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抄録：東京歯科大学水道橋病院口腔外科の全身麻酔
入院手術症例から，口腔外科の現状を把握し今後の
発展と臨床に活用するため，最近６年間（２００８年４
月１日から２０１４年３月３１日）の臨床的検討を行った。
その結果，６年間の総手術件数は２，６９１件であっ
た。性別は男性１，２１５例，女性は１，４７６例であった。
手術術式では顎矯正手術が９０５件と最も多く，全体
の３３．６％であった。年間平均４４９件の手術が行われ，
顎変形症をはじめ，嚢胞，歯性感染症など手術症例
は多岐にわたっていた。２０１４年度から大学本部の移
転に伴い，口腔外科学講座の本体も水道橋となり，
更に治療範囲の拡大が見込まれ，より多種多様な要
求を持つ患者にも対応が必要になる。今後は，水道
橋病院，市川総合病院，千葉病院の三病院の連携を
より深め，水道橋病院は様々な症例に対する窓口と
なるべく専門性の充実を図り診療技術のさらなる向
上に努めていきたいと考える。

緒 言

東京歯科大学水道橋病院は，１９９０年４月に現在の
病院が新設され，地域の歯科医院との医療連携を重
視しながら高次医療機関として活動してきた。近
年，超高齢社会の到来と医療技術の進歩，患者の需

要・歯科医療の多様化などにより，安全性や快適性
が強く求められるようになってきている。そこで今
回われわれは，当院口腔外科の現状を把握し今後の
発展と臨床に活用するため，東京歯科大学水道橋病
院口腔外科における全身麻酔手術入院症例から，最
近６年間（２００８年４月１日から２０１４年３月３１日）の臨
床的検討を行ったので報告する。

対象および調査項目

２００８年４月１日から２０１３年３月３１日までの６年間
に東京歯科大学水道橋病院手術室において全身麻
酔下に行われた口腔外科手術症例２，６９１例を対象と
した。調査項目は１．年度別手術件数，２．性別，
３．年齢，４．手術術式，５．手術時間，６．出血
量，７．入院在日数とした。

結 果

１．年度別手術件数
６年間で計２，６９１件の全身麻酔手術が行われてい

た。年度別の手術件数は２００８年度４６７件，２００９年度
４３７件，２０１０年度４３０件，２０１１年度４６０件，２０１２年度
４４３件，２０１３年度４５４件であった（図１）。年平均手
術件数は４４９件であった。前期は１，３３４件，後期は
１，３５７件であった。月別平均手術件数は８月が３０８件
（１１．４％）と最も多く，以下３月が２８２件（１０．５％），
２月 が２３３件（８．７％）の 順 で，最 少 は６月 で１６８件

（６．３％）であった（図２）。
２．性別

性別は男性１，２１５例（４５．２％），女性１，４７６（５４．８％）
で，男女比１：１．２と女性が若干多かった（図３）。
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３．年齢
最少年齢は口蓋の異物除去術を施行した０歳，最

高年齢は舌悪性腫瘍切除術を施行した９０歳であっ
た。平均年齢は３６歳で，全体では２０歳代が８２１例

（３０．５％）と最も多く，次いで３０歳代が５１９例（１９．３％）
と多く，２０歳代，３０歳代で全体の約半数を占めてい
た（図４）。６５歳以上の高齢者が占める割合は２３２例

（８．６％）であった。性別と年齢を合わせると２０歳代
の女性が最も多かった。
４．手術術式

全ての年度で顎矯正手術が占める割合が最も多
く，合計９０５件（３３．６％），年間平均１５１件であった。
次いで嚢胞摘出術５４５件（２０．３％），顎矯正手術術後
の金属プレート除去術４５４件（１６．９％），抜歯を含
む小手術２１７件（８．１％），良性腫瘍切除術：２１０件

（７．８％），悪性腫瘍切除術７２件（２．７％），金属プレー
ト除去術およびオトガイ形成術５１件（１．９％），消炎
手術４２件（１．６％），白板症切除術３３件（１．２％），イン

