
 

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   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 

講  師   半田 俊之  非歯原性歯痛患者の疫学的調査 慢性口腔顔面痛に対するトラムセットの効果 

       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  

助  教   佐塚祥一郎  口腔外科手術における術後遷延痛の評価  

       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 

  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 

       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 

       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鎮痛 

              の研究 

レジデント  白澤 里佳  

       永井 諭子 

       來田 祐実  

大学院生   萩原 綾乃  プロポフォール単独使用とミダゾラム・プロポフォール併用による静脈内鎮    

              静開始直後の呼吸機能の経時的変化の比較 

       小田嶋彩乃  頭部神経堤細胞誘導における発現遺伝子の解析 

       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  局所麻酔薬に添加されたアドレナリンの交感神経刺激作用に対するレミフェ 

              ンタニルの抑制効果 

       橘    継国  歯科用局所麻酔薬が歯髄血流と歯髄酸素分圧に及ぼす影響 

        中山    藍  口腔・顎・顔面外科手術後の良好な創傷治癒を目的とした全身麻酔ストラテ 

              ジーの立案 

       星野  立樹  コンディショナルトランスジェニックマウスによる象牙芽細胞分化メカニズ   

              ムの解析 

       一岡 理華 

       井上 博之  ラット三叉神経節細胞における P2X7受容体の機能検索 

       小林 彩香 

       齋藤 絢香 

      

2. 成果の概要 

 

1) 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結果、ミダゾラムは一回換気量を減少させ、呼吸回

数を増加させるが、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。また経皮的動脈血酸素飽和度は両群ともミダゾラム投与直後より低下を認めたが、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、経皮的動脈血酸素飽和度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 Oct;74(10):1932-6 

 

2) 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 

本研究では、ミダゾラム・プロポフォール併用またはプロポフォール単独の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。

同意を得た ASAⅠの健康成人ボランティア男性 38 名を対象としてミダゾラム・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。観察項目は BIS 

(Bispectral index)、非観血的最高血圧、心拍数、心拍変動の周波数解析 (HF、LF、LF/HF ratio)とし、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。これらより、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た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. 2016 Sep;74(9):1751.e1-6 

   

3) 同一患者での日帰り全身麻酔におけるプロポフォールとセボフルランの比較 
同一患者でプロポフォールまたはセボフルランを単独で使用した日帰り全身麻酔を行い、その覚醒・回復 

過程や満足度を検討した。その結果、全身麻酔からの覚醒はセボフルランが早い傾向にあったが帰宅までの 

回復時間では両麻酔薬に差がなかった。また患者の好む麻酔薬はプロポフォールが多い傾向にあったため、 

日帰り全身麻酔での麻酔薬の選択の一つの指標となる可能性が示唆された 

   Anesthesia Progress Dec 2016, Vol.63, No.4 (Winter 2016) pp.175-180 
     
4) レミフェンタニルは全身麻酔下の外科的顎矯正術における出血量制御に有用である 
全身麻酔下に外科的顎矯正術を施行した患者を対象として、麻薬性鎮痛薬であるレミフェンタニルの術中

併用は手術中の出血量を減少させるために有用であるか否かを麻酔記録から二項ロジスティック回帰分析を

用いてレトロスペクティブに検討した。性別，維持麻酔薬，麻薬性鎮痛薬，SBP-mean, 最高血圧の変動係

（CVSBP），手術時間を独立変数の候補とし、出血量を従属変数の候補として関連性について検討した結果、

出血量と関連性を示したのは麻薬性鎮痛薬と CVSBP であった。麻薬性鎮痛薬と CVSBP を独立変数とし、出血

量を従属変数として二項ロジスティック回帰分析を行った結果、CVSBP（オッズ比 2.747）よりもレミフェ

ンタニルの使用（オッズ比、3.112）が術中の出血量減少により強く関与していることが明らかとなった。 

   Anesth Prog. 2017 Spring; 64(1): 3-7 

 

