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抄録：今回，われわれは今後の医療提供の内容と質
の向上を目指し，東京歯科大学水道橋病院のあり方
について検討するために，２０１３年４月１日から２０１４
年３月３１日までの東京歯科大学水道橋病院口腔外科
外来初診患者の臨床的検討を行った。当該期間中の
初診患者数は８，０２３名で，年齢別では２０歳代が２，０１６
名（２５．１％）を占め最も多かった。月別患者数は３月
が最も多く，来院地域は東京都が５，７８３名（７２．０％）
を占め，東京２３区内では江戸川区と杉並区が５．３％
で最も多かった。２０１２年度と比較すると月平均１００
名の増加があり，特に３月は８４３人と例年と比べて
初診患者数が多かった。これは２０１３年１月に高度歯
科医療センターが完成し，院内紹介患者も増加して
いたこと，大学本部の移転に伴い，東京都内を中心
に関東周辺の歯科医院へのその認知度が高まり紹介
施設数が増加したことが要因の一つと考えられた。

緒 言

東京歯科大学口腔外科学講座は，１９２３年１０月に遠
藤至六郎教授が開設して以来，今年で９２年を迎え
る。また水道橋病院は，１９８１年９月の本学の千葉市

移転に伴い，「東京歯科大学病院」から「東京歯科
大学水道橋病院」に改称した。その後，１９９０年４月
の TDC ビル竣工に伴い，最先端の施設・設備を取
り入れた都市型拠点病院として，新たな構想の下に
開院した。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，さらに地域の高次医療機
関，基幹的歯科病院として大きな役割を担ってい
る。今回われわれは，今後の口腔外科における医療
提供の質の向上を目指すために，２０１３年４月１日か
ら２０１４年３月３１日までの１年間における口腔外科の
外来初診患者を対象として，性別，年齢分布，月別
患者数，来院地域，受診経路，初診時疾患名につい
て臨床的検討を行った。

対象および調査方法

１．対象
２０１３年４月１日から２０１４年３月３１日までの１年間

に東京歯科大学水道橋病院口腔外科を受診した患者
のうち，保険診療と自費診療のすべての初診患者を
対象とした。夜間，休日などの急患，緊急の入院患
者も含めた。この期間に来院した再診患者および１
か月未満または経過観察中の再発症例は含まないも
のとした。
２．調査方法

㈳日本口腔外科学会調査企画委員会が作成した疾
患調査票（http://www.jsoms.or.jp/?page_id=１０３５７）
に基づいて疾患を分類し集計を行った。今回これら
は初診時における臨床的な診断名であり，最終的な
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病理組織に基づいた確定診断ではない。検索項目は
対象患者の性別，年齢分布，月別患者数，来院地
域，受診経路，そして初診時疾患名から臨床的検討
を行った。初診時に２つ以上の疾患名を重複してい
る場合には，主訴に沿って１患者に１疾患名とし
た。

結 果

１．性別
当該期間中に受診した初診患者総数は８，０２３名で

あり，内訳は男性が３，４６７名（４３．２％）で女性が４，５５６
名（５６．８％）であった（図１）。
２．年齢分布

１歳から９８歳まで，幅広く分布していた。全体の
平均年齢は４１．６歳で，男性が４１．６歳，女性が４１．５歳
であった。年代は，２０歳代が２，０１６名（２５．１％）で最

も多く，次いで３０歳代が１，６５６名（２０．６％），４０歳代
が１，１６５名（１４．５％）の順であった。６５歳以上の高齢
者は，１，３０７名（１６．３％）であった（図２）。
３．月別患者数

３月が最も多く８４３名（１０．５％），次いで７月が６８０
名（８．５％），１０月が６６９名（８．３％）の順であった。ま
た，最も少なかったのは１月で６２６名（７．８％），次い
で１１月で６３３名（７．９％）であった。月平均は，６６９名
であった（図３）。
４．来院地域

東京都内が５，７８３名（７２．０％）で大多数を占めてい
た。東京都における居住地域別内訳では，江戸川区
と杉並区が４２８名（５．３％）で最も多く，以下，世田谷
区が３８７名（４．８％），練馬区が３７８名（４．７％）の順で
あった。東京都に隣接する埼玉県，千葉県，神奈川
県からの来院は全体の７～１０％で，その他の県につ
いては１％未満の分布であった。関東以外の地域か
らは北海道，沖縄県などからの来院もみられた（図
４，５）。
５．受診経路