プラント前外科手術３０件（１．１％），唾石摘出術２９件
（１．１％），上顎洞炎根治手術２８件（１．１％），観血的整
復固定術１８件（０．７％），唇顎口蓋裂手術７件（０．３％），
その他５０件（１．６％）であった（図５）。９０５件の顎矯正
手術術式別では下顎枝矢状分割術（Sagittal split ra-
mus osteotomy，以下 SSRO と略す）単独がいずれ
の年でも多く６年間合計で５６２件（６２．１％）を占めて
いた。次いで Le FortⅠ型骨切り術と SSRO を併用
した上下顎移動術が２７１件（２９．９％），上顎歯槽部骨
切り術：１３件（１．５％），Le FortⅠ型骨切り術単独：
２件（０．２％）であった。２００８年度から２０１０年度まで
の３年間では SSRO は２６９件，上下顎移動術は１１８
件，２０１１年度から２０１３年度の最近の３年間では
SSRO は２９３件，上下顎移動術は１５３件で，上下顎移
動術の割合が増加していた（図６）。
５．手術時間

手術時間の分布は，各年度とも大きな差はな
く，１時間以上２時間未満の症例が最も多く９１０件

図１ 年次推移

図２ 月別手術件数

図３ 性別

図４ 手術時年齢
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（３３．８％）であった。次いで３０分以上１時間未満の症
例が７０６件（２６．２％），２時間以上３時間未満の症例
が４９８件（１８．５％）であった（図７）。最長は，下顎エ
ナメル上皮腫に対して区域切除術を行った症例で，
金属プレートおよび腸骨ブロック骨移植による即時
再建術，大耳介神経移植術を併用した９時間１６分で
あった。顎矯正手術では，SSRO は最短１時間で，

最長４時間２７分，平均２時間３分であった。SSRO
と Le FortⅠ型骨切り術を施行した上下顎移動術で
は最短２時間１２分で，最長７時間４４分，平均３時間
５９分であった。
６．出血量

手術中の出血量は各年に大きな差はなく，５０ml
未満の手術が１，７０２件（６３．２％）とその多くを占めて
いた。次いで，２００ml 未満が３６１件（１３．４％），１００ml
未満が３０９件（１０．４％）の順であった（図８）。最少出
血量は１ml 以下で最大出血量は２，３１２ml であった。
最大出血量は，Le FortⅠ型骨切り術と SSRO を併
用した上下顎同時移動術を施行した症例で，出血の
多くは Le FortⅠ型骨切り術時の下行口蓋動脈から
の出血であった。顎矯正手術では，SSRO の出血量
は最少少量で，最多９９９ml，平均１３８ml であった。
Le FortⅠ型骨切り術と SSRO を施行した上下顎移
動術では最少少量で，最多２，３１２ml，平均２９３ml で
あった。

図５ 手術術式

図６ 顎変形手術

図７ 手術時間 図８ 出血量
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７．入院在日数
平均入院在日数は，８日であった。最長入院在日

数は３３日で，重症歯性感染症で全身麻酔下に口腔内
外消炎手術，気管切開を施行した症例であった。顎
矯正手術において SSRO で，平均１１日（９日から１５
日），Le FortⅠ型骨切り術と SSRO を施行した上下
顎移動術で，平均１１日（１０日から１４日）であった。

考 察

今回，東京歯科大学水道橋病院手術室における
２００８年４月１日から２０１４年３月３１日までの６年間の
口腔外科全身麻酔入院手術症例の臨床的検討を行っ
た。２０１２年に高山ら１）により入院手術症例の検討が
なされているが，入院在日数の調査は行われていな
かった。そこで，２００８年４月１日から２０１４年３月３１
日までの６年間の１．年度別手術件数，２．性別，
３．年齢，４．手術術式，５．手術時間，６．出血
量，７．入院在日数の７項目を調査した。

