
 
 

口腔健康科学講座障害者歯科・口腔顔面痛研究室 

 
プロフィール                                                              

 

1. 教室員と主研究テーマ 
 

教  授  福田 謙一  1)鎮痛関連物質受容体多型判定によるフェンタニル投与必要量予測の下顎形成

術疼痛治療への臨床応用に関する研究 

             2)鎮痛関連物質受容体及び代謝関連の遺伝子多型が顎矯正手術後の疼痛治療に

及ぼす影響に関 する研究 

                 3)経口鎮痛薬の術前投与が術後痛に及ぼす影響ープロポフォール・レミフェン

タニル麻酔下の小手術を対象として 

准 教 授  大多和由美  4)障害者の安全で効率的な歯科治療 

                   5)発達障害者の歯科診療支援 

                   6)症候性の障害にともなう歯科所見およびその対応法 

助  教  吉田みずき  7)歯科大学病院小児歯科における障害者歯科診療の実態調査 

                 8)自閉症を代表とする障害児者の歯科における行動障害に対する地域包括ケア

システムの模索 

レジデント 坂本 豊明  6)絞扼反射問題を有する患者の自律神経機能 

大学院生  野口 智康  7)睡眠時ブラキシズムによる咀嚼筋痛患者の病態とスプリント療法の有効性 

      柏木 航介  8)咀嚼筋、筋膜疼痛患者の心拍変動解析 

 

 

2. 成果の概要 
 

1) 鎮痛関連物質受容体多型判定によるフェンタニル投与必要量予測の下顎形成術疼痛治療への臨床応用に

関する研究（倫理承認：418） 

これまでに、下顎枝矢状分割術後の PCA 法によるフェンタニールの 摂取量（術後痛）と各種遺伝子多  

型が関連することが判明した。この結果からオピオイドに対する個々人の感受性の相違を予測できる可能 

性が示唆され、予測式を構築した。下顎枝矢状分割術の施行が予定されている患者の術前に採取された血 

液から、遺伝子多型の解析を行い、フェンタニル投与必要量予測式を応用して個別疼痛医療を実施してい 

る。現在のところ、330 症例に実施した。今後、その成果を今後分析していく予定である。 
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2) 鎮痛関連物質受容体及び代謝関連の遺伝子多型が顎矯正手術後の疼痛治療に及ぼす影響に関する研究

（倫理承認：530） 

  PCA 法によるフェンタニールの 摂取量（術後痛）と各種遺伝子多型の関連から予測式が構築された。 

  しかしながら、その予測式は神経伝達関連の遺伝子多型で構成され、フェンタニル代謝について検討して 

  いない。下顎枝矢状分割術の施行が予定されている患者の術前に採取された血液から、遺伝子多型の解析 

  とともにフェンタニルの代謝速度を血中濃度の変動から調査している。現在のところ、62 症例に実施し 

  た。今後、追加データ採取とともにその成果を分析していく予定である。 
 

3) 経口鎮痛薬の術前投与が術後痛に及ぼす影響ープロポフォール・レミフェンタニル麻酔下の小手術を対 

象として（倫理承認：592） 

  プロポフォール・レミフェンタニル麻酔下の小手術を受ける患者 128 名を対象として、術前に経口投 

  与したセレコキシブ、アセトアミノフェン、ジクロフェナクが術後痛に及ぼす影響を比較した。比較的副 

  作用の少ないセレコキシブとアセトアミノフェンがジクロフェナクと同様の鎮痛効果を有することが判明 

  した。                                     

 

J Oral Maxillofac Surg 投稿中 



 
 

 

6) 症候性の障害にともなう歯科所見およびその対応法 

Brachmann-de Lange 症候群は、小頭、濃く癒合した眉毛、多毛などを特徴とする症候群である。口腔

領域に関する特徴では小下顎症、口蓋裂、歯の萌出遅延などが報告されているが歯の形態異常の報告はほ

とんどない。今回、双生歯および歯内歯を有する Brachmann-de Lange 症候群の歯科治療経験を報告した。 

 

双生歯および歯内歯を有する Brachmann-de Lange 症候群の歯科治療経験、辻野啓一郎他、障害者歯科、

36 巻 399． 

 