受 診 経 路 と し て は，紹 介 医 あ り が６，８１７名
（８５．０％）で最も多く，このうち歯科診療所からが
５，３１４名（６６．２％）で大多数を占めており，その他の
院内の他科からの紹介が１，４９９名（１８．８％），医科診
療所からが４名（０．０５％）であった（図６）。
６．初診時疾患名

初診時臨床診断名の内訳は，智歯周囲炎，水平埋
伏智歯，埋伏歯を含む歯の疾患が５，３１２名（６６．３％）
と最も多く，次いで口腔粘膜疾患６４０名（８．０％），顎

図１ 性別

図２ 年齢分布 図３ 月別患者数
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関節疾患４１９名（５．２％），先天異常・顎変形症３５６名
（４．３％），嚢胞性疾患３３１名（４．１％），良性腫瘍及び
腫瘍類似疾患２７５名（３．４％），炎症２３９名（３．０％），外
傷１１４名（１．４％），神経性疾患８８名（１．１％），歯科心
身症８４名（１．０％），インプラント症例（矯正）７９名

（１．０％），唾液腺疾患６６名（０．８％），悪性腫瘍２９名
（０．４％），睡眠時無呼吸症候群１名（０．０１％）の順で
あった（図７）。

１）歯の疾患
齲蝕，歯周炎，智歯周囲炎，水平智歯，埋伏歯

などの歯の疾患が最も多く５，３１２名で，この中で
智歯に関連した智歯周囲炎や埋伏歯が大多数を占
めており，３，９７７名（７４．９％）であった。

２）顎関節疾患
患者数は４１９名で，内訳は顎関節症が４１１名

（９８．０％）と最も多く，次いで顎関節脱臼８名
（２．０％）の順であった。

図４ 来科地域

図５ 東京都２３区：黒色は紹介施設数が多かった区，灰色は少なかった区
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３）口腔粘膜疾患
患者数は６４０名で，内訳は，口腔白板症１３９名

（２１．７％），口腔乾燥症４９名（７．７％），口腔扁平苔
癬４９名（７．７％），ウイルス性疾患１３名（２．０％），そ
の他の口腔粘膜疾患３９０名（６０．９％）の順であった。

４）炎症性疾患
患 者 数 は２３９名 で，内 訳 は 上 顎 洞 炎 が８１名

（３３．９％）と最も多く，次いで顎骨炎（BRONJ 以
外）７５名（３１．４％），膿瘍６０名（２５．１％），インプラ
ント周囲炎２０名（８．４％），特異性炎２名（０．８％），
顎骨炎（BRONJ）１名（０．４％）の順であった。

５）外傷
患 者 数 は１１４名 で，内 訳 は 歯 の 外 傷 が５４名

（４７．４％）と最も多く，次いで軟組織創傷２８名
（２４．６％），下顎骨骨折２５名（２１．９％），歯槽骨骨折
４名（３．５％），上顎骨骨折３名（２．６％）の順であっ

た。
６）嚢胞性疾患

患者数は３３１名で，内訳は歯原性嚢胞が１８７名
（５６．５％）と最も多く，次いで軟組織嚢胞１１５名
（３４．７％），非歯原性嚢胞２９名（８．８％）の順であっ
た。

７）先天異常・顎変形
患者数は３５０名で，内訳は顎変形症が３０１名

（８６．０％）と最も多く，次いで唇顎口蓋裂１０名
（２．９％），口蓋裂４名（１．１％），唇裂２名（０．６％），
その他の先天異常・発育異常３３名（９．４％）の順で
あった。

８）良性腫瘍
患者数は２７５名で，内訳は非歯原性腫瘍が１７２名

（６２．５％）と最も多く，次いで腫瘍類似疾患７３名
（２６．５％），歯原性腫瘍３０名（１１．０％）の順であっ
た。歯原性腫瘍のうちエナメル上皮腫は９名

（３．３％）であった。
９）神経性疾患

患者数は８８名で，内訳は神経痛が４８名（５４．５％）
と最も多く，次いで神経麻痺２１名（２３．９％），非定
型顔面痛１名（１．１％），その他の神経性疾患１８名

（２０．５％）の順であった。
１０）悪性腫瘍

初診時に悪性腫瘍として臨床診断されていた患
者は２５名であった。この内訳は，歯肉癌が１１名

（４４．０％）と最も多く，次いで舌癌１０名（４０．０％），

図６ 受診経路

図７ 初診時疾患名
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頬粘膜癌２名（８．０％），口底癌１名（４．０％），悪性
黒色腫１名（４．０％）の順であった。