5) 顎変形症手術中に生じる高乳酸血症の検討 

顎変形症手術中に生じる高乳酸血症についてレトロスペクティブに検討を行った。対象症例の約 50％で

高乳酸血症（血中乳酸値 ≥19.8 mg/dL（2.2 mmol/L））を示した。その内の約 20％は血中乳酸値が 40 

mg/dL （4.49 mmol/L）以上を示した。多重ロジスティック回帰分析で、局所麻酔薬に含まれるアドレナリ

ンの使用量とプロプラノロールの使用に有意な相関を認めた。血中乳酸値 40mg/dL 以上を示した患者では、

代謝性アシドーシスを示す傾向があった。対象症例の術後 90 日予後は 100%で、高乳酸血症の有無は在院日

数に影響を与えなかった。局所麻酔薬に含まれるアドレナリンによって β2 アドレナリン受容体が刺激され、
好気的解糖が亢進し、術中の高乳酸血症が生じる可能性が示唆された。このメカニズムで生じる高乳酸血症

は患者予後に影響しなかった。 

   J Oral Maxillofac Surg. 2017 in press. 

 

6) 歯科処置に施されるプロポフォール日帰り全身麻酔の併用薬についての研究 

歯科処置に施されるプロポフォール日帰り全身麻酔の併用薬として 0.25μg/kg/min レミフェンタニル、 

0.125μg/kg/min レミフェンタニル、亜酸化窒素のいずれが適しているかを調査する目的で術中の体動や循 

環変動、全身麻酔後の回復過程、満足度、患者負担費用の点から比較検討した。いずれの併用薬も、プロポ 

フォールのみの麻酔より体動を抑制した。0.25μg/kg/min レミフェンタニル併用は、術後嘔吐・嘔気が 25% 

に認められ、0.125μg/kg/min レミフェンタニル、亜酸化窒素のいずれかが臨床的には適していた。患者負 

担費用の点を考慮すると、レミフェンタニル 0.125μg/kg/min が亜酸化窒素より安価であった。プロポフォ 

ール日帰り全身麻酔の併用薬として、レミフェンタニル 0.125μg/kg/min 併用麻酔が、最も適していること 

が示唆された。 

   Anesth Prog. Fall 2016;63(3):116-21. 

    

 



 

7) 下顎枝矢状分割術においてプロポフォール・レミフェンタニルはプロポフォール・フェンタニルと比 

較して術中出血量を減少させる 

プロポフォール・レミフェンタニル麻酔(R 群)またはプロポフォール・フェンタニル麻酔（F 群）で管理

した下顎枝矢状分割術の出血量などをレトロスペクティブに比較した。出血量は R 群が F 群よりも少なかっ

た。平均血圧は気管挿管後 20 分以降、心拍数は 15 分以降で、R 群が F 群よりも低値であった。尿量は R 群

が F 群よりも多かった。今回の研究で、レミフェンタニルは著しい血圧低下を起こさず、出血量を減少させ

るため、下顎枝矢状分割術に対し有用な薬剤であると考えられた。 
   Bull Tokyo Dent Coll. 2016;57(3):169-73 
 

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 

井出 智子 

松浦 信幸 

一戸 達也 

胎生期鶏卵における心拍数と酸素消 

費量の関係 
McGill 大学 

Montreal 

Canada 

Prof. Jacopo 

P Mortola 

 

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 科研費の場合は種別も記載 

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） 

一戸 達也 歯科医師の養成及び評価に関する総合的研究 

厚生労働科学研究費補助 

金（地域医療基盤開発推 

進研究事業） 

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 

文部科学省科学研究費補助金・

若手研究(B) 

川口 綾 
歯髄痛発生メカニズムの解明―三叉神経節 C ニュ

ーロン間シグナル分子ネットワーク 

文部科学省科学研究費補助金・

若手研究(B) 

 

5. 研究活動の特記すべき事項 

 
受賞 

受賞者名 年月日 賞名 テーマ 学会・団体名 

松浦 信幸 2016.12.13 

東 京 歯 科 大 学 

学長奨励教育助

成授賞 

ICT 環境を利用した新しい臨床

実習教育システムの構築 
東京歯科大学 

 

 

 

 

 

 



 

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 2016.12.10 
「歯学教育認証評価基準最終案 

パブコメを踏まえて」 

歯学教育認証制度等の実

施に関する調査研究 平

成 28 年度事業報告公開

シンポジウム 

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 2016. 5.27 

Assurance of clinical safety 

in pediatric dental 

practices 

10thBiennial Conference 

of the Pediatric 

Dentistry Association 

of Asia 

東京都 

千代田区 

松浦 信幸 2016. 9. 1 

The dental safety in the 

special needs dentistry in 

Japan. 

