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抄録：２０１５年度当院は選定療養費の改定に始まり，
地域医療支援病院の認定，さらには病院機能評価認
定病院の更新審査等，多くの変革を迎えた。
今回我々は，当科における２０１５年４月１日から

２０１６年３月３１日までの１年間に受診した初診患者の
臨床的検討を行い，患者背景の変化を考察すること
により，今後の当科のあり方を検証することとした。
対象期間中の初診患者数は５，０１９人であり，院内

紹介を含めた紹介率は９０．９％であった。紹介率の増
加には初診時選定療養費の改定が影響したと考え
る。また，院内他科からの紹介も脳卒中などの回復
期患者や周術期患者の口腔機能管理が２１．１％と大き
なウエイトを占め，当科が他職種連携やチーム医療
に積極的に介入してきた結果であると考えられた。
当院は２０１５年度より地域医療支援病院として地域

包括ケアシステムを推進する市川市周辺地域の中核
医療機関となったため，今後は地域医療従事者との
病診連携を図っていきたいと考える。

緒 言

東京歯科大学市川総合病院は，１９４６年に東京歯科

大学の付属医療機関として開院した。現在，２６診療
科，８専門センターを有する５７０床の総合病院であ
り，人口約４７万人の千葉県市川市の中核医療機関と
位置づけられている１）。歯科・口腔外科は，主に地
域の歯科診療所からの紹介患者を中心に口腔外科一
般から口腔内科学的疾患，全身的疾患を有した患者
の侵襲的歯科治療を中心とした診療を行っている。
また，総合病院の歯科・口腔外科として院内他科で
入院患者の一般歯科処置はもちろん，脳卒中などの
回復期患者の口腔ケアや２０１２年度から歯科保険診療
に導入された周術期口腔機能管理への対応など，病
院歯科として医科歯科連携の役割も果たしている。
さらに，本学の学生への教育機関としても，東京歯
科大学の中において重要な役割を担っている。２０１５
年度当院は選定療養費の改定に始まり，２０１６年３月
３１日に市川市で地域医療支援病院に認定され，さら
には病院機能評価認定病院の更新審査など，当院に
とって多くの変革を迎えた。地域包括ケアシステム
の流れが保険診療にも組み込まれる中，歯科におい
ても院内完結型から病診連携型の歯科診療への転換
が求められている。
今回，我々は当科における２０１５年度の１年間に受

診した初診患者の臨床的検討を行い，患者背景の変
化を考察することにより，今後の当科のあり方を検
証することとした。

対象および方法

対象は２０１５年４月１日から２０１６年３月３１日までの
１年間に市川総合病院歯科・口腔外科を受診した外

キーワード：オーラルメディシン，初診患者，選定療養
費，地域医療支援病院，周術期口腔機能管理
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来初診患者を抽出した。なお，再来初診等の保険制
度上の初診患者は除外した。
疾患の分類は（公）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を参考とし，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とした。基礎疾患につい
ては患者が２つ以上の疾患を有している場合には重
複として集計した。また，院内他科から紹介され，
周術期口腔機能管理の依頼のあった患者の内訳，当
科における２０１５年度の月別の紹介率，逆紹介率につ
いても調査した。
本研究は東京歯科大学倫理委員会で審査，承認さ

れている。（受付番号Ｉ１６－０８）

結 果

１．性別
当該期間中に初診患者総数は５，０１９人であり，男

性が２，３９６人（４７．７％），女性が２，６２３人（５２．３％）で女
性の患者が多かった（図１）。

２．年齢分布
年齢は０歳から１１０歳まで幅広く分布し，平均年

齢は５１．０歳であった。７０歳代が８３１人（１６．５％）と最
も多く，次いで６０歳代が７２２人（１４．３％）の順であっ
た。６０歳以上の患者は２，１２１人（４２．２％）であった（図
１）。
３．来科地域
県別では千葉県が４，２１６人（８４．０％），東京都が７０２

人（１３．９％）であった。地域別では市川市が３，１１１人
（６１．９％），船橋市４５２人（９．０％），次いで葛飾区１７４
人（３．５％），松戸市１７３人（３．４％）と続いた（図２）。
４．受診経路
受診経路は歯科診療所からの紹介が３，１１１人