１１）唾液腺疾患
患 者 数 は６６名 で，内 訳 は 唾 液 腺 炎 が２９名

（４３．９％）と最も多く，次いで唾石症２８名（４２．５％），
良性唾液腺腫瘍８名（１２．１％），悪性唾液腺腫瘍１
名（１．５％）の順であった。

１２）歯科心身症
患者数は８４名で，ほとんどが原因不明の舌痛症

であった。
１３）インプラント症例（矯正）

対象となるのは矯正用インプラントアンカーの
埋入・除去の症例であり，患者数は７９名であっ
た。

１４）睡眠時無呼吸症候群
患者数は１名であった。

考 察

東京歯科大学水道橋病院口腔外科における２０１３年
度初診患者数の性別，年齢分布，月別患者数，来院
地域，受診経路，初診時疾患名の臨床的検討を行っ
た。当該期間の初診患者総数は８，０２３名であった。
当科では，２０１１年度６，３８３名，２０１２年度６，９４３名の初
診患者総数であったが，これに比べ１，０００人超の増
加を認めた。男女比は１：１．３１と女性が多かった。
２０００年以降に報告のあった他医療機関と比較する
と，本学千葉病院口腔外科が１年間で８，４４１名１），本
学市川総合病院歯科・口腔外科が１年間で５，０７６
名２），長野赤十字病院口腔外科が４年間で１７，４９１名

（年平均４，３７３名）３），独協医科大学病院口腔外科が１４
年間で４２，００３名（年平均３，０００名）４），春日井市民病院
歯科口腔外科が５年２か月で１１，７７２名（年平均２，２７９
名）５）と，病床数や診療科の数，周辺の人口など各病
院の背景の相違はあるが，当院は地域の基幹病院と
して歯科・口腔外科の機能を十分に担っていると思
われた。

年齢分布は，２０歳代が最も多く，歯の疾患，とく
に埋伏智歯や智歯周囲炎の智歯関連疾患が多数を占
めていた。これは他の報告と一致しており，病院の
歯科口腔外科の一つの特徴といえる。次いで，３０歳
代が多かったが，これは当院が駅から徒歩１分とい
う好立地であるため，昼間に都心で働いている３０歳

代の患者が通院しやすい環境が影響していると考え
られる。

月別患者数は，学校の休暇期間に受診患者が増加
する傾向がみられた。特に３月は８００名余り来院し
ており，他月と比較して患者数が約２００名増加して
いた。

受診患者の居住地域は，５，７８３名（７２．０％）が東京
都内から来院しており，都内では江戸川区と杉並区
が４２８名（５．３％）と最も多かった。これは公共交通機
関の利便性が大きく影響していると思われる。２３区
以外の市部では武蔵野市が７７名（０．９６％），三鷹市が
４２名（０．５２％）の順で多く，当院への JR 中央・総武
線を利用した来院が多いことを反映していると思わ
れる。東京都外では来院は埼玉県が７９９名（１０．０％），
千葉県６４０名（８．０％）であった。これは，広報活動の
成果や顎変形症や神経麻痺の治療など当科の特殊
性・専門性が認識により，遠方にもかかわらず来院
しているものと思われ，今後も引続き専門性の充実
を図っていく必要性がうかがえる。

受診経路では，院内の他科を含めた紹介患者数が
６，８１７名（８５．０％）と，２０１２年度の５，７９８名（８３．５％）と
比較して大きく上昇した。そのうち，他の歯科診療
所からの紹介が５，３１４名（６６．２％）で，前年度より５９６
名の増加が見られた。また，院内の他科からの紹介
も１，４９９名（１８．８％）で，前年度と比較して４２１名の増
加が見られた。他医療機関の紹介患者数と比較する
と，本学千葉病院口腔外科が６，６８３名（７９．３％）１），
本 学 市 川 総 合 病 院 歯 科・口 腔 外 科 が３，２９７名