建立台灣特殊需求者口腔
專科醫師制度公聽會簡章

-Taiwan Oral Health 

Association for People 

of Special Needs 

public hearing. 

台北 

中華民国 
 

松浦 信幸 2016. 9. 2 

How do we improve patient 

safety in dentistry? 

 

The 20th General 

Assembly, the 39th 

Annual Scientific 

Meeting and Dental 

Exhibition of the 

Association for Dental 

Sciences of the 

Republic of China 

(ADS-ROC). 

台北 

中華民国 
 

松浦 信幸 2016.10.30 
歯科治療における全身偶発症へ

の対応 

第４４回日本歯科麻酔学

会総会・学術集会 
札幌市 

 

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 

一戸 達也 2016. 4.18 
歯科医学教育の質保証と専門分

野別認証評価 

日本私立歯科大学協会研

修会 

東京都 

千代田区 

一戸 達也 2016. 7.20 

「バイタルサインから全身状態

を推測する」－歯科患者の全身

管理 update－ 

東京松風歯科クラブ臨床

講座 

東京都 

千代田区 

一戸 達也 2016. 9.21 歯科における医療事故の現状 
京橋歯科医師会学術講演

会 

東京都 

中央区 

 



 

一戸 達也 2017. 2.17 
「歯学教育認証評価基準最終

案」 

歯学教育認証制度等の実

施に関する調査研究事業

成果報告会 

東京都 

千代田区 

 

一戸 達也 2017. 3.12 

「歯科治療時の医療安全 リス
クマネジメント（医療事故予

防・感染症対策）とクライシス

マネジメント（緊急時の対

応）」 

埼玉県歯科医師会女性歯

科医会講演会 
浦和市 

松浦 信幸 2016. 7. 9 

歯科医院における緊急時の対応

-全身偶発症の対応と救急薬品

の使い方 

埼玉県越谷市歯科医師会

講演会 
越谷市 

松浦 信幸 2016.9.15 
歯科医院における救命処置（一

次救命処置, 緊急使用薬剤） 
船橋歯科医師会講演会 船橋市 

松浦 信幸 2016.11.28 
「歯科治療における全身偶発症

への正しい対応法」 

大里郡市歯科医師会 

講演会 

深谷市 

 

松浦 信幸 2017. 3. 5 
「今日から使える生体データ

100％活用術」 

老年歯科医学会  

高齢者医療臨床研修会 

東京都 

千代田区 

松浦 信幸 2017. 3.12 
いざという時に慌てない！歯科
医院における全身偶発症への対

応 

第 25 回 茨城県歯科医学

会 テーブルクリニック 
水戸市 

半田 俊之 2016. 4.26 

「院内マニュアル改正点の

説明」・医療安全管理・感

染予防対策・個人情報保護

管理  

東京歯科大学水道橋病院 

教職員研修会 

東京都 

千代田区 

佐塚祥一郎 2016. 5.28 
歯科医院での歯科麻酔学 

症例別全身管理 
鈴木歯科医院 静岡市 

松木由起子 2016. 7.11 心肺蘇生 千葉病院研修会 千葉市 

松木由起子 2016.11.14 
薬品安全管理責任者からのフィ

ードバック① 
千葉病院研修会 千葉市 

松木由起子 2017. 3.13 
薬品安全管理責任者からのフィ

ードバック② 
千葉病院研修会 千葉市 

 

 

 

 

 

 



 

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 

松浦 信幸 

黒田 英孝 

小田嶋彩乃 

2016. 9.15 救急蘇生法の習得 船橋市歯科医師会講演会 船橋市 

 

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 

松浦 信幸 
2016. 

