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抄録：我々は，今後の病院歯科の在り方を検討する
ことを目的に，平成２３年４月１日から平成２４年３月
３１日の１年間における外来初診患者の臨床統計的検
討を行った。
初診患者数は男性が２，６５８人，女性が３，２４８人の計

５，９０６人で，最も多い年代は６０歳代であった。来科
地域で最も多かったのは市川市であった。紹介率は
院外医療機関と院内他科からの紹介を含めると４７．８
％であった。他の医学的疾患を有した患者は，院外
医療機関から紹介を受けた患者の３３．８％を占めた。
その内，最も多かった疾患は循環器系疾患であっ
た。これらの結果から，病院歯科では地域医療機関
から様々な問題を有する患者の対応が求められてい
ることがわかる。
今後，病院歯科において質の高い医療を提供して

いくためには，歯科・医科・地域医療機関との連携
を維持していく必要があると考えられる。

緒 言

東京歯科大学市川総合病院は現在，診療科２０科と
各部門の専門センター８つを有する５７０床の総合病
院であり，人口約４７万人の市川市の中核医療機関と
して機能している。その中で歯科・口腔外科では，
総合病院としての機能を活かし，地域医療機関との

連携と院内連携により，医学的に問題のある患者を
多数受け入れてきた。その中で，社会環境の変化と
超高齢社会の訪れと共に歯科においても疾患の多様
化，複雑化等により，病院歯科には様々な対応が求
められており，そのために現在の診療内容の実情を
把握することは大変重要である。当院は歯学部に付
属する総合病院であり，歯科・口腔外科と医科との
診療連携が十分に機能していることが特徴であり，
歯科医療を取り巻く環境の変化に先進的に対応して
いくことが可能である。そこで，我々は平成２３年４
月１日から平成２４年３月３１日までの臨床統計的検討
により，現在の診療内容を把握し，地域医療におけ
る病院歯科・口腔外科の役割を考察するとともに，
今後の在り方，方向性について検討することとし
た。

対象および方法

対象は平成２３年４月１日から平成２４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
た初診患者ならびに，救急外来の対応患者で，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，紹
介患者における他の医学的疾患について臨床統計を
行った。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。
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結 果

１．性別
期間中に受診した初診患者の総数は５，９０６人であ

り，平成２１年度の６，０９０人と大きな差は見られな
かった。内訳は男性が２，６５８人（４５．０％），女性が
３，２４８人（５５．０％）であった（図１）。
２．年齢分布

受診患者の平均年齢は４６．８歳で，年齢分布は０歳
から１０４歳まで幅広く分布していた。最も多い年代
は６０歳代で８４９人（１４．４％）。６０歳以上の割合は３８．７
％を占めた（図２）。
３．来科地域

来科地域の内訳は，千葉県内が４，９１６人（８３．２％），
東京都が８０７人（１３．７％）であった（図３）。地域別で

は市川市が３，２４１人（５４．９％），船橋市が６１４人（１０．４
％）と続いた（図４）。
４．受診経路

院外の医療機関からの紹介受診が２，１１０人と最も
多く，紹介元の医療機関は歯科からが２，０１３人（３４．１
％）であり，医科からの紹介受診が９７人（１．６％）で
あった（図５）。院内他科からの紹介は７１５人（１２．１
％）であった（図６）。院内他科からの紹介は内科が
最も多く，次いで脳神経外科と続いた。
５．疾患別分類

重複症例を含めた総疾患は６，５３９件であった。そ
の内，最も多かったのは歯の疾患で２，４０８件（４０．８

図２ 年齢分布

図４ 来科地域（地域別）

図１ 性別

図３ 来科地域（県別） 総数５，９０６人
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％），次いで口腔粘膜疾患８４６件（１２．９％），外傷７７０
件（１１．８％），顎 関 節 症５２２件（８．０％），炎 症５０２件

（７．７％），一般歯科治療３６７件（５．６％），口腔ケア・
嚥下評価３３８件（５．２％），嚢胞２３２件（３．５％），良性腫
瘍１３５件（２．１％），先天異常１１４件（１．７％），悪性腫瘍
９６件（１．５％），唾液腺疾患７２件（１．１％），睡眠時無呼
吸症候群５５件（０．８％），インプラント症例４０件（０．６
％），神経性疾患３５件（０．５％），歯科心身症７件（０．１
％）であった（図７）。
６．紹介患者における他の医学的疾患

地域医療機関から紹介を受けた患者２，１１０人の中
で，他の医学的疾患を有する患者は７１３人（３３．８％）
であった。疾患数は９８７件で，その内最も多かった

疾患は循環器系疾患４０５件で，次いで糖尿病１００件，
喘息７２件と続いた（図８）。

考 察

当院は市川市の中核病院であり，その中で歯科口
腔外科を有する唯一の病院であることから，初診患
者の半数以上が市川市内からの来院であった。ま
た，紹介率を見てみると，初診患者の３４％は地域医
療機関から紹介を受けている。他施設の病院歯科，
あるいは医学部付属病院の歯科口腔外科からの報告
では，紹介率は１７～２８％であり１－３），それらの報告
と比べても紹介率は高く，磐石な地域医療の連携が
構築されている。また，院内他科からの紹介は１２．１

