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はじめに

２０１８年１０月に奈良春日野国際フォーラム 甍～I
・RA・KA～で，国際歯科麻酔学会連合（Interna-
tional Federation of Dental Anesthesiology Socie-
ties : IFDAS）の学術大会である第１５回国際歯科麻
酔学会議（IFDAS２０１８）の大会長を務めた（図１）。
その時の学術大会のテーマでもあり，会長講演のタ
イトルとしたのが「Dental Anesthesiology-Devotion
to Patient’s Welfare」であった。日本語にすると「歯
科麻酔学－すべては患者さんのために」という想い
である。

わが国の歯科麻酔学は，世界的にみると極めて特
異な立場にある。歯科医師が全身麻酔を行うことが
できるのは，日本，アメリカ，カナダの一部など，
ごく限られた国々である。わが国の歯科医師は，患
者さんに安全で快適な歯科医療を提供するために全
身麻酔や精神鎮静法など多くの武器を持つことを許
されている。全身麻酔は歯科口腔外科手術や障害児
者の歯科治療のために欠かすことのできない技術で
あるし，精神鎮静法，特に静脈内鎮静法は超高齢社
会の中で有病高齢者の医療安全の向上に極めて有用
である。障害児者や歯科恐怖症の患者さんの歯科治
療のためにも静脈内鎮静法が活用されている。

１９８１年に東京歯科大学を卒業して約４０年間，多く
の仲間と一緒に歯科麻酔学を学んできた。歯科麻酔
科医として多くの患者さんの診療に従事し，歯科麻

酔学領域の研究を継続し，それらの経験と結果を社
会に発信し，後輩の人達に伝えてきた。この間を振
り返りながら，私がこれまで何をして，どのような
成果を挙げ，次世代の人達に何を残せるのか，せっ
かくいただいたこの機会に改めて考えてみたい。

歯科麻酔学講座入局

歯科麻酔学講座は１９６８年にわが国で３番目に設置
された，東京歯科大学の臨床系講座の中では比較的
新しい講座であり，私は設置から１４年目に当たる年
に同級生２名と一緒に入局した。当時，中久喜 喬
教授，金子 譲助教授，原岡研二講師の他に７名，
総勢で１０名の小さな講座であった。中久喜先生は私
の父親と同じ１９２６年１月生まれであったこともあ
り，まさしく講座のお父さんという感じであった。
そして金子先生はバリバリの現場監督という感じで
あり，日常臨床や研究について講座員の指導にあた
られていた。

私は学生時代から全身麻酔に興味があり，しか
も，歯科麻酔学講座ではその当時から医科麻酔科研
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修のために東京大学医学部附属病院に勉強に行ける
ということを聞き，大学院に入学することにした。
まさかその２５年後に，「歯科医師の医科麻酔科研修
のガイドライン」１）を厚生労働科学研究によって自分
自身でまとめることになるとは思ってもみなかっ
た。同級生である二階堂雅彦君と森 名子さんと一
緒に，毎日の診療や学会活動などで楽しい時間を過
ごした。

歯科麻酔学講座は，創設以来，一貫して「歯科患
者の呼吸・循環管理」を講座の基本的なテーマと
し，「歯科医療の安全性と快適性の向上」のための
教育・研究・臨床活動を行ってきた。中久喜教授の
時代は歯科領域における精神鎮静法の普及が大きな
テーマであり，先輩の大学院生たちは静脈内鎮静法
をテーマとした学位論文をまとめていた。その後，
金子教授の時代になる前後から，精神鎮静法に加え
て局所麻酔の安全性向上，特に血管収縮薬の生体へ
の影響についての研究が各大学で行われるように
なった。この頃は，ちょうど血漿カテコールアミン
濃度測定が一般的になった時期でもある。そこで私
の学位論文は，全身麻酔中に投与される局所麻酔薬
溶液中のアドレナリンが生体にどのような影響を与
えるかがテーマとなった２）。講座には高速液体クロ
マトグラフィー装置が導入され，毎日のように血漿
を分離して前処理し，１検体あたり３０分程度かかる
分析を繰り返した。

医科麻酔科研修

学位論文が概ね完成した１９８５年１月から１年間，
東京大学医学部附属病院分院麻酔部に医員として出
向し，医科麻酔科研修を受けることになった。分院
は護国寺駅から坂を登ったところにあったが，現在
は取り壊されている。分院では，故 橘 直矢助教
授や，後に東京大学医学部麻酔科学講座の第４代教
授となられた花岡一雄講師に大変お世話になり，口
腔外科手術だけでは経験できない様々な医科症例の
全身麻酔や硬膜外麻酔などを研修した。また，分院
から外部の病院に出張しての全身麻酔も経験した。
出張先の病院で，産婦人科医となった高校時代の同
級生が行う手術のための全身麻酔を行ったことも
あった。分院での医科麻酔科研修が終わろうとする
１９８５年１２月，私は膵臓がんの患者さんに対する膵頭

十二指腸切除術の全身麻酔を担当した。この患者さ
んは糖尿病やそれに起因した動脈硬化による軽度の
心筋虚血を合併していた。麻酔中は血圧の変動が著
しく，途中で麻酔薬の変更を余儀なくされたりした
が，取り敢えず手術が終わった。しかし，その翌
日，術後回診に行くと，心電図上，典型的な心筋梗
塞の所見がみられた。内科医と一緒に薬物療法を
行ったが，２日後に患者さんは亡くなられた。私に
とっては初めての周術期死亡の症例であり，私が選
択した麻酔方法がまずかったのではないかとしばら
く落ち込んだ。麻酔は怖いものであり，油断すると
大事故につながるのだと実感させられた。

その後，１９８６年７月からは，１９８８年４月までの１
年１０か月間にわたって，週１日ではあるが，埼玉県
立小児医療センター麻酔科で小児麻酔の研修も受け
た。これらの経験は，楽しいことも辛いことも，大
学に戻ってから様々な場面で役立った。現在，講座
にいる若い人達は，このような他施設での医科麻酔
科研修が受けられることを大変楽しみにして入局し
てくれており，この研修の体制は今後も継続・発展
させていかなければならないと考えている。

留学“This is also a paper”

大学にもどって少しして医局長となり，さらに水
道橋病院歯科麻酔科主任となった。毎日の臨床に明
け暮れる中，学位論文の延長であるアドレナリンの
生体への影響について臨床研究を継続した。そのよ
うな折，１９９２年１０月から１９９４年３月まで，Harbor/
UCLA Medical Center 麻酔科に留学する機会を得
た。UCLA の main campus は Los Angeles の
downtown の北西部にある Westwood という町に
ある。現在は同級生の西村一郎君が教授として勤務
しているが，日本人留学生だけでなく，日本人観光
客も多く訪れる名所のひとつである。一方，私が留
学した Harbor/UCLA Medical Center は，Los An-
geles 市の南にある Torrance 市にあり，郊外の古
い病院であった。その当時ですでに年間約８，０００例
の全身麻酔症例があったが，その１／３は夜間に隣
の市から gun shot で運ばれてくる患者の手術で
あった。私はその病院の敷地内にある掘立て小屋の
ようなラボで，１年半にわたって４００羽近いウサギ
の実験を行った（図２）。
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Harbor/UCLA Medical Center では福永敦翁教
授にお世話になった（図３）。福永先生は東邦大学
医学部卒業後に，東京大学医学部麻酔学講座で講師
まで務められた先生である。留学中は，福永先生の
ご指導のもと，アデノシンやアデノシン三リン酸
（ATP）の麻酔作用について研究した。今でこ
そ，アデノシンは P１受容体を介して鎮痛や抗侵害
作用を発揮し，P２受容体は逆に発痛に関与するこ
とは有名な事実であり，われわれもアデノシンと強
力な麻薬性鎮痛薬であるレミフェンタニルは類似し
た抗侵害作用を示すことを報告しているが３），その
当時はこのような知識はまだ基礎学者の一部が知る
のみであった。福永先生は，何とかして自分の研究
でアデノシンの麻酔作用を明らかにしたいと考えて
いた。

