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抄録：近年の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
われわれは，水道橋病院口腔外科における入院手術
症例の現状から，当院口腔外科の特徴を把握し今後
の発展と臨床に活用するため，３年間（２００８～２０１０
年）の本学水道橋病院手術室で行った手術症例を集
計し臨床的検討を行った。３年間の総手術数は１３４４
件で月別手術件数では，８月が１５５件（１１．５％）と最
も多かった。性差は男性６１１件，女性７３３件でやや女
性が多かった。手術時年齢は２０～２９歳が合計４４２件
（３２．９％）で最も多かった。手術術式では顎矯正手術
が４３２件（３２．１％）と最も多く，その中では下顎枝矢
状分割術を用いたものが２６８件（８９．３％）と多かっ
た。今後，これらの特徴を活かして専門性を高める
とともに，診療の質の向上に努めたいと考えてい
る。

緒 言

近年の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。当院は水道
橋という都心の駅に隣接していることもあり，様々
な患者が来院している。患者の中には口腔外科的疾
患により入院・手術が必要となる症例も少なくな

い。そこでわれわれは，水道橋病院口腔外科におけ
る入院手術症例の現状から，当院口腔外科の特徴を
把握し今後の発展と臨床に活用するため，３年間

（２００８～２０１０年）の本学水道橋病院手術室で行った手
術症例を集計し臨床的検討を行った。

対象および方法

２００８年１月１日から２０１０年１２月３１日までの３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を対象とし，１．手
術件数，２．性差，３．年齢，４．手術術式，５．
手術時間，６．出血量，を集計し分析した。

本研究はヘルシンキ宣言を遵守し，行った。患者
にインフォームドコンセントを得て，承諾を得てい
る。

結 果

１．手術件数
各年の手術件数は２００８年に，４６９件，２００９年に４５９

件，２０１０年に４１６件で，年平均手術件数は４４８．０件で
あった。３年間の月平均手術件数は３７．３件であっ
た。月別平均手術件数では８月が５１．７件（１１．５％）と
最も多く，以下３月が４９．７件（１１．１％），２月が４４件

（９．９％），７月が４２．３件（９．４％）の順であった（図１）。
２．性差

総手術件数に対する男女比は男性６１１件（４５．５％），
女性７３３件（５４．５％）と女性が若干多かった。
３．年齢

手術時年齢は，いずれも２０歳代がもっとも多かっ
た。３年間の平均年齢は３６．８歳で，最少年齢が１
歳，最高年齢は８９歳であった。全体では２０歳代
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（３２．９％）が最も多く，次いで３０歳代が（１７．９％）と多
かった（図２）。６５歳以上が占める割合（高齢者率）は
９．１％（４０．７人）であった。
４．手術術式

すべての年で顎矯正手術占める割合が最も多く，
３年間を集計した手術内容は，顎矯正手術が４３２件

（３２．１％）で あ っ た。次 い で 嚢 胞 摘 出 術：３１２件
（２３．２％），顎矯正手術術後等の金属プレート除去
術：２４１件（１７．９％），良性腫瘍切除術：１２７件（９．４％），
抜歯を含む小手術：１１３件（８．４％），インプラント前
外科手術：３５件（２．６％），悪性腫瘍切除術：３４件

（２．５％），消炎手術２２件：（１．６％），観血的整復術１１
件：（０．８％），上顎洞根治術：１０件（０．７％），神経移
植術：６件（０．４％）であった（図３）。

最も多い顎矯正手術を術式別にみると下顎枝矢状
分割術（Sagittal split ramus osteotomy，以下 SSRO
と略す）単独がいずれの年でも多く３年間合計で２６８

件（８９．３％）を占めていた。次いで SSRO と Le Fort
Ⅰ型骨切り術を併用した上下顎同時移動術が１２１件

（４０．３％），オトガイ形成術２４件（８．０％），上顎歯槽
部骨切り術：９件（３．０％），Le Fort Ⅰ型骨切り術
単独：４件（１．３％），その他の手術（コルチコトミー，
ディストラクション等）が６件（２％）であった（図
４）。なおオトガイ形成術はプレート除去術と同時
に二次的に行われているものが大半を占めていた。
５．手術時間

手術時間の分布は，各年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４６５件（３４．６％）
であった。次いで３０分以上１時間未満の症例が３９８
件（２９．６％），２時間以上３時間未満の症例が２００件

（１４．９％）であった（図５）。
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９１８件（６９．８％）とその多くを占めてい