図６ 院内他科からの紹介患者

図５ 受診経路

図８ 紹介患者における他の医学的疾患の割合
総疾患数１，００２件図７ 疾患別分類 総疾患数６，５３９件
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％を占めており，その内容は入院患者の歯科ならび
に口腔外科治療，口腔ケアを含めた口腔機能管理，
嚥下訓練等であり，院内において歯科と医科との診
療連携が密に取れていることが改めて確認された。
当院では脳神経外科からの口腔機能管理・摂食嚥下
訓練，耳鼻咽喉科からの睡眠時無呼吸症候群に対す
る口腔内装置作成，皮膚科からの歯性病巣精査など
の診療依頼が多く４），今後も歯科と医科との専門性
を生かした学際的治療を様々な疾患に生かしてゆく
ことが当科の使命と考えられた。

対応している疾患で，最も多かったのは歯の疾患
（智歯周囲炎，歯性病巣，外傷等）で，地域完結型の
連携体制が十分に浸透していることがうかがわれ
る。該当する患者の受診経路は地域の歯科診療所か
らの抜歯等の依頼が多く，また，口腔粘膜疾患が２
番目を占めた。当院では皮膚科などとの診療連携を
密に取り，口腔粘膜疾患の専門外来を施行してお
り，口腔内科領域の疾患も扱っていることが院内外
に周知されている結果と考えられた。３番目には外
傷であったが，その大半が当直時間帯内での来院で
ある。当院は救急指定病院で，歯科・口腔外科も医
科と帯同して２４時間対応の体制を行っているため，
１～２．５次の救急受診により顎顔面外傷も包含され
ている結果と考える。

受診患者のうち，最も多かった年代は６０歳代であ
り，６０歳代以上が全体の約４０％を占める。また，紹
介を受けて来院した患者のうち６０歳以上は５５％を占
めており，病院歯科において高齢者への対応した歯
科治療の必要性が示された。また，紹介患者が有し
ていた医学的疾患を見てみると，循環器系疾患が最
も多く，次いで糖尿病，喘息と続き，他施設の報告
でも同様であった５）。このことから地域の歯科診療
所から全身的に医学的問題を有し，歯科診療所で対
応が困難な患者の治療を病院歯科口腔外科に求めら
れていることがわかる。地域医療施設から病院歯科
に望まれている機能についての報告６）を見てみる
と，地域医療施設では対応が困難な症例に対応する
ことが上位で病院歯科に望まれており，市川総合病
院では歯科と医科との診療連携を生かすことで，こ
れらの要求に迅速に一ヶ所の施設で対応することが
でき，地域の歯科医療を支える高次医療機関として
の役割を大きく果たすことができると考えられる。

また，本学千葉病院，水道橋病院の口腔外科，矯正
歯科をはじめとした各科とも連携を図り，市川総合
病院の特性を活用した診療を行なっている。

平成２４年４月の診療報酬改定より，当院ではさら
に医科と歯科の連携が強化された。新たに導入され
た周術期口腔機能管理に関して，当院がすでに行っ
てきた入院患者の口腔ケア等を他科との連携の下に
システムを再構築して能率的に実践することによ
り，さらに術後の合併症の予防，患者の QOL の向
上を図っている。その結果，合併症の予防，早期離
床へと繋がれば，病院での DPC にも貢献すること
になる（図９）。

今後，高齢者の歯科治療等において，複雑・多様
化する疾患の構造対し，術前からリスクマネージメ
ントをしっかり行い，対応していくことが望まれ
る。市川総合病院では病院全体でのチーム医療とい
う概念が浸透しているため，様々な問題を有する患
者の歯科治療に対応できる環境が充分に整ってい
る。今後も，市川総合病院の大きな特徴である歯
科・医科・地域医療機関と強い連携を維持し，質の
高い医療を提供していく必要性があると考えられ
る。

結 論

東京歯科大学市川総合病院歯科・口腔外科におけ
る平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの一
年間の外来初診患者について臨床統計的検討を行っ
た。
１．初診患者数は５，９０６人であり，地域医療機関か

らの紹介率は３５．７％，院内紹介を含めると４７．８％
であった。

図９ 周術期口腔機能管理の一例
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２．疾患別では歯の疾患が最も多く，抜歯症例が大
部分を占めた。

３．６０歳以上の受診割合が４割以上を占め，全身管
理が必要な基礎疾患を有する患者が多く紹介され
ていることが示された。

４．平成２４年４月１日より導入された周術期口腔機
能管理に関しても，歯科と医科との連携を生か
し，能率的に実践している。

５．今後も歯科・医科・地域医療機関との連携を深
めることで，質の高い医療を提供していく必要が
ある。

本論文の要旨は，第２９３回東京歯科大学学会例会（２０１２年６
月２日，千葉）において発表した。
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Clinical statistics on first-visit patients for fiscal year 2011 at Department of Oral
and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental College Ichikawa General Hospital
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We conducted a statistical survey on first-visit patients to the Department of Dentistry and Oral
Surgery at Tokyo Dental College Ichikawa General Hospital between April 1，2011 and March 31，2012．
The items addressed included sex，age，place of residence，whether the patient had been referred to us
internally or externally，disease，and the ratio of medically compromised disease among the referred
patients．

The total number of patients was 5906，comprising 2658 males and 3248 females． Age groups，
Patients in their 60s accounted for the highest percentage（14.4%）． The most common area of residence
area was Ichikawa City（54.9%）． The total number of referrals from other dental clinics and medical
institutes was 2825，occupying 47.8% of total first-visit patients． The number of medically compromised
patients was 713（33.8%）among patient referred to us from external institutes，with circulatory organ
disease the most common problem．

These results indicate that hospital dentistry plays an important role in the treatment of medically
compromised and regional patients．

To ensure high quality treatment，it is necessary to maintain cooperation between the department of
dentistry and oral surgery and other medical departments and external institutes．

（The Shikwa Gakuho，１１３：６４～６８，２０１３）
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