６年間で計２，６９１件の全身麻酔手術が行われ，
年平均手術件数は４４９件あった。青山ら２）の１０年間
で３，４８１件（年平均３４８件），米崎ら３）の５年４か月で
１，７１６件（年平均３２４件），加納ら４）の１０年間に３，０８２件
（年平均３０８件）など，他の口腔外科施設と比較して
多い結果であった。２０１０年度は例年より２０件ほど手
術件数が少なかった。その理由としては２０１１年３月
１１日の東日本大震災の影響があると考えられた。

性別は，男性１，２１５例，女性１，４７６例で女性がや
や多く，他施設の男性がやや多いという報告とは
異なっていた。手術時年齢として２０歳代が８２１例

（３０．５％）と最も多く，３０歳代と合わせると１，３４０例
（４９．８％）と全体の約半数を占めていた。６５歳以上の
高齢者が占める割合は２３２例（８．６％）であった。理由
としては当科で最も多く年間約２５０件行われている
顎矯正手術および術後の金属プレート除去術を施行
した患者の平均年齢が２７歳であったことが考えられ
る。３０歳代，４０歳代で手術を受ける患者もわずかな
がら増えてきている。

月別手術件数は，６年間の平均で８月が３０８件
（１１．４％），次いで３月が２８２件（１０．５％）であった。
８月，３月に手術件数が多い理由としては春季，夏
季の休暇を利用した顎矯正手術などの待機手術が多
いことが考えられる。

手術術式別として顎矯正手術が９０５件（３３．６％）で
最も多く，その二次手術としての金属プレート除去
術およびオトガイ形成術が４５４件（１６．９％）であり，
合わせて全体の手術件数の過半数という結果であっ
た。当科では金属プレート除去術は顎矯正手術後９
か月から２年以内に行うことを患者に推奨してい
る。金属プレート除去術を施行したのは全体では
６１％で，男性では５０％，女性では６７％であった。男
性はどの年代においてもほぼ５０％が，女性は１０歳
代，２０歳代では７０％以上と多くの患者で金属プレー
ト除去術を施行していた。全手術件数の中で顎矯正
手術が占める割合について，他の医療機関の報告で
は高橋ら５）が２０．８％，比地岡ら６）が６．８％と述べてお
り，当科はこれらに比較して高い割合であった。こ
れは，２００９年より地域医療連携会として年二回「東
京歯科大学外科的矯正治療勉強会」という口腔外科
医，矯正歯科医を対象とした勉強会を開始し，首都
圏を中心とした矯正歯科医と良好な関係を構築して
きたことが一因であると考える。顎矯正手術の男女
比が１：１．６で男性に比べ女性の方が多かった。こ
の傾向は他施設の報告５－９）とほぼ一致していた。術
式別では，SSRO 単独がいずれの年度でも多く６年
間の年平均は９４件，Le FortⅠ型骨切り術と SSRO
の上下顎移動手術は年平均４５件であった。２０１１年度
から２０１３年度までの最近３年間がその前の３年間と
比較して上下顎移動術の割合が高かった。これは，
安全で安定した手術が可能になったこと，咬合およ
び顔貌の改善，術後安定性に対する矯正歯科医の要
望が高くなってきていることが考えられる。その他
の顎矯正手術として皮質骨切離術や仮骨延長術症例
があり，唇顎口蓋裂や症候群など，幅広く行ってい
た。