7) 歯科大学病院小児歯科における障害者歯科診療の実態調査 （承認番号：614） 

大学病院における障害者歯科診療の実態を調査した結果、2002 年の調査と比較すると、来院障害者数

は著しく増加し、紹介患者の割合も増加していた。地域の障害者歯科に対するニーズが大きくなっている

と考えられる。また齲蝕処置の割合が減少し、予防・健診が増加しているように、患者ニーズにも変化が

みられた。患者および地域のニーズに合った医療を提供するため、小児歯科医局員の障害者歯科への理解

を深めていくとともに、地域への情報発信を積極的に行う必要があると思われる。 

                             

2016 年 9 月 日本障害者歯科学会発表予定 
 

8) 自閉症を代表とする障害児者の歯科における行動障害に対する地域包括ケアシステムの模索 

定期健診を行っていたにも関わらず、萌出歯牙腫への対応が遅れ著しい歯列不正を生じた自閉症児の症

例から、適切な時期に高次医療機関への連携が図られなかったことについて、地域のシステムの問題に介

入している。一次医療機関から二次への連携を強めるとともに、学校歯科健診で異常や疾患が発見された

場合、学校から直接高次医療機関の受診を促すような対応を可能にすることによって、疾患の放置や、そ

のことによる障害児・者の QOL の低下を未然に防ぐよう、地域の協力体制を整備することにより障害児・

者を取り巻く地域包括ケアシステムの充足を目指す。学会発表を終了し、現在論文執筆の段階である 

 

 

9) 絞扼反射問題を有する患者の自律神経機能 （倫理承認：300） 

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

入刺激に対して、自律神経活動への影響が認められなかった。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. 

 

10）睡眠時ブラキシズムによる咀嚼筋痛患者の病態とスプリント療法の有効性 

（倫理承認：670） 

  睡眠時ブラキシズムを有する咀嚼筋痛患者の患者背景や病態の分析とスプリント療法の治療効果を調査 

  している。現在のところ、27 症例に実施した。今後、追加データ採取とともにその結果を分析していく 

  予定である。 

 

11）咀嚼筋、筋膜疼痛患者の心拍変動解析 

  現在データの採取段階である。 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

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 

福田 謙一 

  

鎮痛関連物質受容体の遺伝子多型が

骨切り術後の疼痛治療に及ぼす影響

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  

フェンタニル代謝関連遺伝子多型と

骨切り術後の疼痛治療に及ぼす影響

に関する研究 

岡山大学 

医歯薬学総合研究科

医療薬学部門 

岡山市 須野 学 

福田 謙一 
三叉神経障害に対する MR による神

経イメージング評価 

新潟大学 

医歯学総合研究科歯

科麻酔学分野 

新潟市 瀬尾 憲司 

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. 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 

福田謙一 2016. 2. 7 第 2 回聴覚障害者医療研究集会 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 

福田 謙一 2015. 9.27 神経ブロックの問題点 
神経障害性疼痛関連歯科

学会合同シンポジウム 

東京都 

新宿区 

 

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 

福田 謙一 2015. 9.18 
Approach for dental pain 

that frustrates diagnosis 

International Dental 

Scientific Conference 

& Expo 2015 

招待講演 

インドネ

シアバン
ドン市 

福田 謙一 2015.10.17 
Management for patients with 

special needs in dentistry 

Federation of Asian 

Dental Anesthesiology 

Societies 2015 

教育講演 

台湾 

台北市 

 

 

 

 

 



 
 

