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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)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 

4)三叉神経感覚障害に対する MRI の神経強調画像の構築 

准 教 授   大多和由美  5)障害者の安全で効率的な歯科治療  

6)発達障害者の歯科診療支援  

7)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   半沢  篤  8)経口鎮痛薬の術前投与が術後痛に及ぼす影響プロポフォール・レミフェン 

タニル麻酔下の小手術を対象として  

大学院生   柏木 航介  9)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：518） 

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、402 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。 

  PLoS One, 10;1: e0116885. doi:10.1371, 2015. 

 J Pharmacol Sci, 127(3):391-3. doi: 10.1016, 2015. 

    第 62 回日本麻酔学会学術集会発表 

   第 35 回鎮痛薬オピオイドペプチドシンポジウム発表 

    

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、102 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) 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、756） 

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、68 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。 

   J Dent Resarch 投稿中 

 

4) 三叉神経感覚障害に対する MRI の神経強調画像の構築（倫理承認：728） 

三叉神経感覚障害患者の神経損傷部位の MRI の神経強調画像の構築をこれまでに 16 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 

 

7) 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。 

上顎中切歯が双生歯および歯内歯を併発した Brachmann-de Lange 症候群の１例 

辻野啓一郎他、障害者歯科学会誌 38：30-35,2017 

 

8) 経口鎮痛薬の術前投与が術後痛に及ぼす影響プロポフォール・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。 

Anesthesia Progress in press 

 

9) 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 

大多和 由美 
2017. 

1.7-8 
第 18 回日本 HIV 歯科医療研究会 

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 2016. 6.25 
歯科領域慢性疼痛の現状とその

薬物療法 

第 46 回日本精神神経薬

理学会シンポジウム「慢

性疼痛病態解明と創薬へ

の試み」 

韓国 

ソウル市 



福田 謙一 2016.10.30 
安全な歯科局所麻酔注射方法と

は 

第 44 回日本歯科麻酔学

会 

安全医療委員会「シンポ

ジウム 

札幌市 

福田 謙一 2016.12.11 神経損傷時の対応 

第 3 回神経障害性疼痛関

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 2016. 6. 5 
口腔顔面痛を生じる全身疾患と

診断に必要な診査・検査 

平成 28 年日本口腔顔面

痛学会ベーシックセミナ

ー 
教育講演 

東京都 

新宿区 

福田 謙一 2016. 6.25 
Diagnosis and treatment  

for chronic orofacial pain 

IADR of Korea 2016 

招待講演 

韓国 

ソウル市 

福田 謙一 2016. 9.24 
口腔顔面領域神経障害性疼痛の

臨床 

第 21 回日本口腔顔面痛

学会 

教育講演 

横浜市 

福田 謙一 2017. 3.26 
口腔顔面痛に対するペインクリ

ニック 

第 6 回日本ペインクリニ

ク学会北関東・甲信越支

部学術集会 

教育講演 

大宮市 

 

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 2016. 4. 2 

咀嚼筋・筋筋膜痛に対するペイ

ンクリニックとブラキシズムへ

の対応 

ユニバーサルインプラン
ト研究所研修会 

東京都 
品川区 

福田 謙一 2016. 5.21 
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 2016. 5.29 
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 2016. 5.29 患者管理スキルアップ講習会  埼玉県歯科医師会 さいたま市 

福田 謙一 2016. 6.11 
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 2016. 7.10 
安全・安心の歯科医療をめざし
て 

 岡山県保険医協会 岡山市 

福田 謙一 2016. 8.28 
口腔インプラント埋入手術にお

ける全身管理と緊急時の対応 
 東京形成研究会 

東京都 

北区 

福田 謙一 2016.10.14 
多様化する主訴への対応／患者

急変時の対応 
 品川区歯科医師会 

東京都 

品川区 



 

福田 謙一 2016.11.12 
非歯原性歯痛の臨床と歯科医院

における疼痛管理 

東京歯科大学同窓会 

秋田県支部学術講演会 
秋田市 

福田 謙一 2016.12. 3 
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 2016.12.10 
歯科における多様化する主訴へ

の対応／患者急変時の対応 

東京歯科大学同窓会 

神奈川県西湘支部学術講

演会 

平塚市 

福田 謙一 2017. 1.21 
歯科における多様化する主訴へ

の対応／患者急変時の対応 

東京歯科大学同窓会 

千葉県印旛支部学術講演

会 

成田市 

大多和由美 2016. 6.14 

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 2016. 9.28 
近年の学童期小児の口腔の現況

と対策 

平成 28 年度江東区学校

保健会 

江東区歯科医師会  

江東区学校歯科医会 

東京都 

江東区 

大多和由美 
2016.11.14 

2017. 1.16 
「HIV 感染者の歯科治療」 

平成 28 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 

 

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 2017. 2.26 
平成 28 歳年度東京歯科大学  

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 2016.6.29 疼痛疾患とペインクリニック 朝日大学第 4 学年 
岐阜県 

瑞穂市 

 


