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抄録：今回私たちは，今後の当科の医療連携の内容
と質の向上を図ることを目的に平成２４年４月１日か
ら平成２５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。
対象期間中の初診患者数は５，０７６人で，紹介患者

総数は３，２９７人であった。最も多い年代は６０歳代で，
来科地域で最も多かったのは市川市であった。他の
医学的疾患を有した患者は，紹介患者中３９％を占
め，そのうち最も多かった疾患は高血圧であった。
平成２３年度と比較し著明な変化がみられたものと

して患者が有する基礎疾患でがんが１０．０％を占め
た。これは平成２４年度から歯科保険収載された周術
期口腔機能管理の影響と思われる。
今後の当科の役割として，地域の一次医療機関と

更なる連携体制を整備し，加えて院内他科での治療
患者の口腔機能管理体制を徹底し，医科歯科連携医
療の推進に努める必要があると考える。

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２３科と８部門
の専門センターを有する５７０床の市川市の２．５次医療
を担う病院である。各領域の専門スタッフが診療に

あたり，市川市の中核医療機関，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
３次医療を行っている。総合病院の中の歯科・口腔
外科であるので，他科と緊密に連絡を取り合い，全
身的な問題点にも配慮した口腔顎顔面領域の疾患に
対する診断と治療を行っている。今回私たちは，平
成２３年度に引き続き当科における平成２４年度初診患
者の臨床的検討を行い，患者背景の相違や保険収載
された周術期口腔機能管理による影響を把握し，病
院歯科・口腔外科の役割を再度考察するとともに，
今後の在り方，方向性について検討した。

対象および方法

対象は平成２４年４月１日から平成２５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
た外来初診患者で，再来初診等の保険制度上の初診
患者は除外し，当科を初めて受診した患者のみを抽
出した。

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，患者の有する基礎疾患に加え，平成２４年度は
院内他科からの依頼内容についても臨床統計を行っ
た。なお，初診時に患者が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。また，分類困難なものはその他とした。
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結 果

１．性 別
平成２４年度における初診患者の総数は５，０７６人

であり，平成２３年度の４，９０９人と比較し若干の増
加を認めた。内訳は男性が２，３５７人（４６．４％），女
性が２，７１９人（５３．６％）であった（図１）。

２．年齢分布
受診患者の年齢分布は０歳から１００歳まで幅広

い結果であった。全体の平均年齢は５０．７歳（SD：
±２２．２）であった。６０歳代が８３８人（１６．５％）と最も
多く，次いで７０歳代が７３１人（１４．４％），３０歳代が
６６６人（１３．１％）の順であった。６０歳以上の割合は
４０．２％を占めた（図２）。

３．来科地域
来科地域の内訳は，千葉県が４，２６４人（８４．０％），

東京都が７１９人（１４．２％）であった（図３）。千葉県
内では，市川市が３，０５５人（６０．２％），船橋市が５１１
人（１０．１％）と続いた（図４）。

４．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２，７５２人（５４．２％）と最も多く，そのうち歯科
からが２，５２９人（４９．８％）であり，医科からが２２３
人（４．４％）であった。院内他科からの紹介は５４５
人（１０．７％）で，非紹介患者は１，７７９人（３５．１％）で
あった（図５）。

５．疾患別分類
疾患別の分類結果より，最も多かったのは智歯

図１ 性別

図２ 年齢分布

図３ 来科地域（県別）

図４ 来科地域（地域別）
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周囲炎，埋伏智歯，埋伏歯などを含む歯の疾患が
最も多く２，０１１件（３９．６％），次いで口腔粘膜疾患
５９８件（１１．７％），口腔ケア・嚥下評価の依頼４６８件
（９．２％），顎関節疾患３７６件（７．４％），外傷３０６件
（６．０％）の順であった（図６）。

６．初診患者における基礎疾患
初診患者の内，基礎疾患を有する患者は１，９８４

人（３９．１％）で，総疾患数は４，１２４件であった。最
も多い基礎疾患は高血圧で６４６件（１５．７％），次い
でがんが４１２件（１０．０％），糖尿病３２４件（７．９％），
脳梗塞２６２件（６．４％），花粉症２６０件（６．３％）の順で
あった（図７）。

７．院内他科からの依頼内容
院内他科からの歯科初診における治療の依頼は

５４５件であり，内容は口腔ケアが３２０件（５８．７％），

摂食・嚥下リハビリテーションが１４３件（２６．２％），
歯科治療が４２件（７．７％）であった（図８）。

考 察

この１年間の外来初診患者数は５，０７６人で，当科
の過去の報告と比較すると平成２１年度の５，２１４人，
平成２３年度の４，９０９人と大きな差は見られなかっ
た１，２）。２０００年以降に報告のあった他の医療機関と比
較すると，本学千葉病院口腔外科が８，４４１人（再発症
例や経過観察中に新たな疾患が認められた症例等再
初診患者も含む）３），長野赤十字病院口腔外科が４年
間で１７，４９１人（年平均４，３７３人）４），独協医科大学病院
口腔外科が１４年間で４２，００３人（年平均３，０００人）５），春
日井市民病院歯科口腔外科が５年２ヶ月で１１，７７２人