（６１．９％），医科診療所からの紹介が２４９人（４．９％），
院内他科からの紹介は１，２０４人（２３．９％），紹介状を
持参せずに直接来院した非紹介患者は４５５人（９．０％）
であった。地域医療機関からの紹介率は６６．９％，院
内紹介を含めた紹介率は９０．９％であった（図３）。
５．疾患別分類
疾患別では齲蝕，歯周炎，智歯周囲炎，埋伏智歯

などを含む歯の疾患が２，１０２件（４１．８％），次いで院
内他科からの依頼で全身疾患からの口腔機能管理が
１，０６０件（２１．１％），口腔粘膜疾患が３７３件（７．４％），
顎関節症が２２７件（４．５％），炎症２１６件（４．２％），外傷
１９８件（３．９％）の順であった。総合病院歯科・口腔外
科における特殊業務としての全身疾患からの口腔
機能管理の内訳は脳卒中などの回復期患者の口腔
ケアが６１３件（１２．２％），周術期口腔機能管理が４４７件
（８．９％）であった（図４）。
６．初診患者が有する基礎疾患
総疾患件数は４，６３１件であり，そのうち基礎疾患

を有する患者は３，１２１人（６２．１％）であった。高血圧

図１ 初診患者の構成

図２ 来科地域 図３ 受診経路
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が６６７件と最も多く，次いで悪性腫瘍４５５件，循環器
疾患４１６件，呼吸器疾患４０１件，消化器疾患３３４件の
順であった（図５）。
７．院内他科からの周術期口腔機能管理依頼
院内他科からの周術期口腔機能管理の依頼患者数

は４４７人で，外科が３５６人（８０．０％），次いで心臓血管
外科６７人（１５．０％），内科１１人（２．４％）であった。外
科から依頼された患者の主病名として，悪性腫瘍が
２７０人（７５．８％），肝・胆疾患が４１人（１１．５％），その
他４５件（１２．６％）の順であった（図６）。
各臓器別悪性腫瘍の内訳では乳癌８９人（３０．２％），

下部消化管癌７８人（２６．５％），胃癌３６人（１２．２％）の順
で依頼が多かった（図７）。

８．当科における紹介率，逆紹介率の推移
月別にみると，２０１５年４月の紹介率は５９．３％で，

以後月ごとに変動はあるものの，２０１６年３月は
６４．６％であった。逆紹介率は２０１５年４月が１９．１％
で，以後月ごとに増加し，２０１６年３月には４９．６％で
あった（図８）。

考 察

１．外来初診患者動向の変化について
東京歯科大学市川総合病院歯科・口腔外科におけ

る初診患者数の推移を比較すると，当科での過去の
調査では２０１２年度が５，０７６人２）と大きな差は認めな
かったが，２０１１年度は５，９０６名３），２００９年度は６，０９０
名４）と２０１１年度を境に約１，０００名程度の減少傾向を認
めた。この理由の１つとして，当院で２０１５年４月１
日より初診時選定療養費が２，１６０円から５，４００円（税

図５ 初診患者が有する基礎疾患の分類

図４ 疾患別分類

図６ 周術期口腔機能管理の依頼科と外科疾患の内訳
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込）に増額改定されたことが挙げられる。選定療養
費とは病院と診療所の機能分担の推進を図る観点か
ら，病床数が２００床以上の病院であって，他の医療
機関からの紹介なしに病院を受診した患者に対し，
初・再診時に特別の料金を徴収できる国の施策であ
る５）。選定療養費の全国的な調査では，４，０００円以上
の料金を徴収している病院は４．１％にとどまるとの
報告があり６），当院の徴収設定が影響を及ぼしてい
ると考えられた。また，２０１５年度より一般歯科治療
は，機能分担の促進を目的に原則的に行わず，地域
歯科診療所に逆紹介するシステムとした。この理由
から患者の減少に繋がったと考えられた。２０１６年４
月１日からは，初診時選定療養費が改定し，病院と
地域歯科診療所との機能分担をさらに進めていくこ
とが求められている。

男女比は，過去の調査においても大きな差は認
めなかった２－４）。平均年齢は当科での過去の報告で
は４４．９－５０．７歳２－４）と年々高齢化していることが分
かった。来科地域は，過去の調査と比較して差は認
めなかった２－４）。
来院経路については過去の調査と比較すると，歯

