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１２７ 

臨床報告

東京歯科大学市川総合病院歯科・口腔外科における
平成２７年度入院患者の臨床学的観察

菊地崇剛１） 齋藤寛一２） 河地 誉１）

市島丈裕１） 三條祐介１） 酒井克彦１）

澁井武夫１） 佐藤一道１） 野村武史１）

抄録：
研究目的：今回過去１年間に入院加療を要した患者
の動向を目的として調査した。方法：平成２７年４月
１日から平成２８年３月３１日までに当科で入院加療を
行った患者を対象とした。結果：入院症例５２１例で
あり，そのうち男性は２８３人（５４．３％），女性は２３８人
（４５．７％）であった（平均年齢５４．６歳）。疾患別では，
歯の疾患が４３．３％，嚢胞性疾患が１８．１％，良性腫瘍
並びに腫瘍類似疾患が９．０％であった。悪性腫瘍は
東京歯科大学３病院合同の口腔がんセンターに移行
し加療を行っているため今回は調査対象外とした。
入院症例のうち基礎疾患を有する症例が６６．８％で，
高血圧症を含む循環器疾患が３４．０％とほとんどを占
めた。結論：当科における入院症例の特徴は，地域
診療所からの紹介患者が多くの割合を占め，内容は
基礎疾患を有する高齢者の抜歯症例が多かった。基
礎疾患は高血圧症を含む循環器疾患が多かった。

緒 言

市川総合病院は昭和２１年に東京歯科大学の付属医
療機関として開院し，現在では診療科２６と専門セン
ター８部門を有する病床数５７０床の総合病院である。
各領域の専門スタッフが診療に当たり，市川市の中
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東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座
菊地崇剛

核医療機関，地域がん診療連携拠点病院として地域
医療に貢献している。
当科では地域の歯科診療所からの紹介患者を中心

に口腔外科一般，口腔粘膜疾患などの口腔内科学的
疾患，全身的疾患を有する患者を中心とした歯科の
２次医療を行っている。総合病院の中の歯科・口腔
外科であることで他科と緊密な連携を取り合い，全
身的な問題点にも配慮した口腔顎顔面領域の疾患に
対する診断・治療を行っている。今回私たちは，当
科における平成２７年度に入院加療を要した患者の臨
床学的検討を行い，病院歯科・口腔外科の役割を再
考察するとともに，今後の在り方，方向性について
検討した。

対象及び方法

対象は平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日ま
での１年間に市川総合病院歯科・口腔外科を主科と
する入院加療を要した患者である。口腔がん症例は
東京歯科大学３病院合同の口腔がんセンターに全例
移行し加療を行っているため今回は調査対象外とし
た１－４）。
疾患の分類は日本口腔外科学会調査企画委員会が

作成した実績調査票の分類に従って集計し，調査項
目は性別，年齢分布，来科地域，受診経路，疾患
別，患者の有する基礎疾患に関して臨床統計を行っ
た。なお，対象患者が２つ以上の疾患を有している
場合にはすべての疾患名を重複として加算した。
本検討は市川総合病院倫理審査委員会にて承認さ

れた（受理番号：Ⅰ１６－０４）。
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結 果

１．性差
平成２７年度における入院患者の総数は５２１人であ

り，内訳は男性が２８３人（５４％），女性が２３８人（４６％）
であった（図１）。
入院患者の年齢分布は２歳から９７歳まで幅広い結

果であった。全体の平均年齢は５４．６歳であった。７０
歳代が９５人（１８．２％）と最も多く，次いで８０歳代が７３
人（１４．０％），６０歳代が６４人（１２．３％）の順であった。
６０歳代以上の割合は４６．４％を占めた。本年度の入院
患者数は昨年度の５４６人と比較し若干の減少を認め
た（図２）。
２．来科地域
都道府県別の来科地域の内訳は，千葉県が３９０人

（７４．９％），東京都が１１１人（２１．３％），神奈川県が４
人（０．７８％），埼玉県が４人（０．７８％），茨城県が４人
（０．７８％），その他が７人（１．３４％）であった。