ある時，学会で福永先生がアデノシンの麻酔作用
についての発表を行ったところ，会場から「そんな
ことはあり得ない」という発言があったという。そ
こで福永先生は，おもむろに自分が持っていた発表
用原稿用紙を裏返して白い紙を見せ，こう言った。

“Do you know a paper？”
“Yes, it is white, rectangular,８．５by１１…”

その後に用紙を９０度回転させて，発言者からは用紙
の一辺だけが見えるようにし，

“But, you can see…”
“This is also a paper”

と述べたところ，聴衆から大いに受けたということ
である。アメリカ人はこのような気の利いたフレー
ズを好む。

福永先生が言いたかったことは「見方を変えれば
違った景色がみえる。固定観念にとらわれない。」
ということであり，この教えはその後の私の研究生
活における考え方の基盤となった。自由な発想で物
事に取組んでみようという，この“This is also a pa-
per”の精神は，大学院生の研究生活の中でも折に
触れて話しており，彼らは彼らなりの「新しい pa-
per」を探し続けてくれている。

ウサギの実験

留学からの帰国後は，アドレナリンの臨床研究を
続けながら，ウサギの実験も行った。ウサギを開胸
して大動脈に超音波血流計のプローベを装着し，心
筋や大脳皮質などに組織酸素分圧測定装置の針電極
を刺入した状態で，オトガイ神経を剖出して電気刺
激を与え，様々な麻酔薬や鎮痛薬が血圧，心拍数，
大動脈血流量，組織酸素分圧などにどのような影響
を与えるかを観察した４－６）。ウサギの心臓は５００円玉
くらいの大きさで，そこから出てくる大動脈は直径
が３．５～４mm ほどであり，そばを通る肺動脈を避
けながら，大動脈にプローベを装着する。最初の頃
は肺動脈が避けて大出血を起こし，ウサギが即死す
ることもあったが，慣れてくると，開胸からプロー
ベ装着まで約７分で実施できた。何事もトレーニン
グであるとつくづく実感した。大学院生に，「動物
実験では，安定したデータが取れるようになった
ら，その実験はほぼ終わり」と良く説明する。彼ら

図２ Harbor/UCLA Medical Center のラボ 図３ 福永敦翁教授
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は，最初は慣れない研究手技に戸惑い，なかなか思
うような結果が得られないために，実験に嫌気がさ
すこともあるが，このように励ましていると，きれ
いなデータが取れるようになってきた時の彼らはと
ても良い笑顔をみせるようになる。

そんな中で，ひとつの論文を発表した。内容はご
く単純なもので，ウサギの舌粘膜の血流量をレー
ザードップラー血流計で計測し，亜酸化窒素，イソ
フルラン，フェンタニル，プロポフォールという全
身麻酔薬が血圧，大動脈血流量や舌粘膜血流量にど
のように影響するかを比較したものである７）。結果
は教科書に書いてあるとおり，イソフルランが強い
血管拡張作用を示すことから，血圧が低下する一方
で大動脈血流量と舌粘膜血流量が増加するという予
想どおりのものであった。一方，フェンタニルは血
圧も大動脈血流量も変化させなかったが，不思議な
ことに舌粘膜血流量が大きく減少した（図４）。こ
の時は何故なんだろうと少し思ったが，それ以上の
追求はしなかった。しかし，これが，後に私の“This
is also a paper”となった。

レミフェンタニルとの出会い

２００２年４月に講座内教授に昇任し，２００４年８月に
講座主任を拝命した。講座の運営がようやく軌道に
乗ってきた２００７年１月，わが国でもレミフェンタニ
ルが使用可能になった。レミフェンタニルは静注す
ると速やかに加水分解されるので，フェンタニルと
異なって半減期が極めて短いことから，持続静注で
使用可能である。ウサギの実験でフェンタニルを使
用していた時には，フェンタニルの血中濃度は静注
後，刻々と変化するので，血中濃度が一定の状態で
複数のデータ採取を行うことは困難であった。しか
し，レミフェンタニルの登場後は，レミフェンタニ
ルの持続静注を開始して１５分も待てば，あとはずっ
と同じ血中濃度が維持されるので，様々な観察を複
数回反復して行うことが可能になった。ここで，
フェンタニル投与後の舌粘膜血流量減少のことを思
い出した。もし，この現象が粘膜だけでなく，顎骨
骨髄でも起こるとしたら，レミフェンタニル投与に
よって顎骨骨髄血流量を減少させることができるか
もしれないと考えた。それはすなわち，顎外科手術
の際に骨髄からの出血量を減少させることにつなが

る可能性があり，私達が歯科麻酔科医の立場で出血
量の減少を通じて手術の安全性と質の向上に貢献で
きることになる。

それまでは，手術時の出血量減少のために，人為
的低血圧（低血圧麻酔）という方法が広く行われて
いた。東京歯科大学では，前述した ATP を用いた
低血圧麻酔が行われていた。ATP は血中で速やか
にアデノシンに加水分解され，このアデノシンの強
力な血管拡張作用によって血圧が低下するからであ
る。しかし，低血圧麻酔では最高血圧を７０～８０
mmHg 以下にまで低下させるため，時として脳や
心臓など重要臓器の虚血性障害を起こすことがあ
り，幸いにも東京歯科大学では低血圧麻酔に起因し
たこのような事例は発生しなかったものの，他施設
では時々低血圧麻酔時の事故が発生していた。

そこで，レミフェンタニルが組織血流量にどのよ
うな影響を及ぼすか，研究を開始することとした。

レミフェンタニルによる組織血流量の変化

まず，レミフェンタニルが下顎骨骨髄血流量に及
ぼす影響を，ATP と比較してみた８）。その結果，プ
ロポフォール麻酔においてもセボフルラン麻酔にお
いても，平均動脈圧は ATP 投与時には３０～４０％低
下したのに対して，レミフェンタニル投与時にはわ
ずか５％程度の低下であったが，下顎骨骨髄組織血
流量はどちらも４０％程度減少した（図５）。すなわ
ち，レミフェンタニルは血圧を大きく低下させるこ

図４ 各種麻酔薬が循環動態と舌粘膜血流量に及ぼす影響
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となく，下顎骨骨髄組織血流量を減少させることが
分かった。この結果は，私にとって，まさしく“This
is also a paper”であった。今まで，誰もこのよう
なことは言っていなかった。この結果については，
劔持正浩先生が学位論文としてまとめてくれた。そ
して，ここから歯科麻酔学講座のレミフェンタニル
に関する一連の研究が今日まで続くこととなった。