（年平均２，２７９人）６）と，病床数や診療科の数，周辺の
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２．５次～３次の歯科・口腔外科の機能を

図５ 受診経路
図７ 初診患者が有する基礎疾患

図６ 疾患別分類 図８ 院内他科からの依頼内容
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十分に担っていると思われる。
年齢分布では６０歳代が最も多く，次いで７０歳代が

多かった。これは平成２３年度と変わらない結果で
あったが，他施設の報告では一般的に２０歳代が最も
多い３，５－８），という点で異なる。他施設の報告と比べ
て異なった結果となった理由として，他の医療機関
では健常な患者の智歯抜歯が多いのに対し，当科で
は全身的な基礎疾患を有する患者が多いこと，また
口腔粘膜疾患の患者が多いことが要因として挙げら
れる。当院は総合病院であることから，院内他科に
通院中で歯科・口腔外科に問題を有する患者の治療
依頼や，基礎疾患による歯科治療のリスクを認識し
ている近隣歯科医院より紹介が多いことなども理由
の一つとして考えられる。今後超高齢社会が進み，
基礎疾患を有する患者が増加することで歯科治療を
行う上で全身的な問題点は考慮しなければいけな
い。当院は総合病院であることより，院内他科との
迅速な連携体制が構築されており，各科の専門性を
生かした学際的なアプローチが可能であることか
ら，当科の地域での重要性は一層増すことになると
考えられる。

来科地域では千葉県が４，２６４人（８４．０％）と大半を
占め，東京都が７１９人（１４．２％）であった。これも当
科のこれまでの報告と一致している１，２）。他施設の報
告と比べると，当科は県外からの患者が多い結果と
なっているが，これは市川市の隣接する地域が東京
都も含まれているためであり，大半が近隣の住民で
あった。市川市において口腔外科を有する総合病院
は当院のみである。市川市は江戸川区，松戸市，浦
安市，船橋市，鎌ヶ谷市と接しており，市川市の救
急医療体制では１次救急医療は地域のかかりつけ医
や急病診療所が対応しており，２次救急医療につい
ては対応できる８つの医療機関，東京歯科大学市川
総合病院，大野中央病院，一条会病院，市川東病
院，行徳総合病院，大村病院，国立国際医療研究セ
ンター国府台病院，東京ベイ・浦安市川医療セン
ターの８病院である。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３つの医療機関，東
京歯科大学市川総合病院，国立国際医療研究セン
ター国府台病院，東京ベイ・浦安市川医療センター
を２．５次救急医療機関と位置づけ，２次救急医療と

３次救急医療の中間的な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るため，当科
は歯科口腔外科の２，３次医療を一手に担ってい
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。

受診経路では，院内他科を含めた紹介率は６４．９％
と，平成２３年度の４７．８％と比較し大きく上昇した１）。
他の医療機関の報告と比較すると，東京歯科大学千
葉病院口腔外科が７９．３％３），長野赤十字病院口腔外
科が年平均５０．９％４），独協医科大学病院口腔外科が
年平均５１．０％５），春日井市民病院歯科口腔外科が
４０．２％６），愛知学院大学歯学部附属病院口腔外科第
一診療部が７２．２％７），国立栃木病院歯科口腔外科が
年平均５６．４％８）と全国的にも高い紹介率を示した。
この理由として市川市の中核病院として地域の医療
の質を向上させる為に，地域医療連携室を中心とし
て歯科医師会や医師会との合同カンファレンスや市
民向けの公開講座を行ってきたが，平成２４年１０月よ
り市川市歯科医師会と医療連携に関する協定書を締
結したこと，近接する東京都の江戸川区，葛飾区の
各歯科医師会との連携強化を図ったことが反映して
いると考える。また，地域歯科医師会との役割分担
を明確にし，一般の歯科，矯正歯科治療は原則的に
行わないこととしているため，一次医療機関と医療
連携が確立し，地域への高度な歯科医療を提供する
ことができている。

疾患別では歯の疾患が３７％と最も多く，なかでも
智歯関連疾患が最も多く，これは他施設との報告と
も一致している３－８）。また，口腔粘膜疾患が２番目
に多く１２％を占めた。これは当科の特色である口腔
内科学を基盤とした，歯科金属アレルギー，難治性
粘膜疾患，ウイルス性疾患の治療に力をいれ，地域
歯科医師会への啓発活動や研究活動を行っている結
果である。また平成２４年より当院皮膚科と連携した
難治性の口腔粘膜疾患の専門外来を新設し，より幅
広い診察・治療が可能となったことも要因である。