科診療所からの紹介率の増加，院内紹介の増加，非
紹介患者の減少を認め，院内紹介を含めた紹介率は
９０．９％であった。過去の当科の紹介率は４７．８－
６４．９％２－３）と報告されており，飛躍的な増加を認め
た。他施設の口腔外科の報告と比較しても４０．２－
８５．０％７－９）であり，当科の高い紹介率を示した。
疾患別では過去の報告でも歯の疾患，口腔粘膜疾

患の順であったが２，３），今年度は歯の疾患に次いで，
院内医科からの紹介である全身疾患による口腔機能
管理の業務比率が上がった。当科では以前より当院
脳卒中センターに入院した患者について脳卒中パ
スに沿って早期から摂食機能療法や口腔ケアを開
始し，摂食機能療法や誤嚥性肺炎予防を行ってい
る１０）。また，栄養サポートチーム（NST）や呼吸サ
ポートチーム（RST）の一員として活動し，他職種連
携やチーム医療に積極的に介入してきた１１－１３）。この
成果もあり，年々院内他科からの依頼数が増加して
いると考える。次いで口腔粘膜疾患は２０１２年度より
当院皮膚科と合同で難治性の口腔粘膜疾患を診察す
る粘膜外来が新設され，内科学を基盤とした治療，
研究活動が行われていることで依頼件数が増え，実

図７ 周術期患者の各臓器がんの内訳

図８ 歯科・口腔外科における月別紹介・逆紹介の推移
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績が上がったと考えられる。基礎疾患を有する患者
は過去の報告の３３．８－３９．１％２，３）と比較し，大きく増
加した。高血圧症が最も多く，次いで悪性腫瘍で
あったが，医科からの周術期口腔機能管理の依頼件
数が増加した影響と考える。
初診時選定療養費の設定や地域支援病院取得を目

指した機能分担の推進により，紹介患者が増加し，
口腔外科的疾患，口腔内科的疾患，そして全身疾患
を有する高齢者への歯科治療など，本来専門的に診
療すべき疾患に専念できる体制となり，地域の中核
医療機関として救急対応も兼ねた歯科・口腔外科の
機能を十分に担っていると考える。
２．院内他科から紹介された周術期口腔機能管理に
ついて
外来処置で近年増加しているのが周術期口腔機能

管理である。周術期口腔機能管理は，２０１２年４月よ
り歯科保険診療に導入され，医科との連携の下，悪
性腫瘍を有する患者の周術期において，歯科医師が
包括的な口腔機能管理を行うことを目的としてい
る１４）。対象となる患者は悪性腫瘍を有する患者だけ
でなく，心臓血管外科手術，臓器移植，血液疾患
（造血幹細胞移植）を行う患者が対象となっている。
管理の目的は治療前から口腔内の感染源を除去し，
周術期における口腔有害事象を最小限にすること
である。管理の効果として，食道癌術後の肺炎予
防１５），化学療法時の口内炎発症予防１６）の報告があ
る。当院では２０１２年６月から導入し，２０１２年度の依
頼患者数は１１７人２）であったが，２０１５年度は４４７人に
増加していた。悪性腫瘍の依頼も部位が多岐にわた
るため，管理を行う際には医科的な知識や適切な患
者への対応が求められる。周術期口腔機能管理の
効果として，入院期間の短縮，肺炎発症率の軽減
といった合併症予防に効果があると報告されてい
る１７）。これにより，医療費の削減や病院歯科の増収
も期待できると考える。周術期口腔機能管理の流れ
は総合病院における医科歯科連携の要であるため，
益々の医科歯科連携の充実をはかるとともに，患者
の治療の支持，QOLの改善に繋がるようにしたい
と考える。
３．地域医療支援病院としての歯科・口腔外科のあ
り方について
２０１５年度の大きな変革の１つは地域医療支援病院

