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抄録：東京歯科大学市川総合病院は診療科２０科８診
療センターを有する歯科大学付属の総合病院であ
り，当院歯科・口腔外科では２０００年４月より２４時間
体制の救急外来を行ってきた。２００４年４月から５年
間に当病院が受け入れた救急患者総数は，４７，６０８
人，歯科・口腔外科における救急外来受診患者総数
は，５，６４４人（年平均約１，１２９人，月平均約９４人）で全
体の約１２％であった。その中で，２００４年４月から５
年間の１２歳以下の小児受診患者総数は１，７１９人で当
科救急外来受診患者の３０％であった。小児患者は危
険回避能力が乏しく，意思の疎通が困難で病態の把
握が難しい。成人患者と比較して，精神的，肉体的
にも予備能力が乏しいことから，注意と管理を要す
ると考えられる。これらの問題点について，２００４年
４月から２００９年３月までの５年間を検討し，現在の
小児患者の現状と今後の対策について若干の考察を
加え報告する。

緒 言

東京歯科大学市川総合病院では２０００年４月より歯
科・口腔外科の夜間・休日救急外来を開設してい
る。２００４年から歯科口腔外科の救急外来受診者１２歳
以下の臨床統計を行っており，全科救急外来受診患
者総数の約１割を占めている。近年の小児を取り巻
く社会情勢，環境の変化，生活リズムの変化によ

り，小児の夜間救急外来患者が増加してきている。
そこで今回われわれは，２００４年４月から２００９年３月
までの５年間の臨床統計的検討を行ったので，救急
外来における現在の傾向と今後の対策についてその
概要を報告する。

材料および方法

調査期間は，２００４年４月から２００９年３月までの５
年間とした。対象は，東京歯科大学市川総合病院夜
間・休日救急外来を受診した４７，６０８例中（平日の９
時から１８時までの外来診療時間内で救急対応した患
者は除いている），歯科・口腔外科を受診した５，６４４
人のうち１２歳以下の外傷患者１，３５６例とした。調査
項目は，対象患者の診療録から性別，年齢，受傷原
因，受診時間および外傷の種類別症例数を抽出し
た。複数の受傷箇所がある場合（例えば歯槽骨骨折
と歯牙脱臼であれば歯槽骨骨折を抽出）に最も重傷
な種類を抽出した。

結 果

１．性別および年齢
性別は，男児７８７例（５８％），女児５６９例（４２％），男

女比は１．４：１であった（表１）。各年齢において，
女児より男児の方が多かった。５歳以下の乳幼児で
１，１０６例と全体の８２％を示し，１歳が３３０例（２４％）と
最も多く，ついで２歳が２４８例（１８％），３歳が１８２例

（１３％）と続き，４歳では１３４例（１０％）で，０歳から
５歳までの乳幼児は全体の１，１０６例（８２％）と大部分
を占めていた。６歳以降になると年齢による患者数
には大きな差は認められなかった（図１）。
２．受傷原因

受傷原因では，転倒が７０３例（５２％）と最も多く，
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次いで転落２０２例（１５％），衝突１３９例（１０％），玩具・
遊具による受傷１２９例（１０％）であった。乳幼児期（０
～５歳）と学童期（６～１２歳）の比較では，どの受傷
原因とも乳幼児期が多い傾向にあったが，交通事故
に関しては学童期の割合が多い傾向にあった（図
２）。
３．受診時間

乳幼児期，学童期ともに１７時から２３時までの時間

帯の受診が最も多く，２１時でピークを迎えていた。
時間帯別では，１６時台７２例（５％）から１７時台１２６例

（９％）と増加し，１８時台１３１例（１０％），１９時台１５７例
（１２％），２０時台１６２例（１２％），２１時台１７３例（１３％）と
ピークに達 し，２２時 台１１８例（９％），２３時 台８８例

