者は、デンタル

ミラー挿入刺激は、自律神経活動に影響しなかった。一方、CGP 分類 3 度の絞扼反射問題を有する患者で

はデンタルミラーの挿入によって副交感神経、交感神経両成分の増加がみられたが、心機能への影響は

大きくなかった。 

 

Spec Care Dentist 36(2): 80-84, 2016. 

 

9) 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 

ミダゾラムによる静脈内鎮静法における空気吸入下と高濃度酸素吸入下での呼吸機能の経時的変化を

比較し、静脈内鎮静中の高濃度酸素吸入の有用性を検討した。 

ミダゾラムは一回換気量を減少させ、呼吸回数を増加させたが、ミダゾラムによる静脈内鎮静中の高濃

度酸素投与は臨床的に問題となるような換気応答の抑制を起こさなかった。SpO2は空気吸入群、高濃度酸

素吸入群ともミダゾラム投与直後から低下を認めたが、空気吸入群と比較して高濃度酸素吸入群では有

意に酸素化がなされていたことから、ミダゾラムによる静脈内鎮静中の高濃度酸素吸投与は、SpO2の低下

を最小限にとどめ、低酸素化を防止するのに有用であることが示唆された。 

  

J Oral Maxillofac Surg. 2016 May 18. pii: S0278-2391(16)30152-5. 

 

10) カフ圧がチューブ内径に及ぼす影響 

経鼻挿管に使用される経鼻気管挿管チューブのカフ圧変化による内径の変化について検討した。

PortexTM 社製、MallinkrodtTM 社製、Parker 社製で比較を行い、カフ圧を 80mmHg まで加圧したところ、

Portex 社製のチューブが最も内径の変化が大きかった。術中はカフ圧の変化に気をつけるとともに、内

径の変化も注意することが必要なことが示唆された。 

 

Bulletin of Tokyo Dental College 57(1):7-10, 2016 

 

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 

高橋香央里 

一戸 達也 

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 

東京都医学総合研

究所 

東京都 

世田谷区 
池田 和隆 

 

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) 



 

 

5. 研究活動の特記すべき事項 
 

シンポジウム 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

一戸 達也 2015. 7.11 

歯科医学教育認証評価トライ

アル修正版における評価項

目・規準・観点・視点の紹介 

第 34 回日本歯科医学教

育学会学術大会 
鹿児島市 

 

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 

松浦 信幸 
2015.10.30

-11. 1 

静脈内鎮静に使用する薬物が筋

力（咬合力・握力）に及ぼす影

響 

第 43 回日本歯科麻酔学

会総会･学術集会 

東京都 

千代田区 

Ichinohe T 2015.10.16 

Education of dental 

anesthesiology for safe and 

comfortable dentistry in 
Japan:In the face of super-

aged society 

8th Annual Meeting of 

the Federation of 

Asian Dental 
Anesthesiology 

Societier 

Taipei, 

Taiwan 

一戸 達也 2016. 3.27 

歯科麻酔科医の立場からみた高

齢者へのインプラント治療時の

注意点 

日本口腔インプラント学

会 

第 25 回口腔インプラン

ト専門医臨床技術向上講

習会 

東京都 

千代田区 

 

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 

半田 俊之 2015. 5.26 
インシデント・アクシデントの

報告の流れについて 

東京歯科大学水道橋病院

教職員研修会 

東京都 

千代田区 

一戸 達也 2015. 9.16 
アナフィラキシーショックの基

礎知識 

京橋歯科医師会学術講演

会 

東京都 

中央区 

半田 俊之 2015. 9.17 
東京歯科大学における医療安全

管理 

奥羽大学医療安全管理研

修会 
群山市 

松浦 信幸 2015.11.15 救急薬品の使い方 
埼玉県歯科医師会 口腔

がん検査・診断講習会 
さいたま市 

松浦 信幸 2015.11.27 

・糖尿病性腎症重症化予防事業

（生活指導プログラム）につい

て 

- 関わり方と治療時の注意点 - 

・訪問歯科診療の注意点 

・緊急薬品の使い方 

埼玉県歯科医師会 大里

郡市歯科医師会講演会 
深谷市 

 

 

 

 

 



 

 

6. 教育講演等教育に関する業績、活動 
 

教育ワークショップ・FD 研修 

共用試験 

氏名 年月日 種別 役割 開催地 

松木由起子 
2016. 