悪性腫瘍に対する手術は年平均１２件と大きな割合
ではないが，口腔外科において口腔癌の制御は非常
に重要である。悪性腫瘍の治療は早期がんを中心に
行い，進展した症例や重篤な全身疾患を有した症
例，放射線治療を必要とする症例は東京歯科大学口
腔がんセンターやがん・感染症センター都立駒込病
院などと連携して治療している。わが国では，１９８１
年にがんが死亡原因の第一位を占めるようになって
以来，死亡者数は年々増加し，２０００年には年間２９万
人，２００４年では３２万人を超える傾向にある。これは
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全死亡数の３１．１％を占めるものであり，国民の３人
に１人が癌で死亡していることになる１０）。口腔癌の
罹患率は，全体の５％１１），１４位であるが１２），３０年前
と比較すると約２倍に増加し，超高齢社会の到来に
伴い高齢な口腔癌患者の増加が認められる。口腔癌
においても，他の臓器と同様，早期に発見し早期に
治療することが治癒率の向上のために最も重要なこ
とである。がんの制御として一次予防に位置づけら
れるがん検診が重要であり，当講座では千葉県内
で千葉市１３），習志野１４），印旛郡市佐倉地区１５），市原
市１６），香取市など，東京都内では江戸川区，練馬
区，世田谷区，三鷹市，国分寺市，また埼玉県越谷
市において口腔がん集団検診を行っている。そこで
は，白板症，紅板症の前がん病変などの口腔粘膜疾
患の発見も可能で，積極的に治療を行っている。さ
らに２０１２年より国内初の「口腔がん検診ナビシステ
ム」を稼働させた。臨床現場の実態と診断システム
の開発，データを収集し適切な情報を発信するコン
トロールセンターを大学内に設置し，一般開業歯科
医院の日常診療に際して口腔がんを否定できない難
治性口内炎や白色病変等の診断に苦慮した場合，端
末を通してコントロールセンターへ所見を送信，コ
ントロールセンターにて精査の必要性や検査の必要
性等を判断し，即日に担当開業医へ端末を通して指
示を行うものである。

手術時間では，２時間以下の手術の占める割合が
年平均で３０５件（６８．１％）であった。顎矯正手術では
SSRO の平均手術時間は２時間３分（最短１時間，
最長４時間２８分）であった。他の施設では２時間１０
分５），２時間３５分６），２時間３７分９）などの報告があり，
これらと比較すると短い結果であった。また，Le
FortⅠ型骨切り術と SSRO を施行した上下顎移動
術では平均３時間５６分（最短２時間１２分，最長７時
間４４分）であった。他の施設では３時間４３分８）と短時
間の報告も見られたが，４時間４１分９），４時間５０分６）

などの報告があり，これらと比較すると短い結果で
あった。これは数多くの症例を経験することによ
り，執刀医やスタッフが均てん化しているためと考
えられる。最長手術時間は９時間１６分で，エナメル
上皮腫の下顎骨区域切除術，腸骨ブロック移植術お
よび金属プレートを用いた即時再建術，大耳介神経
移植手術を行った症例であった。

出血量に関して，８００ml 以上の出血があった症例
は６年間で７件（Le FortⅠ型骨切り術・SSRO の上
下顎移動術５件，エナメル上皮腫の下顎骨区域切除
術，腸骨ブロック移植術および金属プレートを用い
た即時再建術，大耳介神経移植手術の１件，SSRO
１件），最大出血量は２，３１２ml で Le FortⅠ型骨切り
術と SSRO による上下顎移動術であった。最も行
われている SSRO の年平均出血量は１４０ml（少量～
９９９ml）であった。Le FortⅠ型骨切り術，SSRO の
上下顎移動術の平均出血量は２８６ml（少量～２，３１２
ml）であった。当科では，上下顎移動術症例に対し
て，術前に自己血を８００ml 採取し，出血量が多い症
例に対して応用して安全に手術を行っている。ま
た，２００８年８月から認可され本邦でも使用可能と
なった非血液製剤由来の微小孔デンプン球（Micro-
porous Polysaccharide Hemospheres）止血用粒子か
ら形成される吸収性局所止血剤を，翼突静脈叢や鼻
粘膜からの持続的な静脈出血の止血に使用してい
る。同剤は４８時間以内に吸収されることから，体腔
内に残すことが出来る。Ereth ら１７）はボーンワック
スやコラーゲン止血剤と比較して感染巣や肉芽腫の
発生源にならず，骨の治癒過程での障害は少ないと
の報告しており，顎矯正手術のように軟組織と硬組
織の両方を対象とする手術への有用性は高いと考え
ている。

