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緒 言

過去においても来院患者の動向調査は本邦で多

数報告されているが１～１０），この１０年間に，社会情

勢と時代的背景が変化し，特に都心部の居住者の

減少と少子化問題，学校の郊外への移転分散化，

経済的不安等の社会構造的諸条件の変化と，矯正

専門開業医の急激な普及は，少なからず来院患者

の動態に影響が及ぶものと思われる。

東京歯科大学水道橋病院は１９９０年４月に新病院
別刷請求先：〒１０１‐００６１ 東京都千代田区三崎町２－９
－１８ 東京歯科大学水道橋病院矯正歯科 伊藤 綾
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抄 録：１９９０年４月１日から２０００年３月３１日までの１０年間に東京歯科大学水道橋病院矯正歯科に新
規来院受診した患者の動向について調査した。
調査期間中の新規来院患者総数は５，０９４名だった。性別では女性が全体の約７０％を占めていた。

年齢分布は２０歳代が最も多く，平均年齢も上昇傾向にあった。
来院経路としては，約６０％が紹介により来院しており，紹介患者のうち約４０％が歯科開業医から

紹介されていた。
地域別では東京都内からの来院が約６０％であったが，遠方からの来院も見られた。
J. D. A. 分類においては三大不正咬合の中では叢生が最も多く，またAngle 不正咬合分類別では

Ⅰ級症例が最も多かった。
唇顎口蓋裂患者の年間来院数は調査期間中ほとんど変化なかったが，顎変形症患者は東京歯科大

学水道橋病院が更生医療施設認定された１９９６年度以降増加傾向を示していた。

キーワード：新規来院患者動向，統計的調査，保険適用患者
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となり，２０００年３月３１日をもって新病院開設より

１０年の区切りを迎えた。水道橋病院は都心型歯科

大学付属病院として，中でも交通の利便性がよ

く，診療各科との診療体制が整った環境にある。

さらに，矯正歯科は更生（育成）医療の適用を１９８２

年より，顎変形症患者の保険治療施設認定を１９９６

年より受けており，高度な専門診療体制が整って

いる。

今回，東京歯科大学水道橋病院矯正歯科におけ

る１０年間の新規来院患者の動向を調査し，興味あ

る知見を得たので報告する。

調査対象及び方法

１９９０年４月１日から２０００年３月３１日までの１０年

間に東京歯科大学水道橋病院矯正歯科に新規来院

受診した患者のデーターを，当科におけるコン

ピューター患者管理システムにより以下の項目に

ついて集計した。

１．年度別新規来院患者数

２．性別来院状況

３．年齢別来院状況

４．来院経路

５．地域別来院状況

６．症例別来院状況（J. D. A. 分類，Angle 不正咬

合分類）

７．唇顎口蓋裂，及び顎変形症患者来院状況

なお，今回用いたコンピューター患者管理シス

テムは東京歯科大学水道橋病院矯正歯科が独自に

開発したものであり，新規来院患者の初診時調査

用紙・予診簿・診断等を元にデータベース化した

ものである。

結 果

１．年度別新規来院患者数（図１）

東京歯科大学水道橋病院矯正歯科に，１９９０年４

月１日から２０００年３月３１日までの１０年間に来院し

た新規来院患者総数は５，０９４名で，１年間の平均

は５０９．４名であった。最高は１９９１年度の６１２名，最

低は１９９８年度の４２６名であった。

２．性別来院状況（図２－１，図２－２）

図１ 年度別新規来院患者数
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性別来院状況は女性が３，５５０名で全体の６９．７％

を占めており，男性は１，５４４名で３０．３％であっ

た。しかし成人以降では，総数２，２６２名中女性が

１，７４８名（７７．３％），男性が５１４名（２２．７％）と女性の

占める割合が増加していた。新規来院患者全体の

中で女性の占める割合と成人以降の年齢での女性

の占める割合について t検定を用い有意差検定を

行なった結果，両者間には０．１％の危険率で有意

差が認められ，成人以降では女性の来院割合が多

いことが示された。

３．年齢別来院状況（図３，図４）

調査期間における来院患者のうち，最高年齢は

６８歳８ヵ月，最低年齢は１歳４ヵ月，平均年齢は

１８歳４ヵ月であった。新規来院時年齢別分布は２０

図２－１ 新規来院患者性別比率（全体） 図２－２ 新規来院患者性別比率（２０歳以上）

図３ 新規来院患者平均年齢の推移
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歳代の来院が最も多くを占めていた。

４．来院経路（図５）

来院経路においては自らの意思で来院した患者

が１，７０３名と最も多く全体の３３．４％を占めてお

り，何らかの紹介により来院した患者が３，０４９

名，その他が３４２名であった。何らかの紹介によ

り来院した患者のうち１，２０７名は歯科開業医から

の紹介であり，全紹介患者の３９．６％を占めていた。

５．地域別来院状況（図６）

地域別の来院状況は，東京都内からの来院が

２，９９５名（５８．８％）であり，その他は主に関東近県

からの来院で占められていたが，北関東地域も含

めた遠方からの来院も認められた。

６．症例別来院状況（図７，図８）

図４ 新規来院患者年齢別分布 図５ 来院経路

図６ 地域別来院状況

図７ J. D. A. 分類別来院患者数分布

図８ Angle の不正咬合分類別患者数分布
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図９ 一般・保険治療別新規来院患者数