小鹿恭太郎大学院生（現准教授）は，レミフェン
タニル投与時の組織血流量の投与量依存性について
検討してくれた９）。その結果，プロポフォール麻酔
においてもセボフルラン麻酔においても，レミフェ
ンタニルは量依存性に下顎骨骨髄や咬筋など口腔領
域の組織血流量を減少させることが分かった（図
６）。

動脈血二酸化炭素分圧の変化による
組織血流量の変化

麻酔薬で組織血流量を制御し，出血量の減少につ

なげることは，私の歯科麻酔科医としてのひとつの
夢であった。劔持論文が発表される前年，半田麻里
子大学院生が，動脈血二酸化炭素分圧を変化させる
ことによって下顎骨骨髄と咬筋の組織血流量にどの
ような変化が生じるかをまとめてくれていた１０）。そ
の結果，イソフルランまたはプロポフォールを用い
た全身麻酔中に，過換気状態として動脈血二酸化炭
素分圧を低下させると下顎骨骨髄組織血流量が減少
し，低換気状態で動脈血二酸化炭素分圧が上昇する
と下顎骨骨髄組織血流量増加することが分かってい
た（図７）。不思議なことに，咬筋では組織血流量
が下顎骨と逆方向の変化を示し，動脈血二酸化炭素
分圧が低下すると組織血流量が増加し，動脈血二酸
化炭素分圧が上昇すると組織血流量が減少すること
も分かっていた。咬筋の血流量変化は，おそらく口
腔組織の血流の再分布によるものであろうと考えた
が１０），その詳細なメカニズムの解明は後回しにし
て，当面は下顎骨骨髄組織血流量に着目した。レミ

図６ レミフェンタニルが口腔組織血流量に及ぼす影響
（左：プロポフォール麻酔，右：セボフルラン麻酔）

図５ レミフェンタニルが平均動脈圧（左）と下顎骨骨髄組織血流量（右）に及ぼす影響
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フェンタニルと過換気を組合せることによって，下
顎骨骨髄組織血流量の減少がより大きくなることが
期待できたからである。

レミフェンタニルと動脈血二酸化炭素分圧の
変化を組合せてみた

神戸宏明大学院生は，レミフェンタニルと動脈血
二酸化炭素分圧の変化の組合せが組織血流量に及ぼ
す影響を検討してくれた１１）。過換気によって動脈血
二酸化炭素分圧を低下させると下顎骨骨髄組織血流
量が減少し，その減少はレミフェンタニルを投与す
るとさらに大きくなった（図８）。つまり，レミ

フェンタニルを併用した全身麻酔で過換気状態にす
ると，下顎骨骨髄組織血流量が３０％以上減少するこ
とが分かった。

同時期に，笠原正貴講師（当時，現薬理学講座教
授）がレミフェンタニル投与時における亜酸化窒素
併用の影響を観察し，亜酸化窒素はレミフェンタニ
ルによる組織血流量減少に影響しないことを示した
（図９）１２）。

本当にヒトでレミフェンタニルは
出血量減少に貢献するか？

それまでの研究結果から，ウサギではレミフェン

図７ 動脈血二酸化炭素分圧の変化が下顎骨骨髄（左）および咬筋組織血流量（右）に及ぼす影響

図８ 口腔組織血流量に対するレミフェンタニルと動脈血二酸化炭素分圧の相互作用
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タニルが下顎骨骨髄組織血流量を減少させることは
ほぼ確実なことだと確信していた。しかし，この現
象がヒトでも得られるかは不明であった。さすが
に，ヒトで全身麻酔中の下顎骨骨髄組織血流量を測
定することは不可能である。そこで，後ろ向き研究
として，上下顎同時移動術時の出血量に影響を及ぼ
す因子を多変量解析で検討した。この研究は，岡村

大器専攻生の学位論文として松浦信幸講師（当時，
現オーラルメディシン・病院歯科学講座教授）が指
導してくれた１３）。上下顎同時移動術を受けた患者を
対象として，出血量が少なかった群と多かった群に
分けた時，出血量の減少に貢献したのは，①レミ
フェンタニルの使用と，②血圧の変動が小さいこと
であった（表１）。

この結果は，レミフェンタニルの使用が下顎骨骨
髄組織血流量を減少させるという間接的な証明に
なった。そして，もうひとつ興味深いことは，出血
量の減少に貢献するのは最高血圧の絶対値ではな
く，最高血圧の変動が小さいことという事実であっ
た。つまり，この研究の結果は，手術中にいかに循
環動態を安定化させるか，それが歯科麻酔科医とし
ての重要な役割であるかを知らせてくれた。なお，
これらの研究成果を受け，現在，東京歯科大学歯科
麻酔学講座では，低血圧麻酔はまったく行われなく
なった。

レミフェンタニルによる組織血流量の減少は
組織酸素化の悪化を起こさなかった

組織血流量が減少すれば，普通に考えれば組織酸
素供給量が減少する。ということは，組織が低酸素

表１ 上下顎同時移動術時の出血量－多変量解析による検討－

Coding ０ １

Gender Female Male
Anesthetic Propofol Sevoflurane
Opioid Fentanyl Remifentanil
SBP-mean，mm Hg ＞＿100 ＜１００
CVSBP，％ ＞＿８ ＜８
HR-mean，bpm ＞＿75 ７５
Duration of surgery，min ＞＿３００ ＜３００
Blood loss，mL/kg ＞＿５ ＜５

Odds Ratio ９５％ Cl P

Opioid ３．１１２ １．１６６－８．３０７ ．０２３
CVSBP，％ ２．７４７ １．０７０－７．０５３ ．０３６

Blood Loss

mL/kg＜５ mL/kg＞＿５ P

Remifentanil，
µg/kg per min ０．２０７±０．０８３ ０．１７４±０．０６５ ．０７６

図９ レミフェンタニルによる口腔組織血流量の変化に
対する亜酸化窒素の影響
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状態に陥る危機があるということになる。寺川由比
大学院生は，星状神経節ブロック時の注射側と反対
側の組織血流量を観察し，注射側で組織血流量が増
加する一方，反対側では組織血流量が減少すること
を示していた１４）。そして，この研究の関連として，
星状神経節ブロック時の反対側の組織血流量減少
は，組織酸素分圧の低下を伴うことを報告していた
（図１０）１５）。このことから，レミフェンタニルによ
る組織血流量の減少が本当に安全であるかを証明す
る必要が生じた。そこで，小林紗矢香大学院生にこ
の点を検討してもらった１６）。その結果，レミフェン
タニル投与時には組織血流量が減少し，組織への酸
素供給量が減少していたが，それに見合うだけ組織
酸素消費量が減少しており，組織の酸素の需要と供
給のバランスの指標となる組織酸素分圧が維持され
ることが分かった（図１１）。つまり，レミフェンタ
ニルによる組織血流量減少は，組織の低酸素状態を
導かないことが示された。そして，その後の研究で
も，レミフェンタニルは組織酸素分圧を良好に維持
することが示された１７，１８）。

