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2017 年度研究業績 

 

発表論文 

原著論文 

Honma S, Kadono K, Kawano A, Wakisaka S*: Immunohistochemical localization of 

SNARE core proteins in intrapulpal and intradentinal nerve fibers of rat molar teeth, 

Archives of Oral Biology 73: 248-252, 2017 (IF: 1.748) 

 

Kawano A*, Honma S, Inui-Yamamoto C, Ito A, Niwa H, Wakisaka S.: c-Fos expression in 

the parabrachial nucleus following intraoral bitter stimulation in the rat with 

dietary-induced zinc deficiency. Brain Research, 1659: 1-7, 2017. (IF: 2.746) 

 

Hanamoto H*, Kozu F, Oyamaguchi A, Inoue M, Yokoe C, Niwa H: Anaphylaxis with 

delayed appearance of skin manifestations during general anesthesia: two case report, 

BMC Research  Notes 10(1): 308, 2017 (IF: 不明) 

Sato F, Uemura Y, Kanno C, Tsutsumi Y, Tomita A, Oka A, Kato T, Uchino K, Murakami J, 

Haque T, Tachibana Y, Yoshida A*. Thalamo-insular pathway conveying orofacial muscle 

proprioception in the rat, Neuroscience 365: 158-178, 2017 (IF: 3.277) 

 

総説 

遠山 緑, 工藤 千穂, 向井 千加子, 川添 由貴, 丹羽 均 : 慢性口腔顔面痛モデルを用い

た,片頭痛発症の誘発因子としての三叉神経系感作の解明、大阪大学歯学雑誌 62(1): 19-20, 

2017. 
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学会発表 

国内学会 

＜シンポジウム＞ 

花本 博：吸入麻酔薬を再評価する-高齢者における吸入麻酔薬- 第 45 回 日本歯科麻酔学会

学術集会、2017 年 10 月 14 日、長野 

 

＜受賞講演＞ 

遠山 緑、工藤千穂、向井千加子、川添由貴、丹羽 均：慢性口腔顔面痛モデルを用いた、片

頭痛発症の誘発因子としての三叉神経系感作の解明 大阪大学歯学会第 124 回例会、2017 年 7

月 6 日、大阪 

 

＜一般講演＞ 

成清 綾、長谷部 茂、中澤敬信、丹羽 均、田熊一敞 : Serotonergic System-mediated 

Hyperalgesia in 6-Hydroxydopamine-induced Hemi-Parkinsonian Mouse Model 第 90 回 

日本薬理学会年会、2017 年 3 月 16 日、長崎 

 

成清 綾、長谷部 茂、中澤 敬信、丹羽 均、田熊 一敞 : 6-OHDA 誘発ヘミパーキンソン

病モデルマウスの痛覚異常に対するパロキセチン慢性投与による改善効果 第 131 回 日本薬

理学会近畿部会、2017 年 6 月 30 日、名古屋 

 

足立奈由香, 大山口藍子, 丹羽 均 

過去 10 年間で口唇口蓋裂患者の全身麻酔導入後に手術を中止した症例の検討 第 52 回 

関西歯科麻酔研究会、2017 年 6 月 24 日、大阪 

 

遠山 緑、本城有華、工藤千穂、丹羽 均：術前診察時に完全左脚ブロックが認められた患者

の全身麻酔管理経験 第 52 回 関西歯科麻酔研究会、2017 年 6 月 24 日、大阪 

 

本城有華、井上美香、大貫智崇、河野彰代、丹羽 均：高浸透圧高血糖症候群が疑われた患者

の全身麻酔経験 第 52 回 関西歯科麻酔研究会、2017 年 6 月 24 日、大阪 

 

長谷部 茂、成清 綾、中澤敬信、丹羽 均、田熊一敞 : Dysfunction of the descending 

serotonergic pain inhibitory pathways in the model of 6-hydroxydopamine-induced 

hemi-Parkinsonism 第 40 回 神経科学大会、2017 年 7 月 21 日、千葉 

 

遠山 緑、川村 篤、内藤祐介、有本祥子、橋本明佳、赤崎由佳、山形和彰、木内恵子、橘 一

也：全身麻酔導入後に開口制限を認め、咀嚼筋腱・腱膜過形成症が疑われた患児の一例 日本

小児麻酔学会 第 23 回大会、2017 年 10 月 7 日、福岡 
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向井千加子、工藤千穂、遠山 緑、川添由貴、本城有華、丹羽 均：片頭痛の随伴症状として

の自律神経症状に対する大脳皮質拡延性抑制の関与 第 45回日本歯科麻酔学会学術集会、2017

年 10 月 14 日、長野 

 

足立奈由香、前川博治、河野彰代、成清 綾、林 正祐、岸本沙樹、丹羽 均：パーキンソン

病モデルラットにおける痛覚過敏のメカニズムの検討 第 45 回日本歯科麻酔学会学術集会、

2017 年 10 月 14 日、長野 

 

小田若菜、大山口藍子、納城 葵、瓦田晶己、河本 優、丹羽 均：小児用大容量低圧カフ付

気管チューブの使用経験 第 45 回日本歯科麻酔学会学術集会、2017 年 10 月 15 日、長野 

 

前川博治、井上美香、正脇 綾、三浦麻衣、竺 珊、中川 光、丹羽 均：大阪大学歯学部附

属病院において意識下挿管を行った症例の検討 日本歯科麻酔学会学術大会、2017 年 10 月 15

日、長野 

 

冠野千晴、花本 博、岡本吉彦、瀧 邦高、十川栄理子、南出彩乃、丹羽 均：局所麻酔が奏効しない

と訴える患者に対して静脈内鎮静法を用いた症例の検討 第 45 回日本歯科麻酔学会学術集会、

2017 年 10 月 15 日、長野 

 

松川綾子、藤代千晶、下田麻央、三浦麻衣、前川博治、井上美香、花本 博、工藤千穂、村上

旬平、秋山茂久：当院における全身麻酔科歯科治療の中止理由についての調査 日本障害者歯

科学会総会、2017 年 10 月 29 日、福岡 
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研究会、シンポジウム等開催状況 

第 86 回大阪大学歯学部同窓会臨床研修会「あなたは自分の患者を守れますか？－歯科医院にお

ける緊急時対応－」、2017 年 11 月 12 日、大阪、（参加者 日本人 14 名） 
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各賞受賞 

成清 綾：日本薬理学会近畿部会 学生優秀発表賞 
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