7.23-24 
OSCE ワークショップ２ 参加者 新潟市 

 

共用試験 

氏名 年月日 種別 役割 開催地 

松浦 信幸 
2017. 

2.26-27 

平成 28 年度東京歯科大学 

第 4 学年 OSCE 
課題責任者 

東京都 

千代田区 

松木由起子 
2017. 

2.26-27 

平成 28 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 
2017. 

2.26-27 

平成 28 年度東京歯科大学 

第 4 学年 OSCE 
評価者 

東京都 

千代田区 

佐塚祥一郎 
2017. 

2.26-27 

平成 28 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 
2017. 

2.26-27 

平成 28 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 
2017. 

2.26-27 

平成 28 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 
2017. 

2.26-27 

平成 28 年度東京歯科大学 

第 4 学年 OSCE 
補助者 

東京都 

千代田区 

久木留宏和 
2017. 

2.26-27 

平成 28 年度東京歯科大学 

第 4 学年 OSCE 
補助者 

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 

一戸 達也 2016.12.21 歯科麻酔学特別講義 岡山大学歯学部 岡山市 

松浦 信幸 2016. 5.31  障害者歯科学（総論） 東邦歯科医療専門学校 日野市 



 

松浦 信幸 2016. 6. 7  
障害者歯科学 

(各論：障害の種類） 
東邦歯科医療専門学校 日野市 

松浦 信幸 2016. 6.14  
障害者歯科学 

(各論：障害の種類） 
東邦歯科医療専門学校 日野市 

松浦 信幸 2016. 6.21  障害者歯科学（行動調整） 東邦歯科医療専門学校 日野市 

松浦 信幸 2016. 6.28  障害者歯科学（摂食嚥下） 東邦歯科医療専門学校 日野市 

松浦 信幸 2016.12. 6 
歯科衛生士国家試験直前講義

（歯科麻酔学） 
東邦歯科医療専門学校 日野市 

松浦 信幸 2016.12. 6 
歯科衛生士国家試験直前講義

（障害者歯科） 
東邦歯科医療専門学校 日野市 

半田 俊之 2016.10. 6 リスクマネジメントの概要（1） 
早稲田医学院歯科衛生

士専門学校 

東京都 

新宿区 

半田 俊之 2016.10.13 リスクマネジメントの概要（2） 
早稲田医学院歯科衛生

士専門学校 

東京都 

新宿区 

半田 俊之 2016.12. 8 医療安全と基礎知識 （1） 
早稲田医学院歯科衛生

士専門学校 

東京都 

新宿区 

半田 俊之 2016.12.15 医療安全と基礎知識 （2） 
早稲田医学院歯科衛生

士専門学校 

東京都 

新宿区 

半田 俊之 2017. 2. 2 リスクマネジメントまとめ 
早稲田医学院歯科衛生

士専門学校 

東京都 

新宿区 

小田嶋彩乃 2016.11.10 チームワーク 
早稲田医学院歯科衛生

士専門学校 

東京都 

新宿区 

小田嶋彩乃 2016.12. 1 事例報告と評価分析 
早稲田医学院歯科衛生

士専門学校 

東京都 

新宿区 

星野 立樹 2016.10.20 事故防止の周知徹底 
早稲田医学院歯科衛生

士専門学校 

東京都 

新宿区 

星野 立樹 2016.10.27 感染防止対策 
早稲田医学院歯科衛生

士専門学校 

東京都 

新宿区 

星野 立樹 2016.11.17 安全対策ネットワーク 
早稲田医学院歯科衛生

士専門学校 

東京都 

新宿区 

星野 立樹 2016.11.24 診療室での安全対策の事例 
早稲田医学院歯科衛生

士専門学校 

東京都 

新宿区 

江里口麻子 2017. 1.12 事故発生時の対応① 
早稲田医学院歯科衛生

士専門学校 

東京都 

新宿区 

江里口麻子 2017. 1.19 事故発生時の対応② 
早稲田医学院歯科衛生

士専門学校 

東京都 

新宿区 



 

江里口麻子 2017. 1.26 事故発生時の対応③ 
早稲田医学院歯科衛生

士専門学校 

東京都 

新宿区 

 