これまでの研究で，レミフェンタニルは組織血流
量を減少させながらも組織の創傷治癒を阻害しない
可能性が示唆された。もっと欲を言えば，レミフェ
ンタニルが組織の創傷治癒を促進するとまで言えれ
ば素晴らしいことであったが，そこまでは到達しな
かった。しかし，多くの大学院生がこのレミフェン
タニル研究やそれに関連するウサギの研究に従事し
てくれたおかげで，かなりの成果をあげられたので
はないかと自負している。

大学院生の研究領域

歯科麻酔学講座の教授として在任している間に，
６４名の大学院生が論文を完成し，学位を取得した（表
２）。６４名中の４８名（７５％）は歯科麻酔学講座で従
来から行われている臨床研究や基礎研究に参加し
た。講座外では，生理学講座（田﨑雅和前教授，澁
川義幸教授），生化学講座（東 俊文教授），解剖学
講座（井出吉信教授，阿部伸一教授），および東京
都医学総合研究所精神行動医学研究分野（池田和隆
分野長）にお世話になった。

歯科麻酔学講座で研究を行った４８名については，
ウサギを使用した基礎研究では，レミフェンタニル
に関連した全身麻酔の研究や局所麻酔効果の改善に
関する研究が多く行われ，ヒトを対象とした臨床研
究では，全身麻酔時の循環変動の制御に関する研究
や静脈内鎮静法の研究が多く行われたが，それ以外
にも，歯科麻酔学に関連した広範な領域で研究が実
施された（表３）。

大学院生の研究テーマを決めるにあたっては，彼
らが何をやりたいのか，彼らの curiosity を大切に
した。自分が興味を持てないテーマで研究すること
はつまらないし，“This is also a paper”につなが
らないからである。幸い，彼らはそれぞれのテーマ
で立派な学位論文をまとめてくれた。

これらの大学院生の学位論文を含めた教授在任中
の業績は，原著論文１０２編，臨床論文３８編，症例報
告８７編，総説１０編，解説８４編，その他の論文２６編，
著書４８編，学会発表６７１題であった。

図１０ 口腔組織血流量と口腔組織酸素分圧との関係
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大学院生のキャリアパス

４０年前に総勢１０名の小さな講座に入局した身とし
て，医局員数を増加させ，学内外で講座の存在をア
ピールすることは極めて重要な命題であった。多く
の大学院生を迎えることで研究力を向上し，臨床実
績を伸ばすことを考えた。そして多くの優秀な歯科
麻酔科医を世の中に輩出することが，社会貢献とし
ての教授の重要な役割だと思った。そのためには，
大学院生に対して明確なキャリアパスを示すことが
必要であった（表４）。

表２ 大学院生の研究領域
（２００４年度修了者～２０２１年度修了者：６４名）

研究領域 人数

歯科麻酔学講座基礎研究 ２１
歯科麻酔学講座臨床研究 ２７

本学生理学講座 ８
本学生化学講座 ３
本学解剖学講座 １

東京都医学総合研究所 ４

表３ 大学院生の研究領域（歯科麻酔学講座分）
（２００４年度修了者～２０２１年度修了者：４８名）

研究領域 局所麻酔 鎮静法 全身麻酔 Pain その他

基礎研究 ５ ０ １２ １ ３
臨床研究 ２ ９ ９ ４ ３

表４ 大学院生のキャリアパス

１年次 全身麻酔・鎮静法研修

２年次 全身麻酔・鎮静法研修
医科麻酔科研修（３か月）
学位研究

３年次 全身麻酔・鎮静法研修
日本歯科麻酔学会認定医取得
学位研究

４年次 全身麻酔・鎮静法研修
学位論文完成

修了後 医科麻酔科研修（１～３年間）
日本歯科麻酔学会歯科麻酔専門医取得

図１１ レミフェンタニルが口腔組織血流量と口腔組織酸素分圧に及ぼす影響
－組織酸素消費量の評価－
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歯科麻酔学講座入局後は，大学院生であっても臨
床専門専修科生であっても，１年目は全身麻酔の研
修を行うと同時に，静脈内鎮静法の介助を行う。ま
ずは指導医とともに全身麻酔の研修をしっかりと行
い，静脈路確保，人工呼吸，気管挿管，薬物投与な
どの全身麻酔の基礎を身につけてもらう。

２年目から，大学院生は自身の学位研究の予備実
験を開始すると同時に，静脈内鎮静法を自分自身で
担当するようになる。静脈内鎮静法では，全身麻酔
と異なり気管挿管のような気道確保がなされていな
いので，薬物の過量投与や口腔内に貯留した水の咽
頭への流れ込みなどによって，患者は容易に呼吸抑
制や誤嚥，気道閉塞を起こす。したがって，静脈内
鎮静法はある意味では全身麻酔よりもずっと危険性
を伴う。このことをしっかりと理解してもらい，歯
科患者の全身管理のための基本的な知識と技能を身
につけてもらうこととした。

それと同時に，この２年目の時期に３か月間の医
科麻酔科研修を実施することとした。現在は，神奈
川県立こども医療センター麻酔科（中村信人部長）
と市川総合病院麻酔科（大内貴志准教授）のいずれ
かで研修を行わせていただいている。また，この時
期に日本歯科麻酔学会雑誌に症例報告論文を発表す
る。これは３年目に日本歯科麻酔学会認定医試験を
受験するための資格要件のひとつになる。日本歯科
麻酔学会認定医試験を受験するためのその他の要件
として，全身麻酔２００例，静脈内鎮静法５０例の経験
が必要であるが，これらの症例数については，歯科
麻酔学講座で研修していれば，２年間で十分にクリ
アできる数である。

３年目になると，大学院生は自身の学位研究の本
実験が佳境となっている時期であるが，臨床では全
身麻酔や静脈内鎮静法を担当するとともに，日本歯
科麻酔学会認定医試験に合格し，日本歯科麻酔学会
認定医となる。臨床専門専修科生の場合，歯科麻酔
学講座で学ぶ最も大きな目的はこの日本歯科麻酔学
会認定医の取得であるため，多くの人が合格後にま
る３年の講座生活を終えて退局することになるが，
最近では，一部の人達は退局後に再度の医科麻酔科
研修を受けてから勤務歯科医として活躍するように
なっている。

４年目は，大学院生は自身の学位研究の論文を完

成させるために臨床を行う頻度は減るが，論文執筆
の合間を縫って外来で静脈内鎮静法を担当してい
る。

このように，大学院の４年間のうちに学位取得は
もちろん，日本歯科麻酔学会認定医や，希望があれ
ば日本障害者歯科学会認定医の資格が取得できるこ
とが，歯科麻酔学講座の大きな特徴になっている。

大学院の学位審査が終了して５年目になると，ほ
とんどの人は１～３年程度の医科麻酔科研修を受け
る。現在は，市川総合病院麻酔科の他，東京大学医
学部附属病院麻酔科（内田寛治教授），獨協医科大
学埼玉医療センター麻酔科（奥田泰久教授），国立
国際医療研究センター病院麻酔科（長田 理部長）
などにお世話になっている。この医科麻酔科研修中
か終了後に日本歯科麻酔学会専門医試験に合格して
歯科麻酔専門医となる。