図１ 月別手術件数 図２ 手術時年齢

図３ 手術術式 図４ 顎矯正手術術式
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た。次 い で，２００ml 未 満 が１３５件（１０．２％），１００ml
未満が１２７件（９．７％）の順であった（図６）。この３年
間での最小出血量は１ml 以下で最大出血量は１，１０１
ml 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年から２０１０年までの３年間の口腔外科手術症例
の臨床検討を行った。３年間の年平均手術件数は
４４８．０件あったが，手術時年齢として２０歳代（３２．９％）
が最も多く，３０歳代と合わせると５０．８％と全体の約
半数を占めていた。６５歳以上が占める割合（高齢者
率）は４０．７人（９．１％）であり，一般的な総合病院に比
べて高齢者率は低いと思われる。顎矯正手術の平均
年齢が２６．３歳であっとことから高齢者率が低くなっ
たことが考えられる。

月別手術件数は，３年間の平均で８月が５１．７件
（１１．５％），次いで３月が４９．７件（１１．１％）であった。
この結果は顎矯正手術などの待機的手術が多いこと
から，手術を受ける患者が春季，夏季の休暇を利用
しているためと考えられる。

手術術式別として顎変形症手術が１４４．０件（３２．１％）
で最も多く，その二次手術としてのプレート除去術
が８０．３件（１７．９％）であり，合わせて全体の手術件数
の約５割という結果であった。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
告では高橋らが２０．８％１），古屋らが１２．４％２），比地岡
らが６．８％３）と述べており，当科はこれらに比較して
著明に多かった。当科での顎変形症症例は当院矯正
歯科や首都圏の矯正専門医と連携して治療してい

る。これまでに矯正医と良好な関係を作り，信頼を
得ていることで多くの症例数が集まっていると考え
る。最も多い顎矯正手術の男女比が１対１．８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１－３，５－６）とほぼ一致していた。顎矯正手術において
女性が多いことから，全手術症例においても女性が
若干多い結果となった（男性４５．５％，女性５４．５％）と
考えられる。

最も多い顎矯正手術について術式別でみると，
SSRO 単独がいずれの年でも多く３年間の年平均は
８９．３件で顎矯正手術全体の６２．０％を占めていた。臨
床診断では下顎前突症例が最も多く，この手術法が
非対称や上顎後退などの症例に対しても幅広く適応
できるためと考えられる。Le Fort Ⅰ型骨切り術，
SSRO の上下顎同時移動手術は年平均４０．３件で顎矯
正手術全体の２８．０％であった。オトガイ形成術は初
回手術後の形態変化を確認した上で，プレート除去
術と同時に行われているものが大半を占めていた。
その他の顎変形症手術としてコルチコトミ―やディ
ストラクション症例があり，唇顎口蓋裂や症候群に
伴う顎変形症患者等，幅広く顎矯正手術を行ってい
ることが確認できた。

当院の口腔インプラント科と連携して骨造生（サ
イナスリフトやべニアグラフト）と同時にインプラ
ント埋入手術を行う症例が年平均１１．７件（２．６％）で
あった。このような症例は今後も増加していく可能
性が高く，歯科病院の利点を活かし，一口腔単位の
治療の中で口腔外科だけではなく他科の診療と協力
してチーム医療を進めていく必要があると思われ
る。

図６ 出血量
図５ 手術時間
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悪性腫瘍に対する手術は年平均１１．３件（２．５％）と
大きな割合ではないが，当院では悪性腫瘍は早期が
んを中心に行い，進展した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。

外傷手術の割合が年平均３．７件（０．８％）と少ない結
果で，過去と比較しても減少している。一般に顎顔
面の外傷では最初に総合病院などに救急搬送され，
顎骨骨折も同時期に加療されることが多いため，総
合病院での顔面外傷の受け入れ態勢の整備に伴っ
て，当院での新鮮外傷の治療は少なくなっているも
のとおもわれる。しかし，歯科医院から来院する歯
や歯槽部の外傷症例はみられ，高齢者層の増加にと
もない当院での高齢者顎骨骨折症例は増加傾向にあ
る４）。

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３３３．３件（７４．４％）であった。最も行われて
いる SSRO の平均手術時間は２時間０分であった。
他の施設では２時間１０分５），３時間１３分６），５時間３１
分３）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高いレベルで均等化して
いるためと考えられる。手術時間は最長８時間６分
で，エナメル上皮腫切除と再建のための腸骨移植，
大耳介神経移植手術を同時に行った症例であった。