図１０ 症例別来院患者数

伊藤，他：水道橋病院矯正歯科の新来患者の動向５４６

― 62 ―



J. D. A. 分類において，三大不正咬合では叢生

が１，９６６名（３８．６％）と最も多く，次いで反対咬合

１，２２８名（２４．１％），上顎前突８４２名（１６．５％）の順で

あった。これは調査期間中，ほとんど比率の変化

は認められなかった。また，Angle 不正咬合分類

においてはⅠ級症例が１，７８６名（３５．１％）と最も多

く，次いでⅡ級症例１，６９８名（３３．３％），Ⅲ級症例

１，３１７名（２５．９％）の順であった。

７．唇顎口蓋裂，及び顎変形症患者来院状況（図

９，図１０，図１１）

健康保険適用患者（唇顎口蓋裂患者，及び１９９６

年７月以降においては顎変形症患者に対する保険

治療施設認定）の新規来院患者数は，１９９６年以降

に増加していた。しかし唇顎口蓋裂患者の新規来

院患者数はこの１０年間大きな変化は認められず，

年間平均来院数は４２．７名であった。これに対し顎

変形症患者数は１９９６年度以降漸次増加傾向を示し

ていた。１９９６年以前の顎変形症患者の来院割合と

１９９６年以降の顎変形症患者の来院割合について

t検定を行なった結果，０．１％の危険率で有意差

が認められ，１９９６年以降の顎変形症患者の増加が

示された。

考 察

１９８５年４月１日から１９８６年３月３１日までの１年

間に東京歯科大学千葉病院矯正歯科及び水道橋病

院矯正歯科に新規来院受診した患者の動向につい

て永井ら１）が，調査報告している。その調査結果

を参考資料とし，今回行なった調査結果と比較検

討して考察を試みた。

１．年度別新規来院患者数

調査期間中の新規来院患者総数は５，０９４名で

あった。年度別では１９９１年度の来院数を最高に

１９９３年度，１９９４年度は患者数が減少している。し

かし，１９９０～１９９２年度に比べ保険治療の新規来院

患者数には大きな変化が見られないことから，一

般治療患者の減少が影響しているものと思われ

た。これは，１９９１年頃に起こったバブル景気の崩

壊等，社会経済状況が少なからず影響したた

め，１９９５，１９９６年度と一度上昇に転ずるが１９９７年

度以降は低迷した結果となり，日本経済事情をそ

のまま反映している様に見受けられる。

図１１ １９９６～１９９９年度一般・保険治療別新規来院患者数
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一方永井ら１）の報告では水道橋病院矯正歯科の