（６５．０％）２），長野赤十字病院口腔外科が年平均２，２２６
名（５０．９％）３），独協医科大学病院口腔外科が１，５３０名

（５１．０％）４），春日井市民病院歯科口腔外科が年平均
９１６名（４０．２％）５），愛知学院大学歯学部附属病院口腔
外科第一診療部が１，５９３名（７２．２％）６），国立栃木病院
歯科口腔外科が年平均１，２８１名（５６．４％）７）であり，当
科は全国的にも高い紹介患者数を示した。この結果
を受け，紹介施設数について，調査したところ２０１２
年度１，９４３施設に対して，２０１３年度は２，１４８施設と
２０５施設（１０．６％）増加していた。以上のことから当
院では，地域医療連携室を中心に各地域の医療施設
と良好で密な医療連携システムを保ち，高度な歯科
医療を地域に提供している実態がうかがえる。ま
た，大学本部の移転に合わせて，口腔外科学講座の
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本体も水道橋病院へ移動したことも一つの要因と考
えられる。さらに，医療連携という点で他の医療機
関での日常診療に際して，口腔癌を疑う患者が来院
した場合，インターネットを介してサポートするシ
ステム「口腔がん検診ナビシステム」８）を構築して，
２０１２年よりシステム稼働を始めている。このシステ
ムは，一般開業医で判別困難な症例写真をコント
ロールセンターに送信し，口腔外科専門医が精査の
必要性の有無を確認し，指示するものである。

初診時疾患名は，歯の疾患が６１．４％で過半数を占
めた。最も多い２０歳代，次いで多い３０歳代では智歯
関連，高齢者では歯周炎関連の疾患が多かったこ
とが要因であると考えられる。先天異常・顎変形
では，顎変形症が８６．０％，次いで，唇顎口蓋裂が
４．６％を占めていた。当科では，年間約１５０症例の顎
矯正手術を施行しており，国内でも有数の手術件数
を誇る病院である９）。また，２００９年より「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，矯正歯科医
と良好な関係を構築してきたことが顎変形症患者増
加の一因であると考える。外傷では，６０歳以上の患
者数が多かった。これは加齢に伴う運動機能の低
下，疾病，内服薬の影響と推測される。昨今の日本
での超高齢社会が背景としてある。炎症性疾患で
は，上顎洞炎が最も多く３３．９％であった。上顎洞は
診療が耳鼻咽喉科と重複する領域であり，診断をつ
けた上で，歯性のものは当科，鼻性のものも近隣の
耳鼻咽喉科や本学市川総合病院とのさらなる協力体
制が必要と思われる。インプラント周囲炎に関して
も昨年と同数の２０名の来院が見られた。口腔粘膜疾
患では，口腔白板症が１３９名で２１．７％を占めてお
り，これは初診時の診断であり，病理検査により悪
性腫瘍と判明したものも含まれるため，今後もこれ
らの診断は慎重かつ適切に行っていく必要がある。
またその他の口腔粘膜疾患では，舌炎・口内炎がほ
とんどを占め，女性が多かった。これは加齢に伴う
唾液分泌の低下や，薬剤の副作用による口腔乾燥，
女性ホルモンや更年期との関係が考えられる。また
女性は家事から育児まで関わり，さらに現代では社
会的責任も増大しているため，精神的ストレスとの
関連も考慮した診断と治療が必要である１０）。顎関節
疾患では，顎関節症が９８．０％と大多数を占めてい

た。嚢胞性疾患では，歯根嚢胞が５６．５％と過半数を
超えていた。これは他医療機関の報告６，１１）と同様で
あった。次に多かったものとして，「病因不明な顎
嚢胞」という初診時の大雑把な臨床診断名が示され
ていた。最終的な病理診断としては歯根嚢胞，含歯
性嚢胞などに該当していたが，今回の調査方法で
は，詳細な追跡調査することができなかった。今後
は，正確な診断名が記載できるシステム，最終診断
名の記載方法など，集計方法や分類方法に不足な点
を，速やかに改善する必要性があると思われた。良
性腫瘍では，線維腫や血管腫などの非歯原性腫瘍が
６２．５％と多く認められ，他医療機関の報告６，１１）と一
致していた。これも嚢胞と同様，初診時の臨床診断
名に基づいた結果であり，今後は確実なデータベー
スを作成するためにも病理組織検査による確定診断
が得られた時点で確定診断をデータに自動的に変更
できる電子カルテシステムを取り入れることが望
まれる。悪性腫瘍では，歯肉癌が４４．０％，舌癌が
４０．０％であった。一般的には舌癌が口腔癌の中では
最も多いとされ，神原ら６）も，外来初診時統計にお
いて舌癌が最も多かったと報告しているが，今回の
報告では歯肉癌がわずかに上回る結果となった。し
かし，この診断は初診時の症状からの診断所見で，
嚢胞や良性腫瘍と同様，病理組織診断による確定診
断が得られていないため，実際に歯肉癌が最も多い
とは断定できない。悪性腫瘍の患者は他医療機関か
らの紹介が多く，これは当科が江戸川区，世田谷
区，練馬区，三鷹市，国分寺市など幅広い地域で口
腔がん集団検診を行っていることが一端を担ってい
ると思われる。受診経路としては医院や歯科医院か
らの紹介が９６．０％と最も多く，これは基幹病院とし
て当科が認知されている結果である。また，当科で
診断した結果，進行した症例や重篤な基礎疾患の既
往がある場合は本学の市川総合病院と連携し，担当
医がそこで手術に参加するなど三病院の特性が十分
に生かされている。唾液腺疾患では，唾液腺炎が２９
名（４３．９％）と最も多かった。次いで，唾石症が２８名