出血量は５０ml 以下の手術が３年間で９１８件（６９．８％）
であった。８００ml 以上の出血があった症例は３年間
で５件（Le Fort Ⅰ型骨切り術・SSROの上下顎同時
移動術３件，エナメル上皮腫切除と再建のための腸
骨移植，大耳介神経移植手術症例１件，下顎枝矢状
分割術１件），最大出血量は１，１０１ml で Le Fort Ⅰ
型骨切り術と SSRO による上下顎同時移動術で
あった。最も行われている SSRO の年平均出血量
は１３７．０ml であった。Le Fort Ⅰ型骨切り術，SSRO
の上下顎同時移動手術の年平均出血量は２９２．０ml で
あったが，下行口蓋動脈や鼻粘膜からの出血のため
に８００ml 以上出血する症例が３年間で３件みられ
た。当科では，上下顎同時移動手術症例などに対し
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うようにしてい
る。

６５歳以上の高齢化率は年々上昇して超高齢社会と

なり，今後２０２０年には２９．１％に達すると予想されて
いる７）。当科の手術症例も高齢者患者の増加が予想
されるが，高齢者は基礎疾患を複数合併している場
合が多く，今後は当院内科も含め医科との医療連携
を密にして全身管理の充実が必要である。また高齢
者の状態と特徴ふまえて，スタッフのスキルアップ
も重要と考えている。当科の手術症例の大半を占め
る顎変形症に関しても平均年齢が以前と比較して上
昇傾向にある。他の医療機関８）の報告でも同様の結
果であった。５０代以上の患者も見られるようになっ
ており，歯周疾患や歯牙疾患により欠損等問題を抱
えているケースも多くなっている。口腔外科，矯正
科だけではなく総合歯科，口腔インプラント科との
チーム医療が必要となっている。

当科では，看護部と協力して症例が多い顎変形症，
嚢胞摘出症例等に対して，クリニカルパスを作成し
医療の標準化を図っている。今後も更にクリニカル
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各科の垣根を
越えてチーム医療を実現し，患者満足度をあげてい
きたいと考えている。

東京歯科大学水道橋病院口腔外科の更なる医療の
質の向上を目指すために，学内，院内はもとより地
域の医療機関との連携をさらに密なものし，多種多
様な要求を持つ患者にも対応できるよう，診療の質
の向上に努め，水道橋病院口腔外科としての特徴と
専門性を高め充実をはかっていきたいと考える。

結 論

本学水道橋病院手術室における２００８年から２０１０年
までの３年間の口腔外科手術症例の臨床検討を行っ
た。
１．３年間の年平均手術件数は４４８．０件であった。
２．性差は男性（４５．５％），女性（５４．５％）であった。
３．年齢分布は２０歳代が最も多かった。
４．手術術式別では顎矯正手術（３２．１％）が最も多

く，ついで嚢胞摘出術（２３．２％），顎矯正手術術後
等の金属プレート除去術（１７．９％），良性腫瘍切除
術（９．４％），抜歯を含む小手術（８．４％），インプラ
ント前外科手術（２．６％），悪性腫瘍切除術（２．５％），
消炎手術（１．６％），観血的整復術（０．８％），上顎洞
根治術（０．７％），神経移植術（０．４％）であった。
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５．手術時間では２時間以下の手術の占める割合が
７４．４％であった。出血量は５０ml 以下の手術が
６９．８％であった。

本論文の要旨は，第２９１回東京歯科大学学会例会（２０１１年６
月，千葉）において発表し，座長推薦を受けたものである。
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We retrospectively analyzed all patients undergoing oral surgery at Tokyo Dental College Suidobashi
Hospital between January ２００８ and December ２０１０． Items examined included number of surgery
cases，age，type of surgery，type of orthognathic surgery，operative duration and blood loss．

The total number of cases was １３４４（male ６１１，female ７３３）． The most common age distribution was
the twenties in ４４２ cases（３２．９％）． The most common monthly distribution was August in １５５ cases

（１１．５％）． Orthognathic surgery was the most common surgery． Sagittal splitting ramus osteotomy
was performed in ４３２ cases（３２．１％），and was the most frequently performed surgical procedure．

Our goal is to improve the quality of medical care based on the experience gained from these results．
（The Shikwa Gakuho，１１２：７４２～７４６，２０１２）

高山，他：東京歯科大学水道橋病院手術室の臨床的検討７４６
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