年間新規来院患者数は３９６名であり，今回の調査

結果と比較した場合，新規来院患者数は増加傾向

を示している。これは一般社会の中での矯正治療

に対する認知度が上がったことと，１９９０年の水道

橋新病院開設に伴い，新規来院する患者に好印象

を与えたことが大きな一因と思われた。

２．性別来院状況

男女比は女性が男性の２倍以上の来院数を示し

ており金澤ら４），中川ら１０），伊藤ら７）の報告よりも

さらに女性の占める割合が多い結果となった。こ

の傾向は成人以降ではさらに強くなっており，近

年の成人女性が持つ矯正治療への関心の高さを反

映しているものと思われた。

３．年齢別来院状況

新規来院患者の平均年齢は１０年間で上昇傾向を

示しており，１９９９年度は２０歳を超えるまでになっ

ている。この事項は金澤ら４）の報告でも同様の傾

向であることから，成人が持つ矯正治療への関心

の高さが年々増加しているものと推察される。

新規来院患者の年齢分布を見ると２０歳代の来院

が最も多くを占めていた。これは水道橋病院が東

京の中心に位置するという立地条件により，成人

患者が通院しやすい環境であることを強く反映し

ているものと思われた。永井ら１）の報告によれば

成人患者の増加は矯正治療における都市型，成熟

型とされているが今回の調査においてもそれを反

映する結果になっているものと思われた。

４．来院経路

来院経路においては自らの意思により来院した

患者が３３．４％を占め，他は紹介により来院してい

た。永井ら１）の報告と比較すれば，東京歯科大学

千葉病院では自らの意思により来院した患者が約

７０％を占めているのと対照的な結果が得られた。

この事は水道橋病院の立地条件が紹介に適した環

境にあることだけでなく，紹介患者総数３，０４９名

のうち１，２０７名（３９．６％）は歯科開業医からの紹介

であることから，同窓及び周辺地域歯科医療との

結びつきが強く反映しているものと思われた。

５．地域別来院状況

地域別の来院状況は，東京都内からの来院が

５８．８％であり，その他は主に関東近県からの来院

で占められていた。水道橋病院は都心にありかつ

交通の便も良いため，関東近県以外からの来院も

認められていた。これは唇顎口蓋裂患者や先天性

異常である顎変形症を呈する矯正患者の来院によ

るものであった。

６．症例別来院状況

J. D. A. 分類中，三大不正咬合においては叢生

が最も多く，次いで反対咬合，上顎前突の順で

あった。また，Angle 不正咬合分類においてはⅠ

級症例が最も多く，次いでⅡ級，Ⅲ級の順になっ

ていた。一般的に来院時の不正咬合は反対咬合が

最も多いとされているが，水道橋病院は反対咬合

の発現率の高いとされるⅢA期１１），１２）の患者より

も成人患者の比率が多いためにこのような結果に

なったと思われる。

７．唇顎口蓋裂，及び顎変形症患者来院状況

東京歯科大学水道橋病院矯正歯科では１９８２年よ

り唇顎口蓋裂患者の矯正治療には健康保険が適用

され，更正（育成）医療の適用を受けている。また

１９９６年７月から顎変形症患者の矯正治療も健康保

険の適用を受け施設認定されている。

この事は患者数の変遷にも顕著に現れており，

唇顎口蓋裂患者の新規来院患者数はこの１０年間大

きな変化は認められないものの，顎変形症患者数

は１９９６年度以降増加傾向を示している事から判断

できる。

坂本ら２）によれば，千葉病院においても１９９０年

の更生医療施設認定を境に顎変形症患者数は急増

していると報告している。顎変形症患者は基本的

に成人であり治療に対しても積極的であることか

ら，今後の矯正治療患者数拡大の一助を担うもの

と思われた。

今回の調査結果では水道橋病院の立地条件及

び，社会的状況を強く反映した結果であると解釈

できる内容が多く見受けられた。今後は成人患者

を対象とした診療体系の見直しならびに来院数の

増加を図る対策が急務であると思われた。特に顎

変形症患者の他科との共同治療体制の充実を図る

伊藤，他：水道橋病院矯正歯科の新来患者の動向５４８
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本論文の要旨は，第２６９回東京歯科大学学会例会（２０００年
６月１７日，千葉）において発表した。

一方，一般開業歯科医院や，医科系病院，また近

隣の学校及び学校歯科医との連携をさらに密にす

る必要性があるものと思われた。

ま と め

１９９０年４月１日から２０００年３月３１日までの１０年

間に東京歯科大学水道橋病院矯正歯科に来院した

新規来院患者５，０９４名について調査・分析を行っ

た結果，以下の知見を得た。

１．年度別新規来院患者数は１９９３年～１９９４年に減

少傾向を示している。これは社会経済状況の影

響を受けたものと思われた。

２．性別では女性の占める割合が大きく，特に成

人以降ではその傾向がさらに強く認められた。

３．平均年齢は１８歳４ヵ月で，ここ数年間上昇傾

向が認められた。

４．新規来院時年齢別分布では２０歳代の新規来院

患者数の占める割合が大きかった。

５．来院経路では紹介により来院している患者が

約６０％を占めていた。また，自ら来院したもの

が約３０％を占めていた。

６．地域別来院状況では東京都からの来院が最も

多く，その他関東近県からの来院で占められて

いたが，関東以外からの新規来院患者も認めら

れた。

７．三大不正咬合においては叢生，Angle の不正

咬合分類においてはⅠ級が最も多く，成人患者

の占める割合が多いという特色を反映している

ものと思われた。

８．１９９６年以降，保険治療の患者数が増加してい

る。これは１９９６年７月より，顎変形症患者の矯

正治療に健康保険が摘要された事によるものと

思われた。
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In this study, we investigated trends in new orthodontic patients treated at Tokyo Dental College

Suidoubashi Hospital between April１，１９９０and March３１，２０００．

During the observation period,５，０９４new patients consulted our hospital, of which３，５５０（６９．７％）

were female．１，７４８（７７．３％）of the female patients were in their twenties, and the mean age tended to

increase during the period．

Approximately６０％ of the patients were referred other hospitals, of which４０％ were referred by

local dentists．

Approximately６０％ of the patients were living in the Tokyo Mentropolitan area．

In regard to the type of malocclusion treated in these patients, crowding of teeth was most fre-

quently observed among the ３ major types of malocclusion．In additon, Angle’s classification of maloc-

clusion Class Ⅰ was most frequently observed（３８．６％）．

During the observation period, although the yearly number of cleft lip and palate patients who con-

sulted our hospital did not greatly vary, the number of maxillo－facial deformity patients tended to

increase from１９９６after the authorization of the Tokyo Dental College Suidoubashi Hospital as a medi-

cal facility that provides medical rehabilitation service． （The Shikwa Gakuho,１０１：５４２～５５０，２００１）
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