の取得にむけた取り組みであった。地域医療支援病
院の役割として一番重要な項目は，紹介患者に対す
る医療の提供（かかりつけ医等への患者の逆紹介も
含む）である１８）。承認用件の１つとして紹介率６５％
を超え，かつ，逆紹介率が４０％を超えることとあ
る１８）ため，当科でも紹介率を保つことのみならず，
逆紹介率の改善に取り組んだ。当科からの逆紹介を
地域歯科医療従事者側，患者側に理解いただけるよ
う，地域歯科医療従事者向けには講習会（市川リ
レーションシップカンファレンス）を２０１５年７月，
２０１６年３月の２回にわたり開催し，当科から逆紹介
する患者の対応について理解を深めた。また，患者
向けには当院の広報（issou）や口腔機能管理のパン
フレットを通じ，口の健康のためにかかりつけ歯科
を持ち，定期的な口腔管理を行うことの重要性を訴
えた。今後は当科に関わるすべての患者がかかりつ
け歯科を持てるよう，患者への啓蒙活動も進めてい
きたいと考える。
当院は２０１６年３月３１日に地域医療支援病院に認定

され，地域包括ケアシステムを推進する市川市周辺
地域の中核医療機関となったため，今後は当科にお
いても歯科の地域包括システム，さらなる病診連携
の構築が課題と考える。前述した周術期口腔機能管
理の病診連携を鍵として，市川市独自の地域包括ケ
アシステムを構築していきたいと考える。

結 論

東京歯科大学市川総合病院歯科・口腔外科におけ
る２０１５年４月１日から２０１６年３月３１日までの１年間
の外来初診患者について臨床的検討を行った。
１．初診患者数は５，０１９人であり，地域医療機関か
らの紹介率は６６．９％，院内紹介を含めた紹介率は
９０．９％であった。紹介率の増加には初診時選定療
養費の改定が影響したと考える。

２．院内他科からの紹介である脳卒中などの回復期
患者の口腔機能管理が１２．２％，周術期口腔機能管
理が８．９％と大きなウエイトを占めていた。当科
が他職種連携やチーム医療に積極的に介入してき
た実績があり，院内他科からの依頼数が増加して
いると考える。

３．地域医療支援病院として地域包括ケアシステム
を推進する市川市周辺地域の中核医療機関となっ
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た。当科においても地域医療従事者との病診連携
をはかり，歯科の地域包括ケアシステムの構築を
目指していきたいと考える。

本論文の要旨は，第３０１回東京歯科大学学会例会（２０１６年６
月４日，東京）において発表した。
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Clinical study of patients who first visited the Division of Oral Medicine, Oral and Maxil-
lofacial Surgery, Tokyo Dental College Ichikawa General Hospital, during fiscal year２０１５

― A Regional Medicinal Care Support Hospital’s approach to acquiring patients ―

Yusuke SANJO１），Keiya KITAMURA１），Takehiro ICHIJIMA１）

Hirokazu SAITO２），Homare KAWACHI１），Katsuhiko SAKAI１）

Takeo SHIBUI１），Kazumichi SATO１），Takeshi NOMURA１）

１）Department of Oral Medicine, Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental College
２）Oral Cancer Center, Tokyo Dental College

Key words : oral medicine, first visit, fee for treatment of patients’ choice, regional medicinal care support hospitals,

perioperative oral management

In ２０１５，our hospital experienced many changes，including the revision of the “Fee for Treatment of
Patients’ Choice”，being designated a Regional Medical Care Support Hospital，and undergoing an evalu-
ation by the Japan Council for Quality Health Care．
In this study，we examined the clinical backgrounds of the patients who visited our hospital from

April １，２０１５ to March ３１，２０１６． Based on the observed changes in patient background factors，we
defined the future roles of our division．
The total number of patients who visited this hospital was ５，０１９，with a referral rate，including

consultation requests from other departments，of ９０．９％． The revision of the Fee for Treatment of
Patients’ Choice might have resulted in an increase in referral rates． Among referrals from other
divisions，２１％ involved the oral management of patients during the convalescence period such as after
strokes，or during the perioperative period． In addition，active involvement by our division in inter-
professional collaborations and with interdisciplinary teams was considered to have influenced the increase
in the number of in-hospital referrals．
Since our hospital was designated a central medical institution in the Ichikawa city area in ２０１５，we

have promoted the Integrated Community Care System and plan to strengthen our medical care coordination
with primary care physicians． （The Shikwa Gakuho，１１７：２１４－２２０，２０１７）
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