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 

福田 謙一 2015. 4.26 
歯科医院における偶発症発生時

の緊急対応 
埼玉県保険医協会 

さいたま

市 

福田 謙一 2015. 5.16 
インプラント埋入手術時の危機

管理 
九州インプラント研究会 熊本市 

福田 謙一 2015. 5.24 
口腔インプラント埋入手術のリ

スクマネージメント 
東京形成研究会 

東京都 

北区 

福田 謙一 2015. 5.31 
歯科衛生士に必要な患者管理と

生体モニターの使用法 

東京歯科大学同窓会 

卒後セミナー 

東京都 

千代田区 

福田 謙一 2015. 6.13 これからの歯科医療 
東京歯科大学同窓会 

百樹会 

東京都 

千代田区 

福田 謙一 2015. 7.12 
多様化する主訴への対応／緊急

時の対応 

東京都歯科医師会卒後研

修 

東京都 

千代田区 

福田 謙一 2015. 9.27 歯科における痛み治療の最前線 
東京歯科大学歯科麻酔学

講座同門会 

東京都 

千代田区 

福田 謙一 2015. 9.29 
多様化する主訴への対応／緊急

時の対応 
三鷹市歯科医師会 三鷹市 

福田 謙一 2015.10. 1 

口腔顔面痛みセンター／リラッ

クス歯科治療外来とこれからの

専門外来 

東京歯科大学水道橋病院

症例報告会 

東京都 

千代田区 

福田 謙一 2015.11. 4 緊急時対応と救急薬品の使用法 千葉市歯科医師会 千葉市 

福田 謙一 2015.11.15 
歯科医院における多様化する主

訴への対応と緊急時の対応 

昭島市、東大和市、立川

市、武蔵村山市歯科医師

会合同学術講演会 

立川市 

福田 謙一 2015.11.21 
歯科医院における偶発症発生時

の緊急対応 
千葉県保険医協会 千葉市 

福田 謙一 2015.12. 5 非歯原性疼痛への対応 由利本庄市歯科医師会 
由利本庄

市 

福田 謙一 2015.12. 6 
歯科医院における多様化する主

訴への対応 

東京歯科大学同窓会 

神奈川県支部連合学術講

演会 

横浜市 

福田 謙一 2015.12.20 
高齢者・有病者・要介護者の安

心安全の患者管理 
千葉県歯科医師会 千葉市 

福田 謙一 2016. 2.14 
歯科医院における多様化する主

訴への対応 

東京歯科大学同窓会 

岡山県支部学術講演会 
岡山市 

福田 謙一 2016. 3. 3 障害者に対する笑気吸入鎮静法 千葉市歯科医師会 千葉市 



 
 

福田 謙一 2016. 3.19 
歯科医院における多様化する主
訴への対応 

東京歯科大学同窓会 
船橋市支部学術講演会 

船橋市 

大多和由美 2015. 6.16 

地域母子保健 1. 乳幼児保

健・育児支援 乳幼児期からの

口腔衛生・虫歯予防 

社団福祉法人 恩賜財団

母子愛育会 地域母子保

健研修 

東京都 

港区 

大多和由美 
2015.11.10 

2016. 1.19 
 ｢HIV 感染者の歯科治療」 

平成 27 年度東京都エイ

ズ診療従事者研修派遣事

業研修（東京歯科大学水

道橋病院コース） 

東京都 

千代田区 

大多和由美 2015.12. 3 
近年の学童期小児の口腔の現況

と対策 

平成 27 年度三島市学校

歯科研修会 
三島市 

大多和由美 2015.12.10 

歯科疾患を有する児童・生徒の

特長とその行動 

～親の言い分、子の言い

分・・・そこにアプローチする

には～ 

平成 27 年度学校保健

（学校歯科医）研修会 

東京都 

千代田区 

大多和由美 2016. 1.23 
近年の学童期小児の口腔の現況
と対策 

東京歯科大学石川県支部
同窓会研修会 

加賀市 

 

5. 教育講演等教育に関する業績、活動 

 

共用試験 

氏名 年月日 種別 役割 開催地 

大多和由美 2016. 2.28 
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 

 

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 

福田 謙一 2015. 9.20 
Pain management for 

orofacial pain 
Padjadjaran 大学 

インドネ

シアジャ

カルタ市 

 

6. 社会的貢献・社会に対する活動 
 

医学の啓蒙を目的とする講演会（市民を対象とするもの） 

講演者 年月日 演題 講演会名 開催地 

吉田みずき

(旧姓石岡) 
2015.10.24 

スペシャルニーズにこたえま

す！障がい者歯科と痛みの治療 
市民公開講座 

東京都 

千代田区 

 

 

 

 

 



 
 

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 2015. 6.21 ここまできた個別化医療 TBS：健康カプセル！元気の時間 

福田 謙一 2015.10. 9 
医療の今昔物語ー命を救う奇跡

の闘い 
BS 朝日：木曜スペシャル 

 