入院患者の平均在院日数は８日であった。SSRO
では１１日，Le FortⅠ型骨切り術と SSRO を施行し
た上下顎移動術では１１日であった。最長は口腔内外
消炎術を施行した患者で３３日であった。当科で
は，２００２年より比較的標準化された術式で，また合
併症を有しない健常者に対して施行されることが多
い顎矯正手術などの手術に対したクリニカルパスを
導入していることが比較的短い在院日数の一因と考
えられた。そして，クリニカルパス使用開始から複
数回クリニカルパスのアンケート調査，バリアンス
マネージメントを行い，医療の標準化を図ってい
る。今後も再評価を繰り返し検討していき，クリニ
カルパスを充実させて情報を共有化することによ
り，今後増加してくる複雑な症例に対しても安全な
医療を提供したいと考えている。

今年度からは，大学本部の移転に伴い，口腔外科
学講座の本体も水道橋となり，唇顎口蓋裂や悪性腫
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瘍などの症例が徐々に増加している。また，２０１４年
４月から東京歯科大学に最先端インクジェット３D
プリンタが導入され，３D モデルを使用した口腔外
科手術症例も増えてきている。近年の医療技術の進
歩は目覚ましく，口腔外科疾患も例外ではない。治
療範囲の拡大，治療内容の細分化がなされてきてお
り，周術期においての適切な患者管理が必要になっ
ている。今後は，さらに専門性を持った歯科病院と
しての責務を果たしていきたいと考えている。ま
た，水道橋病院，市川総合病院，千葉病院の三病院
の連携をより深め，水道橋病院は様々な症例に対す
る窓口となるべく専門性の充実を図り診療技術のさ
らなる向上に努めていきたいと考える。

結 語

東京歯科大学水道橋病院口腔外科における２００８年
４月１日から２０１４年３月３１日までの６年間の口腔外
科全身麻酔手術症例の臨床的検討を行い，以下の結
果を得た。１．６年間の手術件数は２，６９１件であっ
た。２．性差は男性１，２１５例（４５．０％），女性１，４７６例

（５５．０％）であった。３．年齢分布は２０歳代が最も多
かった。６５歳以上の高齢者は８．６％であった。４．
手術術式別では顎矯正手術９０５件（３３．６％）が最も多
く，ついで嚢胞摘出術５４５件（２０．３％）。５．手術時
間では２時間以下の手術の占める割合が１，８３３件

（６８．１％）であった。６．出血量は５０ml 以下の手術
が１，７０２件（６３．２％）であった。７．入院在日数は平
均８日であった。これらの結果は，東京歯科大学水
道橋病院が専門性を有する歯科大学病院口腔外科の
果たす役割を示唆するものと考える。

本論文の要旨は，第２９８回東京歯科大学学会例会（２０１４年６
月，東京）で発表した。
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Clinical study of oral and maxillofacial surgery cases under general anesthesia
in Tokyo Dental College Suidobashi Hospital during ６ years
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Eri MAEYAMA，Yuji HAMADA，Kiyohiro KASAHARA＊

Masayuki TAKANO，Chikara SAITO，Takahiko SHIBAHARA
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We retrospectively analyzed all patients undergoing oral surgery at Tokyo Dental College Suidobashi
Hospital between April２００８and March２０１４． Items examined included number of surgery cases，age，
type of surgery，type of orthognathic surgery，operative duration，blood loss and days as an inpatient．

The total number of cases was ２，６９１（male １，２１５，female １，４７６）． The most common age group was
those in their twenties（８２１ cases，３０．５％）． The most common month for surgery was August（３０８
cases，１１．４％）． Orthognathic surgery was the most common type． Sagittal splitting ramus osteot-
omy was performed in５６２cases，and was the most frequently performed surgical procedure． The most
common operation duration was within ２ hours（１，８３３ cases，６８．１％）． The most common amount of
blood loss was within５０ml（１，７０２cases，６３．２％）． The average hospital inpatient period was ８ days．
Our goal is to improve the quality of medical care based on the knowledge provided by these results．

（The Shikwa Gakuho，１１５：４００－４０６，２０１５）
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