基礎疾患では，高血圧が最も多く次いでがんが２
番目に多かった。高血圧は前年度とほぼ変わりはな
いが，がんの割合が平成２３年度の１％と比較して大
幅に増加している１）。これは周術期口腔機能管理の
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保険収載に伴い院内での連携体制を整備した結果，
院内他科からの口腔機能管理の依頼が増加したこと
によると考えられる（図９）。周術期口腔機能管理は
平成２４年４月の診療報酬改定で新設されたものであ
り，医科との連携の下，患者の入院前から退院後を
含めて歯科が一連の包括的な口腔機能管理を行うも
のである（図１０）。がんや心臓血管外科などの全身麻
酔下での手術や，化学療法，放射線治療において
は，様々な合併症を生じる可能性がある。歯や口腔
に関する合併症として，手術後の肺炎や創部感染，
抗癌剤や放射線治療による口腔粘膜炎の二次感染，

図９ 消化器領域手術患者に対する当科依頼件数の割合の
月別推移

図１０ 当科における周術期口腔機能管理の流れ
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歯性感染症の急性化などが想定される。口腔内環境
を良好に保つことで合併症のリスクを下げることが
できる９）。また，これらの合併症の予防だけでなく，
出来る限り術後早期の経口摂取を再開できるように
サポートする役割も担っている。また，当科では院
内のメディカルスタッフに向け，周術期口腔機能管
理の勉強会を行い，他職種との連携の下にシステム
を構築している。それに伴い，勉強会を開催した月
から消化器外科からの口腔機能管理の依頼が増え，
院内他科からの依頼内容で口腔ケアが最も多い結果
となった（図９）。術前から口腔のケアを介入するこ
とで，術後の合併症の予防，平均在院日数の短縮，
患者の QOL の向上に貢献できると考える。また脳
神経外科からの脳卒中患者を対象とした誤嚥性肺炎
予防の口腔ケアや摂食嚥下機能療法も依頼が多かっ
た。その他に多かったのは耳鼻咽喉科より睡眠時無
呼吸症候群の患者に対し口腔内装置作製の依頼，ま
た上顎洞炎，顔面外傷の治療の依頼であった。

超高齢社会が今後さらに進むことで，現在よりも
さらに医学的問題点を有して歯科を受診する患者は
増加し，それに伴い口腔内科的疾患を有する患者の
増加も予測される。そのため，今後の病院歯科・口
腔外科においては歯科領域単独ではなく他科との共
同の治療を行うことが安全で質の高い医療を提供す
ることにつながると考える。今後我々歯科医師は口
腔内だけでなく全身疾患の知識や管理，技能の習熟
につとめ，また医科歯科連携の円滑化の為にもメ
ディカルスタッフへの口腔疾患の啓発を行い，情報
と知識の共有をしなければいけない。当科ではこれ
までも，地域の医療機関や院内他科との医療連携を
密にする為に，学術的な交流を図ってきた。当科の
機能の向上の為に今後も一層の口腔外科ならびに口
腔内科領域の疾患に対して専門性の高い診療を行
い，また地域の一次医療機関とさらにスムーズな連
携体制を整えることで，治療体制と連携医療の強化
を図る必要があると考える。

今回の臨床調査により，当科を受診した患者の疾
患や背景は明らかになった。しかし，治療内容に関
しては今回の調査では不十分で，明らかにすること
が出来なかった。調査項目の対象に入れなかった治
療内容も調査をすることで病院歯科・口腔外科とし
ての責務が明確になると考える。

結 論

東京歯科大学市川総合病院歯科・口腔外科におけ
る平成２４年４月１日から平成２５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５，０７６人であり，地域医療機関か

らの紹介率は５４．２％，院内紹介を含めると６４．９％
であった。

２．半数以上が市川市内からの来院で，近隣地域か
らの受診が多数を占めた。

３．疾患は地域医療機関からの抜歯依頼の症例が多
く，有病高齢者の抜歯依頼も多数含まれた。

４．周術期口腔機能管理のシステムの構築により，
患者が有する基礎疾患のがんの割合が１０％に増加
した。

５．今後も院内他科，地域の一次医療機関との連携
体制を整え，質の高い医療を提供することが望ま
れる。

本論文の要旨は，第２９５回東京歯科大学学会例会（２０１３年６
月１日，千葉）において発表した。
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We conducted a statistical survey on first-visit patient to the Department of Oral and Maxillofacial
Surgery at Tokyo Dental College Ichikawa General Hospital between April １，２０１２and March３１，２０１３．
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．

First visit of the number of patients during the period covered in ５，０７６ people，introduce total
number of patients was ３，２９７ people． Patients in their sixties is the most common age，the most
common in the area asked it has been Ichikawa． Accounted for ３９％ patient referral，patients had a
medical disease other was hypertension disease was the most frequent of them．

In２０１２，cancer accounted for １０．０％ in the underlying disease the patient has as significant changes
were observed compared to the patients in ２０１１． This seems to be the effect of perioperative oral
function management，which is listed dental insurance in２０１２．

In addition to collaborating with the regional primary health care facility，our department’s responsibil-
ity is to establish a through oral management system for patients requiring treatment to endeavor moving
forward with Medical and Dental care across borders． （The Shikwa Gakuho，１１４：４５６－４６２，２０１４）
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