2.27-28 

平成 27 年度東京歯科大学 

第 4 学年 OSCE 
評価者 

東京都 

千代田区 

松浦 信幸 
2016. 
2.27-28 

平成 27 年度東京歯科大学 
第 4 学年 OSCE 

評価者 
東京都 
千代田区 

半田 俊之 
2016. 

2.27-28 

平成 27 年度東京歯科大学 

第 4 学年 OSCE 
評価者 

東京都 

千代田区 

川口 潤 
2016. 

2.27-28 

平成 27 年度東京歯科大学 

第 4 学年 OSCE 
補助者 

東京都 

千代田区 

黒田 英孝 
2016. 

2.27-28 

平成 27 年度東京歯科大学 

第 4 学年 OSCE 
補助者 

東京都 

千代田区 

征矢 学 
2016. 

2.27-28 

平成 27 年度東京歯科大学 

第 4 学年 OSCE 
補助者 

東京都 

千代田区 

川口 綾 
2016. 

2.27-28 

平成 27 年度東京歯科大学 

第 4 学年 OSCE 
補助者 

東京都 

千代田区 

 

 

 

 

 

 

講演者 年月日 ワークショップ名 役割 開催地 

一戸 達也 2015. 6.12 朝日大学 FD 研修会 演者 瑞穂市 

黒田 英孝 2015. 7.12 生理学講座同門会講演 演者 
東京都 

千代田区 

征矢 学 2015. 7.12 生理学講座同門会講演 演者 
東京都 

千代田区 

一戸 達也 2015. 8.28 奥羽大学 FD 研修会 演者 郡山市 

黒田 英孝 
2015. 

9.26-27 

第 33 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 

川口 潤 
2015. 

9.26-27 

第 33 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 

征矢 学 
2015. 

9.26-27 

第 33 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 

 



 

 

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 

松浦 信幸 2015. 5.26 障害者歯科講義 東邦歯科医療専門学校 日野市 

松浦 信幸 2015. 6. 3 障害者歯科講義 東邦歯科医療専門学校 日野市 

松浦 信幸 2015. 6. 9 障害者歯科講義 東邦歯科医療専門学校 日野市 

松浦 信幸 2015. 6.16 障害者歯科講義 東邦歯科医療専門学校 日野市 

松浦 信幸 2015. 6.23 障害者歯科講義 東邦歯科医療専門学校 日野市 

半田 俊之 2015.10. 1 
歯科における医療安全対策の

特殊性 

早稲田医学院衛生士専

門学校 

東京都 

新宿区 

川口 綾 2015.10.30 
神経・運動障害-2 脳血管障

害 認知症 

早稲田医学院衛生士専

門学校 

東京都 

新宿区 

一戸 達也 2015.11. 2 障害者歯科特別講義 
太陽歯科衛生士専門学

校 

東京都 

荒川区 

半田 俊之 2015.11.12 
口腔ケアで起こるトラブルの

予防と対策 

早稲田医学院衛生士専

門学校 

東京都 

新宿区 

川口 綾 2015.11.13 

神経・運動障害-3 肢体不自

由 パーキンソン 脊髄小脳

変性症 筋ジストロフィー 

筋無力症  関節リウマチ 

早稲田医学院衛生士専

門学校 

東京都 

新宿区 

一戸 達也 2015.11.20 障害者歯科特別講義 
太陽歯科衛生士専門学

校 

東京都 

荒川区 

川口 綾 2015.11.27 
精神及び行動の障害、要介護

高齢者およびターミナルケア 

早稲田医学院衛生士専

門学校 

東京都 

新宿区 

松浦 信幸 2015.12. 1 障害者歯科学，歯科麻酔学 東邦歯科医療専門学校 
東京都 

新宿区 

半田 俊之 2015.12.10 医療安全に必要な薬剤の知識 
早稲田医学院衛生士専

門学校 

東京都 

新宿区 

半田 俊之 2016. 1. 7 
医療安全のためのカルテ記載

法 

早稲田医学院衛生士専

門学校 

東京都 

新宿区 

半田 俊之 2016. 1.14 医療安全のための情報収集 
早稲田医学院衛生士専

門学校 

東京都 

新宿区 

一戸 達也 2016. 1.20 歯科麻酔学特別講義 岡山大学歯学部 岡山市 

半田 俊之 2016. 1.26 
機材の保守点検不備が引き起

こすエラー 

早稲田医学院衛生士専

門学校 

東京都 

新宿区 

川口 綾 2016. 1.22 障害者歯科における医療安全 
早稲田医学院衛生士専

門学校 

東京都 

新宿区 