千葉県内から来院した患者３９０人の内訳は，市川
市が２３７人（６０．８％），船橋市が４９人（１２．６％），浦安
市が２２人（５．６４％），千葉市が１８人（４．６２％），松戸市
が１５人（３．８５％）と続いた。東京都内から来院した患
者１０１人の内訳は江戸川区が６５人（６４．４％）と一番多
く，次いで葛飾区が３３人（３２．７％）であった（図３）。
３．受診経路
受診経路としては，地域医療機関からの紹介受

診が４２１人（８０．８％）と最も多く，そのうち歯科から
が３９８人（７６．４％）であり，医科からが２３人（４．４％）で
あった。
院内他科からの紹介は１３人（２．５％）で，非紹介患

者は４１人（７．９％）であった（図４）。
４．疾患別分類
予定入院の内，疾患別の分類結果より，智歯周囲

炎，埋伏智歯，埋伏歯を含む歯の疾患が最も多く
１８４件（４３．３％）であった。次いで嚢胞性疾患が７７件
（１８．１％），良性腫瘍及び腫瘍類似疾患が３８件（９．０％）

図１ 入院患者の性差 図２ 入院患者の年齢分布

図３ 入院患者の来科地域（都道府県別） 図４ 入院患者の受診経路
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の順であった。
緊急入院の内では炎症が５４件（５６．３％）であり，

外傷が３２件（３３．３％），その他は１０件（１０．４％）であっ
た。その他には栄養管理目的，緩和ケアなどが含ま
れている（図５）。
５．基礎疾患
入院患者の内，基礎疾患を有する患者は３４８人

（６６．８％）で，総疾患数は６７１件であった。最も多い疾
患は高血圧症１２１件（１８．０％）と心疾患７８件（１１．６％）
を合わせた循環器疾患で１９９件（２９．７％），次いで糖
尿病４６件（６．９％），喘息３６件（５．４％）の順であった
（図６）。
６．手術術式
入院患者の内，入院手術症例の総数は４９８件で

あった。そのうち抜歯を含む歯の外科手術は１８９件
（３６．３％）が最も多く，次いで良性腫瘍・嚢胞・腫瘤
が１３０件（２５．０％），消炎が６４件（１２．３％），顔面外科・

異物除去が５９件（１１．３％）の順であった（図７）。

考 察

当科では，これまで外来初診患者に関して臨床統
－計的観察に対して考察を深めてきた１ ４）。今回は入

院患者に焦点を当てることで病院歯科・口腔外科の
役割を再考察した。この１年間の入院患者数は５２１
人で当科の過去の報告と比較すると平成２５年度の
６０９人，平成２６年度の５４６人と比較して減少傾向を示
している。これに関しては，平成２６年１０月１５日に厚
生労働省保険局においてフリーアクセスの基本は守
りつつ，限りある医療資源を効率的に活用する観点
から，大病院の外来は紹介患者を中心とし，一般的
な外来受診は「かかりつけ医」に相談することを基
本とするシステムを普及させ，医療機関間の適切な
役割分担を図ることで外来医療の機能分化・連携の
推進を図ることが示された。続いて平成２７年１月１３

図５ 左：予定入院患者の疾患別分類，右：緊急入院患者の疾患別分類

図６ 入院患者の有する基礎疾患 図７ 入院患者の術式別分類
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日の社会保障制度改革推進本部において，紹介状な
しで特定機能病院及び５００床以上の病院を受診する
場合等には，選定療養として，初診時または再診時
に原則的に定額負担を求めることとすることが決定
された。この制度を導入することで，高度医療を必
要とする患者に，より医療を提供しやすい環境に
なったと言え，減少した結果にもつながる。２０００年
以降に報告のあった他の医療機関における入院患者
総数の報告と比較すると，岩手県立磐井病院歯科
口腔外科が５年間で４０６名（年平均８１人）５），北海道医
療大学歯学部附属病院が５年間で８４３人（年平均１６８
人）６），さくら病院歯科口腔外科が３年間で１，１３４人
（年平均３７８人）７），公立陶生病院歯科口腔外科が３年
間で７７２人（年平均２５７人）８）と病床数や診療科の数，
周辺人口など各病院の背景の相違はあるが，地域の
基幹病院として２次～３次の歯科・口腔外科の機能
を十分に担っていると思われる。
来科地域では千葉県が３９０人（７５．０％）と大半を占