（６％）と徐々に減少していた。深夜帯の０時～８時
台までは８４例（６％）であった（図３）。
４．種類別症例数

小児救急患者全１，７１９例中，外傷患者は１，３５６例
（７９％）であった。乳幼児期では軟組織損傷９１９例
（７１％）と最も多く，次いで歯牙外傷１８４例（１４％），
顎骨骨折が１１例（１％）であった。学童期では軟組織
損傷１４３例（３４％）と全体の３割程度で，歯牙外傷９８
例（２４％），顎骨骨折２０例（１％）であった。乳幼児，
学童期ともに軟組織損傷が最も多かった（図４）。軟
組織損傷部位別では，下唇部損傷が２１５例（２０％）と
最も多く，次いで上唇小帯が１７９例（１７％），上唇が
１４４例（１４％），舌が１２７例（１２％），歯肉が１０６例（１０％）

１２歳以下の小児救急外来受診患者の男女比を示す。

１１．４比 率

４２％５８％割 合

５６９人７８７人受診患者数

女 児男 児

表１ 性別内訳

図１ 年齢別内訳
灰色バーが男児を，白色バーが女児を示す。

図２ 受傷原因内訳
白色バーが乳幼児期，灰色バーが学童期を示す。

図３ 受傷時間内訳
白色バーが乳幼児期，灰色バーが学童期を示す。
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であった（図５）。
歯牙外傷では歯の脱臼が２３９例（８５％）で，内訳は

乳歯が１８９例，永久歯が５０例であった。次いで歯の
破折が３２例（１１％）で，内訳は乳歯が１３例，永久歯が
１９例と永久歯がやや多く認めた。陥入が１１例（４％）

で，内訳は乳歯が１０例，永久歯が１例であった（図
６）。
５．救急外来受診患者数

当科の救急外来受診患者数は，２０００年４月より開
設以降，全２０診療科の全救急外来受診患者数の約
１０％を毎年占めており，２０００年度７７９人だったのが
２００８年度では１２２１人と増加している（図７）。歯科・
口腔外科全体数は２００２年から２００５年まで経年的に増
加傾向を示し，その後はやや減少傾向であった（図
８）。

考 察

市川市の歯科救急患者の受け入れ体制は，休日，
昼間の一般歯科患者は歯科医師会開設の休日診療施
設が受け入れ対応を行うとともに，平日夜間と休日
の救急外来受診患者は，当院の歯科・口腔外科で対

図４ 種類別内訳

乳幼児期 学 童 期

図７ 当院の年度別救急外来受診患者数
当院における全科年度別救急外来受診患者数を示す。
白色バーが医科を示し，黒色バーが歯科を示す。

図５ 軟組織損傷内訳

図６ 歯牙損傷
白色バーが永久歯，灰色バーが乳歯を示す。
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応している。
当院救急外来は，第２次救急医療病院で２４時間の

対応を行っている。歯科・口腔外科の救急外来での
平日の一般診療は外来診療時間を除き，平日は１８時
以降翌朝９時まで，土曜は１３時以降，日曜・祝日は
全日で，外来診療を開始する翌朝９時まで行ってい
る。

当科の救急外来受診患者数によると，２００５年から
２００６年にかけては全体数において減少傾向を示して
いた。これは，市外近隣施設に新たな救急医療病院
が設置されたことによる患者の分散化が考えられ
る。今回検討した５年間の当科の救急外来受診患者
は年平均１，１２９例で，そのうち１２歳以下の小児患者
は年平均３４９例（３１％）であった。

受診別の男女比は，桑澤ら１）の報告と同様に１．４：
１と男児が多く認められた。乳幼児期の男女比は
１．７：１，学童期は１．４：１と男児に多い傾向がみら
れた（表１）。一般的に男児は女児に比べて行動範囲
は広く，成長に伴う行動様式の違いが受傷比率に現
れたためと考えられた。