このようなキャリアパスを HP 等で明示し，学生
にも折々に話した。その結果，東京歯科大学出身者
ばかりでなく，これまでに全国の１３歯科大学・歯学
部から大学院に入学してくれるまでになった。さら
に，過去には姉妹校である台北医学大学出身の蔡 鵬
飛先生と黄 明裕先生も社会人大学院生となってい
る（図１２）。蔡先生と黄先生は，台湾に設立された
台湾歯科麻酔学会のそれぞれ初代理事長と現理事長
であり，蔡先生は現在，東京歯科大学台湾同窓会会
長でもある。

つい最近のことであるが，蔡先生から連絡があ
り，台湾の歯科専門医のひとつとして，「障害者歯

図１２ ２００９年中華民國家庭牙醫學會兩岸三地大會
（左：黄 明裕先生，右：蔡 鵬飛先生）
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科専門医」が認定されたとのことである。残念なが
ら，「歯科麻酔専門医」はまだ認定されていない
が，このことは彼らが障害者歯科治療に歯科麻酔学
的な知識と技能を積極的に取り入れ，障害者歯科医
療の質を大きく向上させたことによるものである。

これらの結果，歯科麻酔学講座の教授として在任
している間に８４名の日本歯科麻酔学会認定医と３２名
の歯科麻酔専門医が誕生した。これらの人達の多く
は，大学を去った後も，静脈内鎮静法を中心とした
歯科麻酔科医としての業務を日常臨床の中に取り入
れ，安全で快適な地域歯科医療の提供のために尽力
してくれている。

学部学生の教育方略の改善

大学院入学希望者を増やすためには，学生のうち
に歯科麻酔学に興味を持ってもらう必要がある。歯
科麻酔学の授業は第４学年の１年間を通じて行われ
る（表５）。従来，歯科麻酔学の授業内容には，医
科疾患の基礎知識，全身麻酔に必要な呼吸循環の生
理学や様々な薬理学の知識など，歯学部学生がとっ
つきにくい領域が多かった。

そこで，まずは前期の授業内容のうち，２）から
６）までの項目については，「歯周病のために抜歯
を必要とする高齢者で高血圧症などの疾患を合併し
ている」という架空の症例に対して，授業を受ける
学生自身が抜歯を行うという想定で，全身管理上の
問題点を解決するために必要な知識を順次学修して

いく，いわばシナリオに基づく一人 PBL の形式の
授業を行うこととした（表６，７）。このような方
略を行うことによって，学生は低学年で学修した生
理学，薬理学，解剖学などの基礎医学の知識を復習
しながら，それが臨床にどのように結びつくのかを
より深く理解できると考えた。

加えて，動画等の視覚教材は授業ばかりでなく，
臨床基礎実習や臨床実習でも極めて有用であること
から，積極的に活用した。これらの視覚素材につい
ては，松浦信幸教授や小鹿恭太郎准教授に加えて多
くの大学院生たちがコンピュータに大変詳しく，質
の高い視覚教材を多数作成してくれた。

表５ 第４学年歯科麻酔学の授業内容

１．前期
１）歯科麻酔学概論
２）歯科患者の全身管理の基本
３）局所麻酔
４）精神鎮静法
５）バイタルサインとモニタリング
６）歯科治療時に配慮が必要な医科疾患
７）歯科治療時の全身合併症
８）ショックと低酸素症
９）救急処置（心肺蘇生法）

２．後期
１）全身麻酔
２）ペインクリニック
３）緩和医療

表６ 提示症例

７０歳の女性。下顎左側第一大臼歯の慢性歯周炎のため
に抜歯が予定された。現在，自発痛はないが軽度の咀嚼
時痛があり，動揺度は３度である。

既往歴として高血圧症，労作性狭心症，糖尿病があ
り，ニフェジピン（アダラートⓇ），グリベンクラミド（オ
イグルコンⓇ），アスピリン（バイアスピリンⓇ）を常用し
ている。最近の血圧は１５０／９０mmHg 程度であり，主治
医から血圧が変動しやすいといわれている。駅の階段を
上ると多少の息苦しさを自覚し，途中で休憩が必要だ
が，自分のペースで平地を歩いている時は、胸痛を起こ
すことはないという。最近の空腹時血糖値は１４０mg/dL
程度であり，HbA１c（NGSP）は６．５％である。

その他に特記事項はない。

表７ 提示症例の問題点の抽出

１．ストレッサー
１）精神的：緊張による血圧上昇
２）身体的：局所麻酔時の痛み

⑴ 注射針の刺入
⑵ 薬液の注入
不十分な局所麻酔効果による抜歯中の
痛み

３）薬 物：局所麻酔薬に含有された血管収縮薬

２．生体応答
１）何をモニターするか

３．予備力
１）高血圧症，狭心症，糖尿病では何が危険因子と

なるか
２）高血圧症，狭心症，糖尿病の状態をどのように

評価するか
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さらに，臨床実習プログレス期間では，全身麻酔
中の人工呼吸やビデオ喉頭鏡を用いた気管挿管も可
能な限り経験させ，歯科麻酔学を身近な学問として
感じてもらえるように，講座員全員で努力した。

これらの結果，このような授業を開始してからの
入局希望者は年間平均５．１人となり，講座は随分と
大所帯になった。

臨床実績

医局員数が増加すれば，診療の実績が上がる。講
座主任となった２００４年から２０２０年までの水道橋病院
と旧千葉病院・現千葉歯科医療センターとの症例数
の合計を図１３に示す。２０２０年は COVID-１９の影響で
症例数が減少したが，２０１８年や２０１９年では，２施設
合計の全身麻酔症例は約１，２００例，静脈内鎮静法症
例は約７，０００例となった。

全国の歯科大学・歯学部附属病院で実施されてい
る静脈内鎮静法の総症例数は約２５，０００例であり，全
国の症例の１／４以上を東京歯科大学の２施設で
行っていることになる。これに市川総合病院の症例
を加えると，年間で７，５００～８，０００例の静脈内鎮静法
の症例数となり，圧倒的な数を誇っている。この実
績はすべて，本務教員に加えて多くの大学院生や臨
床専門専修科生が診療に励んでくれた結果であり，
彼らに改めて感謝したい。

なお，２０１７年以降，ペインクリニックの症例数が
大きく減少したが，これは福田謙一先生が口腔健康

科学講座の主任教授となり，口腔顔面痛・障害者歯
科学研究室を率いることになったからである。

社会活動

教育・研究・臨床の活動に加えて，社会活動は教
授としての重要な使命である。表８にこれまでに務
めたおもな社会活動をまとめた。この中には，あと
から振り返ってみると，「東京歯科大学の教授だか
ら任命された」と思うような仕事も少なからずあっ
た。依頼する側は東京歯科大学という看板を頼りに
しているのだと感じる。このことについて，東京歯
科大学の教授の皆様は良く意識しておいていただく
と良いのではないだろうか。看板を背負っているの
だということを。

社会活動が増えると，講座を留守にする機会が増
える。講座員に目が行き届かなくなってくるかもし
れない。したがって，井出吉信学長が良く話される
ことであるが，次の人を育てることが教授の大切な
役割であるとつくづく感じる。幸いにして，歯科麻
酔学講座は多くの優秀な人材が育ってきてくれたの
で，私は社会活動，特に公的な活動にも積極的に取
り組むことができた。