め，東京都が１０９人（２１．０％）であった。他施設と比
べると，当科は県外からの患者が多い結果となって
いるが，大半が近隣の地域の住民であった。市川市
は江戸川区，松戸市，浦安市，船橋市，鎌ヶ谷市と
隣接しており，市川市の救急医療体制では１次救急
医療は地域かかりつけ医や急病診療所が対応してい
る。本地域で２次救急医療について対応できる８つ
の医療機関がある。また，脳血管障害や循環器疾
患，小児疾患などに迅速に対応するため，市川市独
自の体制として，市川市内では当院を含む３つの医
療機関が２次救急医療の役割を果たすことにより救
急医療体制の強化を図っている。これらの病院で歯
科口腔外科を有するのは当院のみであったため，当
院は２次医療を担っている。当院では顎口腔領域の
外傷の際に，頭部外傷の脳神経外科，中顔面外傷の
耳鼻咽喉科・形成外科などと連携できることが特徴
である。
平成２８年度の内閣府の報告した「平成２７年度版高

齢社会白書（概要版）」によると，平成２７年１０月１日
現在の総人口は１億２，７１１万人に対して，６５歳以上
人口は３，３９２万人であり，その割合は（高齢化率）は
２６．７％である。これは昭和２５年の４．９％のデータか
ら年々増加傾向を示し，平成７２（２０６０）年には３９．９％
と全人口の５分の２が高齢者になることが予想され

ている。また平均寿命は平成２６年現在では，男性
８０．５年，女性８６．８年とこちらも上昇している。
高齢歯科患者は基礎疾患を有している場合が多

く，歯科治療中のみならず，歯科治療前後において
も治療に対する精神的および身体的ストレスへの抵
抗性の減弱により基礎疾患の増悪を来たす可能性が
ある。そのため周術期を通して全身管理が必要とさ
れている。
当院では入院患者の内，６０歳以上は２４２人（４６．４％）

であり，基礎疾患を有する患者は全体の６６．８％で
あった。当院の特徴の一つとして，高齢者または有
病者の１泊入院管理下での観血処置がある。処置の
内容としては普通抜歯も少なくないが，術後出血を
はじめとする偶発症の対応や術前感染予防目的とし
て，当科紹介を受けている。平均寿命の上昇に伴い
基礎疾患を有する患者の数は増加している。そのた
め今後ますますこのニーズは増加していくことが予
測される。中核病院かつ連携協定病院であるためこ
のような基礎疾患を有する患者の一般歯科との連携
による処置は大変重要である。今回の臨床調査によ
り，今後の超高齢社会における病院歯科・口腔外科
としての責務が明確になった。

本論文の要旨は，第３０１回東京歯科大学学会（２０１６年６月４
日，東京）において発表した。
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Purpose：We examined the trends in cases involving patients who required medical treatment that necessi-
tated their hospitalization over the past year． Method：Patients who were hospitalized and received 

treatment at our facility between March３１，２０１６，and April １，２０１５，were targeted． Results：The total 
number of inpatients was ５２１． Of  these，２８３ patients（５４．３％）were male，and ２３８ patients（４６％）were 
female（mean age：５４．６years）． The disease distribution of the inpatients was as follows：tooth disorders
（４３．３％），cystic disorders（１８．１％），and benign tumors and tumor-like disorders（９．０％）． Malignant 
tumors were not covered in this study because these cases were transferred to the Oral Cancer Center of
Tokyo Dental College Hospital for joint medical treatment． Of all inpatients，６６．８％ were hospitalized
for basal diseases，and ３４．０％ were hospitalized for cardiovascular disease，including hypertension（the
most common cardiovascular disease）． Conclusion：Regarding the characteristics of the patients that
were hospitalized at our facility，a large percentage of patients were referred to us from local dental
clinics，many of which were elderly patients who underwent tooth extraction． In addition，the patients ’ 
underlying diseases included cases of cardiovascular disease（most commonly hypertension）．

（The Shikwa Gakuho，１１７：１２７－１３１，２０１７）
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