受診者の年齢は，１～３歳に多く，１２歳以下の小
児救急患者５６％を占めており，特に１歳が３３０例

（２４％）と最も多かった。黒川２）らは小児外傷症例の
年齢分布について，最も多いのは１歳で，６歳以下
の乳幼児が全体の２６２例（６６．４％）であったと報告し
ている。われわれの結果でも１歳が最も多く，６歳
以下は１，１０６例（８２％）と多くみられた。乳幼児は歩
行を始める時期であるが，その機能は未発達であ
る。また身体バランスが不安定であるため転倒しや
すく，顔面を防御することも困難であるためと考え

られる。
受傷原因は，転倒が７０３例（５２％）と最も多く，次

いで転落，衝突，玩具・遊具による受傷であった。
乳幼児期と学童期の比較では，どの受傷原因とも乳
幼児期が多い傾向にあったが，交通事故に関しては
学童期の割合が多い傾向にあった（図２）。乳幼児
は，身体発育に対応して運動機能が著明に発育し，
単独行動が可能となる時期であり，不意の事故にも
遭遇しやすくなるため転倒，転落による受傷が増加
する３）ものと考えられる。それに対し，６歳以上の
年齢層では運動能力の発達により危険回避に対する
認識が可能になるため受傷頻度が減少傾向を示し
た。行動範囲の拡大と，危険回避能力が不十分であ
るため交通事故の割合が多くなったと考える。

外傷の種類では，黒川２）ら曽我４）らの報告と同様に
軟組織損傷が多く，乳幼児期では７１％，学童期では
３４％であった。歯牙外傷では学童期が２４％と乳幼児
期の１４％より多かった。学童期以上になると，行動
範囲や活動性が増加するためと考えられた。小児の
運動方向を考慮すると前方に転倒する機会が多くな
り，下唇部損傷が２１５例（２０％）と最も多く，次いで
上唇小帯１７９例（１７％），上唇１４４例（１４％），舌１２７例

（１２％）という順になった。口唇，舌に多い原因とし
て土田５）らは小児の運動方向を考慮すると，前方に
転倒する機会が高くなり，下唇，上唇小帯，上唇を
打撲する頻度が高く，舌の場合は転倒時に咬創に起
因しているのではないかと報告している。歯牙外傷
では，乳歯，永久歯いずれも８５％と脱臼が多くを占
めた。乳歯の歯槽骨や歯周組織が柔軟であるためと
考える。乳歯は脱臼，永久歯は破折が多い５）と報告
されているが，今回の検討も同様に比較的多く永久
歯の破折が認められた。乳歯の陥入が多いのは，後
続永久歯の歯胚の存在があるためで，外圧によって
陥入しやすくなると考える。

受診時間は，乳幼児期，学童期ともに１７時から２３
時までの時間帯の受診が最も多く，２１時でピークを
迎え，２２時以降になると減少傾向を示した。小児就
寝時間と考えられる２２時から６時までの受診患者は
２７０例（２０％）あった。小児の生活時間の変化，生活
の夜型化，睡眠時間の減少傾向などが広く反映した
ものと考えられる。日本小児保健協会の調査（２０００
年）では，２２時以降に就寝する小児の割合は，既に

図８ 年度別の歯科・口腔外科救急外来受診患者数
当院歯科・口腔外科救急外来受診患者数を示す。
白色バーが１３歳以上，黒色バーが１２歳以下を示す。
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１歳６ヵ月で５５％と半数を超え，４歳～６歳で約
４０％とされており，小児の生活時間の夜型化の実態
が明らかとなっている。また，１０年前，２０年前の同
調査結果と比べ，２２時以降に就寝する小児の割合
は，各年齢において増加している６）。乳幼児約４７，０００
人を対象とした厚生労働大臣官房統計情報部による
第２回２１世紀出生時縦断調査（２００２年）では，就寝時
間は２２時より前に就寝する子は約６０％，２２時以降は
約４０％であり，就寝時間別受傷割合では，就寝時間
が遅い，または不規則である場合に事故にあう割合
が高くなっていると報告されている７）。また，第４
回２１世紀出生児縦断調査（２００４年）では母親の１週間
の労働時間別に子の就寝時間をみると，午後１０時以
降に寝る子の割合は，母の労働時間が「週２０時間未
満」が３５．５％，「週４０時間未満」が４１．２％，「週６０時
間 未 満」が４３．９％，「週６０時 間 以 上」が４９．３％と
なっており，母親の労働時間が長いほど，子供の夜
型の割合が高くなっている７）。さらに近年，共働き
世帯の数が増加している。