日本歯科麻酔学会理事長としての活動

２０１３年１０月から２０１７年１０月までの４年間，日本歯
科麻酔学会理事長を務めた。その中で，特に積極的
に取組んだことのひとつが，プロポフォールの静脈

図１３ 臨床実績（水道橋病院と千葉歯科医療センターの合計）（２００６年－２０２０年）
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内鎮静法への適応拡大であった。プロポフォールは
歯科臨床で静脈内鎮静法に広く使用されていたにも
かかわらず，保険適応がなかった。このため，プロ
ポフォールの投与量を不必要に多くし，患者の意識
を消失させて静脈麻酔で保険請求する実態があっ
た。これではプロポフォール過量投与による医療事
故が起こりかねないことから，２０１４年に厚生労働省
にプロポフォールの歯科領域での静脈内鎮静法への
適応拡大を申請した。そして２０１８年，「原則とし
て，「プロポフォール【注射薬】」を「歯科・口腔外
科領域における手術又は処置時等の鎮静（留意事項
を遵守して使用した場合に限る。）」を目的に静脈内
鎮静法で使用した場合，当該使用事例を審査上認め
る。」という審査情報提供が発出された（図１４）。そ
して２年後の２０２０年には，静脈内鎮静法の保険点数
がそれまでの１２０点から一挙に６００点へと増点され
た。この点数は，医科点数表における静脈麻酔の点
数と等しく，静脈内鎮静法の重要性を厚生労働省が
認めてくれたものと考えている。

歯科用注射用局所麻酔薬製剤として，わが国では
リドカイン・アドレナリン製剤，プロピトカイン・
フェリプレシン製剤，およびメピバカイン製剤の３
種類が使用可能であり，これらのうち，リドカイ
ン・アドレナリン製剤が９０％以上の症例で使用され

ている。したがって，多くの症例で，伝達麻酔で
あってもリドカイン・アドレナリン製剤が使用され
ている状態である。しかし伝達麻酔では，血管収縮

表８ おもな社会活動

１．日本歯科麻酔学会理事長（２０１３年１０月～２０１７年１０月）
１）プロポフォールの静脈内鎮静法への適応拡大→静脈内鎮静法の診療報酬改定
２）メピバカイン塩酸塩製剤の伝達麻酔への適応拡大
３）日本歯科専門医機構設立を見据えた歯科麻酔専門医制度の再整備

２．国際歯科麻酔学会連合会長（２０１８年１０月～）
１）２０１８年 第１５回国際歯科麻酔学会議（IFDAS２０１８）の大会長

３．厚生労働省
１）歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン改訂（２００７年度厚生労働科学研究）
２）医道審議会歯科医師分科会歯科医師臨床研修部会長（２０１５年３月～）
３）２０１９年度・２０２０年度 医科麻酔科研修の実態調査
４）２０２０年度・２０２１年度 日露医療協力推進事業

４．日本歯科医師会
１）医薬品委員会委員長・副委員長（２０１１年４月～）

５．大学基準協会
１）歯学教育評価委員会委員（専門分野別認証評価）（２０２１年４月～）

６．日本歯科専門医機構
１）新規専門医制度小委員会委員長（２０１８年６月～）

図１４ 静脈内鎮静法へのプロポフォールの適用に関
する審査情報提供
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薬の有無による作用持続時間の差は浸潤麻酔ほど大
きくはない。そこで，現在は浸潤麻酔だけが適応と
なっているメピバカイン製剤を伝達麻酔で使用でき
れば，患者に余計なアドレナリンを投与しなくて済
むことから，２０１４年に厚生労働省にメピバカイン製
剤の伝達麻酔への適応拡大を申請した。その結果，
２０１６年に厚生労働省からメピバカイン製剤の使用実
態調査の実施依頼があり，多施設共同研究として調
査を実施した１９）。現在，この調査結果を厚生労働省
に提出し，未承認薬・適応外薬検討会議の審査を
待っている状況である。

国際歯科麻酔学会連合（IFDAS）における活動

２０１８年１０月に奈良春日野国際フォーラム 甍～I
・RA・KA～で，第１５回国際歯科麻酔学会議（IF-
DAS２０１８）を大会長として主催した。日本を含む
２２か国から合計で約１，３００名の参加者があった（図
１５～１７）。各国の法制度が異なり，歯科医師が行え
る業務の範囲が異なる中で，いかにして歯科を受診
する患者さんに安全で快適な医療を提供するかにつ
いて，活発な議論が行われた。

会長講演では，学術大会のテーマでもあった
「Dental Anesthesiology-Devotion to Patient’s Wel-
fare」をタイトルとし，歯科医療の中での歯科麻酔

学の重要性やわが国における歯科麻酔学教育と歯科
麻酔科医の役割について講演した（図１８）。

IFDAS２０１８にフィリピンからただ一人参加した
女性歯科医師である Dr. Christine Valerio は精神鎮
静法に興味を持ち，その後，精神鎮静法について学
ぶために東京歯科大学の一般専修科生となった（図
１９）。フィリピンでは，現状は歯科医師が静脈内鎮
静法を実施できる環境ではないため，まずは経口前
投薬を日常臨床に取り入れたとのことで，患者さん
からとても良い評価をいただいているとのことであ
る。草の根活動ではあるが，これも IFDAS２０１８を
開催したひとつの成果である。

IFDAS２０１８をきっかけとして，２０１９年に本学の
客員教授で，姉妹校である空軍軍医大学の王 小競
教授から講演に招待された。９月に四川省成都市を
訪問し，姉妹校である四川大学華西口腔医学院の関
連病院の四川口腔醫院で講演する機会を得た。四川
口腔醫院はユニット数２３０台，病床数５０床と水道橋
病院よりもかなり大きい歯科専門病院であるが，こ
の１フロアに「Comfort Dental Treatment Center」
を設置したとのことで，その開会式に招待された
（図２０）。「Comfort Dental Treatment Center」は
全身麻酔や精神鎮静法を積極的に活用し，快適な歯
科医療を提供しようという，中国としてはかなり画

図１５ IFDAS２０１８の参加国
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図１７ IFDAS２０１８閉会式後の記念撮影（右）

図１６ IFDAS 理事会のメンバー
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期的な取り組みである（図２１）。中国では，全身麻
酔や静脈内鎮静法は基本的に麻酔科医の業務であ
り，静脈内鎮静法の歯科医療への応用はまだまだこ
れからという状況であるが，彼らの熱意は強く伝
わった。この開会式の会場で，招待講演として，わ

図１８ 会長講演のタイトルスライド

図２０ 四川口腔醫院 Comfort Dental Treatment Center 開会式

図２１ 四川口腔醫院 Comfort Dental Treatment Center

図１９ Dr. Christine Valerio
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が国における静脈内鎮静法の臨床の現状と教育体制
などについて講演した。

ついで，１２月には北京で開催された中華口腔医学
会第４回鎮静・鎮痛学会に招待され，同様にわが国
における静脈内鎮静法の臨床の現状と教育体制など
について講演した（図２２）。図２２の右の写真の左側
の先生は徐 礼鮮先生で，空軍軍医大学の麻酔科医
であり，中華口腔麻酔学会の大御所である。右側の
先生は万 闊先生で，歯科医師ではあるが，アメリ
カで静脈内鎮静法の研修を行ったので，特例として
歯科医師であっても静脈内鎮静法の実施が許されて
いる。中国は不思議な国である。図２３は同じく姉妹