（４２．５％）と多く，これらは開業医での診断が困難な
ため紹介された患者が多かったと考えられる。神経
疾患では，神経痛が５４．５％と過半数を占めており，
男女比は１：２．８で女性に多かった。年齢別では５０
歳以降の更年期の女性に多かった。受診経路は，歯
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科医院からの紹介が４１．０％で，これは当科が地域医
療機関から手術による神経損傷の神経疾患に対し
て，特殊性かつ専門性の高い治療を行っていること
が認識されている結果と思われる。

今回初診患者８，０２３名の臨床的検討を行い，当科
を受診した患者の疾患名や来院背景は明らかになっ
たが，治療内容に関しての調査は不十分であった。
次年度以降は，初診時疾患名で前癌病変や悪性腫瘍
とした患者の最終病理診断を反映するような調査が
必要であり，そのためにも電子カルテシステムの導
入が有用と考えられる。また，大学本部の移転に伴
い今までの水道橋病院の特徴でもある顎変形症のみ
ならず，他の疾患が今後増加することが考えられる
ため今後の患者の需要，多様化する歯科医療への適
切な対応をすべく，さらなる治療体制の充実，向上
を目指していきたい。

結 論

東京歯科大学水道橋病院口腔外科の平成２５年４月
１日から平成２６年３月３１日までの１年間の外来初診
患者について臨床統計的観察を行った。
１．初診患者総数は８，０２３名で，男女比は１：１．３で

あった。
２．年齢分布では２０歳代が最も高い割合を占めた。
３．月別患者数は３月が最も多く，他の月と比べ約

１００名近く多かった。
４．来院地域は東京都内が７２．０％と大多数を占め，

その内江戸川区と杉並区からの来科が最も多かっ
た。

５．他医療機関からの紹介患者数は６，８１７名であり，
被紹介率は８５．０％であった。

６．紹介施設の内訳では，一般開業歯科医院が最も
多く地域医療機関との医療連携の重要性が示唆さ
れた。

７．疾患名は歯の疾患５６．０％，顎関節疾患９．４％，
口腔粘膜疾患６．６％，炎症性疾患５．７％，嚢胞性疾
患５．１％，先天異常・変形４．１％，外傷性疾３．７％，
良性腫瘍３．２％，神経疾患２．７％，悪性腫瘍２．２％，
唾液腺疾患１．３％の順であった。

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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We conducted a survey of new patients admitted to the Department of Oral and Maxillofacial
Surgery，at the Tokyo Dental College Suidobashi Hospital between April １st ２０１３ and March ３１st ２０１４ to
consider the state of the hospital and improve the quality of its medical services． In total，８，０２３ new
patients were admitted during this period，with patients in their２０s representing the largest age group at
２５．１％． During this period，the largest influx of patients was observed in March． Overall，７２％ of
the total number of patients came from Tokyo ; of this，within the２３wards of Tokyo，the largest number
of patients came from Suginami and Edogawa with ５．３％ each． Compared to the previous year，we
noted an average increase of １００ patients per month． This surge in number was especially evident in
March． One potential explanation was the completion of the Advanced Dental Care Center and resulting
increase in in-hospital introductions． Further，with the relocation of college administration，we saw an
increase in facilities with patient introductions． （The Shikwa Gakuho，１１５：４０７－４１４，２０１５）
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