共働き世帯はこの２０年余りで大きく増加し，１９８０
年には，共働き世帯は６１４万世帯に対し，男性雇用
者と無業の妻からなる片働き世帯は１，１１４万世帯で
あった。１９９７年以降は片働き世帯の９２１万世帯を上
回って９４９万世帯推移している。２００８年になると片
働き世帯８２５万世帯に対し，共働き世帯１，０１１万世帯
と大きく差が生じた８）。当院の年度別の歯科・口腔
外科救急外来小児患者の推移をみると，２０００年では
７７９人，２００８年には１，２２１人と増加が認められた。共
働き世帯の増加という社会的背景が救急外来小児患
者数の増加を惹起させている原因の一つと考えられ
る。このように，夜型の就寝時間，共働き世帯の増
加，母親の長時間の労働など，複数の要因が小児の
受診者数の増加と関連している可能性があり，防止
策として何らかの対策が必要になってくる。最近で
は父親の積極的な育児参加を促しており，共働き世
帯が増えることで，子供の指導または管理を父親に
も分配することが不可欠になってきた。また，共働
き世帯を支援するために，母子保健を含めた手厚い
保護が必要になってくると考える。

既報告９）と２００６年～２００８年度の時間別受診者数の
結果を比較する（図９）と，１７時から２３時までの時間
帯で受診者が多く，２１時でピークを迎えていた。２１

時と２２時で若干の差はあるものの，それ以外の時間
帯に大きな差はなかった。その他の項目である年齢
別，受傷原因，種類別でも明らかな差はなかった。
２０００年から２００５年まで上昇傾向で，２００６年以降１２歳
以下の救急外来受診者の人数が横ばいであり，項目
別でも明らかな差は認められなかった。最近の５年
間の小児の生活習慣ならびに周囲の環境も大きくは
変化ないと考える。また，年度別の重複来院の受診
者に注目すると，矯正装置の脱離や歯痛などは認め
られたが，小児外傷患者では認められなかった。小
児外傷患者の重複来院を認めた場合は，虐待の可能
性が示唆され，早急な対応が必要となる。

近年の小児を取り巻く社会情勢，生活環境，生活
リズムの変化は小児の日常の生活に大きな変化をも
たらし，核家族化や夫婦共働きなどの社会問題に
なっている。夜間，深夜帯での受傷がここ５年で変
わらず多く認められたことからも，われわれ歯科・
口腔外科での救急体制の充実をはかるとともに病診
連携をはかり，注意喚起とする必要があると考えら
れた。

本論文の一部は，第１２回日本口腔顎顔面外傷学会総会学術
大会（２０１０年７月，広島）において発表した。

図９ 受診時間帯の比較
２００４～２００５年度と２００６～２００８年度の受診時間帯別の

比較を示す。
灰色の線グラフが２００４～２００５年度を示し，黒色の線

グラフが２００６～２００８年度を示す。
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From April２０００，the department of dental and oral surgery began accepting emergency patients 24 hours
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respectively）were treated at the dental and oral surgery department． This accounts for 12% of the
total number of patients． Of these 1,719 patients were under 12 years of age，accounting for 30% of the
total number of patients． Pediatric patients lack the ability to avoid danger and communication skills，
making diagnosis difficult． Care and attention is needed in treating children as they are less well pre-
pared physically and psychologically then adults． In this report，we review the 5-year period spanning
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