校である北京大学口腔医学院麻酔科の関 明先生
で，２０１２年の９月から１１月までの３か月間，障害児
者の歯科治療時の全身麻酔や静脈内鎮静法を学ぶた
めに，訪問研究員として歯科麻酔学講座に勉強に来
てくれていた。久しぶりに再会したが，彼女は現在
も北京大学口腔医学院で歯科治療のための全身麻酔
などを担当してくれている。

台湾，中国，フィリピンと，歯科麻酔学講座で学
んだ人達が，自国の法制度の中で歯科の患者のため
に歯科麻酔学の知識と技能を活用してくれている。
とても嬉しいし，やりがいのある仕事である。IF-
DAS２０１８に参加してくれた古くからの友人であ

図２３ 関 明先生

図２２ 中華口腔医学会第４回鎮静・鎮痛学会
右写真：徐 礼鮮先生（左：麻酔科医）と万 闊先生（右：歯科医師）
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る，Prof. Solomon A Rabinovich（モスクワ国立医
科歯科大学）（図２４左）や Dr. Kirana Lina Gunawan
（パジャジャラン大学，インドネシア）（図２４右）
からも，近い将来に若い歯科医師を勉強に来させた
いという話もあり，社会貢献も国内に留まらず，国
際的な活動になりつつある。

日露医療協力推進事業

厚生労働省は，２０１６年１２月に厚生労働大臣とロシ
ア連邦保健省大臣との間で署名した医療・保健分野
における協力覚書の内容や，同年５月に安倍元総理
大臣から提案した，医療分野における協力が１つ目
に位置づけられている「８項目の協力プラン」を具
体化することにより，高品質な日本の医薬品，医療
機器および医療サービスの国際展開を推進し，日本
の医療分野の成長を促進しつつ，日露両国民の健康
寿命の伸長を図ることで，日露双方にとって好循環
をもたらすことを目的とした事業，「日露医療協力
推進事業」を実施している。この事業は２０２０年度か
ら「歯科分野の協力」が項目として追加され，本学
が提案した「ロシアの歯科医療における静脈内鎮静
法の普及」に関する企画書が採択された。本学のカ
ウンターパートは，姉妹校であるモスクワ国立医科
歯科大学であり，先方の責任者は前述した Solomon
A Rabinovich 教授である。しかし，２０２０年度は
COVID-１９の状況から積極的な活動ができず，静脈
内鎮静法の臨床の実際や教育体制に関する２編の論
文をロシアの歯科雑誌である Clinical Dentistry 誌
に発表したのみであった２０，２１）。

２０２１年度もロシアへの渡航が困難であることか
ら，web を利用したテレビ会議を行うこととし，

２０２１年１２月２日の日本時間で１５時から１８時まで，第
１回日露歯科分野シンポジウムを開催した（図２５）。
会議の冒頭，東京歯科大学の井出学長，モスクワ国
立医科歯科大学の Vladislav A Mitronin 歯学部長，
厚生労働省の国際医療展開推進室 中山陽輔課長補
佐からご挨拶をいただいた。その後，東京歯科大学
からは，松浦教授，小鹿准教授と私が，モスクワ国
立医科歯科大学からは Rabinovich 教授と麻酔科医
である Larisa A Zavodilenko 教授が表９に示す講
演を行った。

その後の総合討論では，日本とロシアの法制度の
差に基づく，歯科医療における全身麻酔や精神鎮静
法の提供体制や使用薬物の違いに加えて，歯科医学
教育における歯科麻酔学の教育内容の現状など，幅
広い範囲にわたって活発な意見交換がなされた。本
シンポジウムへの参加人数は計１１３名（日本：７９
名，ロシア：３１名，中国：１名，台湾：１名，フィ
リピン１名）と，想像を上回るものであった。今後
もさらにこの事業を展開し，国際貢献へとつなげて
いきたいと考えている。

私はこれまで何をして，どのような成果をあげ，
次世代の人達に何を残せるのか

１９８１年に東京歯科大学を卒業して約４０年間，多く
の仲間とともに歯科麻酔学を学んできた。大学に勤
務する歯科医師として，教育，臨床，研究と社会活
動を行ってきた。また，２０１９年５月１９日には，故 中
久喜 喬名誉教授の奥様もお迎えして，歯科麻酔学
講座創設５０周年の記念祝賀会を開催することができ
た（図２６）。

これまで行ってきた教育，臨床，研究と社会活動

図２４ Prof. Solomon A Rabinovich（左）と Dr. Kirana Lina Gunawan（右）
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を振り返りつつ，歯科麻酔科医として様々な薬物を
患者さんに投与することから，これらの活動を薬物
療法に例えてみた（表１０）。

臨床活動は，目の前の患者さんに医療行為を行う
ので，効果発現は速やかである。しかし，その奏効
範囲はさほど広くない。４０年間どんなに頑張っても
数千人か数万人程度の患者さんにしか貢献できな
い。

研究活動は効果発現にやや時間かかる。しかし，
良い研究成果は広範囲に効果をもたらす。

教育活動は効果発現にさらに時間がかかる。早く
ても１０年，２０年という時間が必要である。ただし，
教育活動で良好な成果が得られれば，その奏効範囲
は極めて広い。

おそらく社会活動も教育活動と似ている。
私は，大学人として，やはり最終的には教育活動

表９ 第１回日露歯科分野シンポジウム 講演タイトル

Tatsuya Ichinohe
Intravenous sedation in dentistry : Significance and
education

Nobuyuki Matsuura
Intravenous sedation practices for phobic and disabled
dental patients

Kyotaro Koshika
Intravenous sedation practices for medically compro-
mised dental patients

Solomon A Rabinovich
Features of dental treatment for elderly and senile pa-
tients

Larisa A Zavodilenko
Sedation in Russian dental practice

図２５ 大学ホーム・ページでの第１回日露歯科分野シンポジウムの紹介
（https : //www.tdc.ac.jp/college/topics/tabid/１０５/Default.aspx?itemid＝１１１８＆dispmid＝９８２）
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で成果をあげられればと願う。William Arthur
Ward の有名な言葉，

The mediocre teacher tells.
The good teacher explains.
The superior teacher demonstrates.
The great teacher inspires.

の“The great teacher inspires．”は教員にとって
究極の目標であると思う。

私の学生時代，解剖学の上條擁彦教授，歯科理工
学の金竹哲也教授や微生物学の高添一郎教授など，
圧倒的な迫力で授業を行われた教授が本学には数多
くいらした。東京歯科大学で勉強できて良かったと
思った。

教育とは学修者の行動に価値ある変容をもたらす

活動である。それらの先生方にはとても追いつけな
いが，もし学生の一人でも，私の授業を聞けて良
かったと思ってくれたなら，東京歯科大学で勉強で
きて良かったと思ってくれたなら，それはとても幸
せなことである。そして，その学生達が歯科麻酔学
講座でわれわれと一緒に勉強し，講座を巣立った仲
間達が学んだことを活かして社会に貢献してくれた
なら，それは教員として最高の喜びである。実際，
多くの人達が講座に残り，そして社会の様々な場で
活躍してくれている。感謝，感謝。

また，歯科麻酔学講座の後輩達には，常々言って
いることではあるけれど，今一度，curiosity を持
つことの大切さを強調しておきたい。Curiosity が
あるから，“This is also a paper”の機会に巡り合
うことができる。もう一つ，“For others”という
言葉も送りたい。歯科麻酔科医であるからには，ま
ずは患者さんのために働くことは当然であるが，そ
の患者さんのために最善の歯科医療を提供しようと
している主治医のためにも力を尽くしてほしい。そ
して，将来，そのような歯科医師になろうと努力し
ている学生達のためにも，可能な限りのサポートを
してあげてほしい。しかし，歯科麻酔学講座の後輩
達は，“Curiosity”や“For others”の大切さを十
分に分かってくれていると思うので，心配はしてい

表１０ 各種活動の効果発現の速さと奏効範囲

療 法 効果発現 奏効範囲

臨 床 速い 狭～中
研 究 中 広い
教 育 遅い 非常に広い
社会活動 遅い～中 非常に広い

図２６ 歯科麻酔学講座創設５０周年記念祝賀会（２０１９年５月１９日）
（中央は故 中久喜 喬名誉教授の奥様）
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ない。後輩達の活躍によって，歯科麻酔学講座が今
よりも一層発展していくことを強く信じて疑わな
い。

後輩の皆さん，バトンタッチの時期が来ました。
あとはよろしくお願いします。

最後に，これまで一緒に働いていただき，様々な
ご指導とご支援をいただいた，歯科麻酔学講座の先
輩，同僚，後輩の皆様，東京歯科大学のすべての教
職員の皆様，国内外の友人，知人，そして家族，す
べての方々に心から御礼を申し上げます。長い間お
世話になり，ありがとうございました。

本論文の要旨は，第３１２回東京歯科大学学会（総会）
（２０２１年１０月１７日，東京）において発表した。

文 献
１）一戸達也：歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライ

ン改訂に関する研究 平成１９年度総括・分担研究報
告書（厚生労働科学研究費補助金 厚生労働科学特
別研究事業 H１９－特別－指定－１５）．

２）一戸達也：ハロタン麻酔，調節呼吸下における口腔
内エピネフリン局所投与の血漿カテコールアミン濃
度および循環，代謝，呼吸に及ぼす影響，日歯麻
誌，１３：３８８－４０９，１９８５．

３）Hayashida M, Fukunaga A, Fukuda K, et al. : The
characteristics of intravenous adenosine－induced
antinociception in a rabbit model of acute nocicep-
tive pain : a comparative study with remifentanil,
Anesth Analg，１０３：１００４－１０１０，２００６．

４）Ichinohe T, Agata H, Aida H, et al. : Cerebral cortex
regional blood flow and tissue oxygen tension dur-
ing the trigeminal depressor response in rabbits, J
Autonom Nerv Sys，６６：１１１－１１８，１９９７．

５）一戸達也：口腔領域侵害刺激時の循環応答と各種薬
剤の応答抑制効果，日歯麻誌，２７：２８６－２９２，１９９９．

６）Ichinohe T, Aida H, Kaneko Y : Interaction of nitrous
oxide and propofol to reduce hypertensive response
to stimulation, Can J Anesth，４７：６９９－７０４，２０００．

７）Ichinohe T, Homma Y, Kaneko Y : Mucosal blood
flow during various intravenous and inhalational an-
esthetics in the rabbit, Oral Surg Oral Med Oral Pa-
thol Oral Radiol Endodont，８５：２６８－２７１，１９９８．

８）Kemmochi M, Ichinohe T, Kaneko Y : Remifentanil
decreases mandibular bone marrow blood flow dur-
ing propofol or sevoflurane anesthesia in rabbits, J
Oral Maxillofac Surg，６７：１２４５－１２５０，２００９．

９）Koshika K, Ichinohe T, Kaneko Y : Dose-dependent

remifentanil decreases oral tissue blood flow during
sevoflurane and propofol anesthesia in rabbits, J
Oral Maxillofac Surg，６９：２１２８－２１３４，２０１１．

１０）Handa M, Ichinohe T, Kaneko Y : Changes in partial
pressure of arterial carbon dioxide induces redistri-
bution of oral tissue blood flow in the rabbit, J Oral
Maxillofac Surg，６６：１８２０－１８２５，２００８．

１１）Kanbe H, Matsuura N, Kasahara M, et al. : Tissue
blood flow during remifentanil infusion with carbon
dioxide loading, Anesth Prog，６２：５１－５６，２０１５．

１２）Kasahara M, Ichinohe T, Okamoto S, et al. : Concomi-
tant administration of nitrous oxide and remifen-
tanil reduces oral tissue blood flow without decreas-
ing blood pressure during sevoflurane anesthesia in
rabbits, J Anesth，２９：４２１－４２５，２０１５．

１３）Matsuura N, Okamura T, Ide S, et al. : Remifentanil
reduces blood loss during orthognathic surgery, An-
esth Prog，４６：３－７，２０１７．

１４）Terakawa Y, Ichinohe T, Kaneko Y : Redistribution
of tissue blood flow after stellate ganglion block in
the rabbit, Reg Anesth Pain Med，３４：５５３－５５６，
２００９．

１５）Terakawa Y, Ichinohe T, Kaneko Y : Relationship be-
tween oral tissue blood flow and oxygen tension in
rabbit, Bull Tokyo Dent Coll，５０：８３－９０，２００９．

１６）Kobayashi S, Kasahara M, Akiike Y, et al. : De-
creases in oral tissue blood flow induced by re-
mifentanil are not accompanied by deterioration of
oral tissue oxygen tension in rabbits, J Oral Maxillo-
fac Surg，７７：９６５－９７０，２０１９．

１７）Kobayashi A, Kasahara M, Koshika K, et al. : Re-
mifentanil infusion during desflurane anesthesia re-
duces tissue blood flow while maintaining blood
pressure and tissue oxygen tension in the masseter
muscle and mandibular bone marrow, J Vet Med
Sci，８３：６２－６８，２０２１．

１８）Yamazaki A, Kasahara M, Koshika K, et al. : Effects
of changes in end-tidal carbon dioxide tension on
oral tissue blood flow and tissue oxygen tension
during remifentanil infusion in rabbits, J Anesth，
２０２１ Sep ２９．doi：１０．１００７/s００５４０-０２１-０３００６-７. On-
line ahead of print.

１９）一戸達也，松浦信幸，松木由起子，他：メピバカイ
ン塩酸塩の歯科領域における伝達麻酔の使用実態調
査，日歯麻誌，４９：７１－８０，２０２１．

２０）Ichinohe T : Clinical practices and education of in-
travenous moderate/deep sedation in Japan, Clin
Dent，９４：３２－３５，２０２０．

２１）Ichinohe T : Characteristics and selection of the
sedative agents and clinical strategies of intrave-
nous moderate sedation during dental treatment,
Clin Dent，９７：７５－７９，２０２１．

２８ 一戸：Devotion to Patient’s Welfare

― ２８ ―



Dental Anesthesiology-Devotion to Patient’s Welfare

Tatsuya ICHINOHE

Department of Dental Anesthesiology, Tokyo Dental College

Key words : Dental anesthesiology, Systemic management of dental patients, Comfortable dental treatment

歯科学報 Vol．１２２，No．１（２０２２） ２９

― ２９ ―


