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本学千葉病院小児歯科紹介患児の実態調査

石　内　千　恵　　関　口　　　浩　　薬師寺　　仁

東京歯科大学小児歯科学講座

(主任:薬師寺　仁教授)

年12月1日受付)

年1月28日受理)

床　　　　著

抄　録:本調査の目的は,一般歯科医が困華とする小児の治療内容を明らかにすることである｡謂

査対象は,平成7年1月から平成11年8月までの4年8か月間に,紹介状を持参した初診患児615

名である｡

依頑件数が最も多かった診療内容は,商離虫治療であり,次いで,歯列･唆合不正,歯牙外傷,過

剰歯,萌出遅延･厘伏歯,萌出方向臭常,歯牙の先天欠如,乳歯晩期残存,小者異常の服であったo

乳歯列親小児の舶蝕,歯牙外傷に対する処置および混合歯列斯小児の歯列･唆合不正,過剰歯,

萌出遅延･埋伏歯に対する処置に関しては,小児の対応および処置の楽しさを理由に小児歯科を専

門とする医療機関に紹介される傾向が認められた｡

-般歯科医が小児の診療を行う上で,困兼とする治療内容を明らかにした本調査結果は,本学学

生の臨床実習および臨床研修医に対する教育内容に反映させていきたいと考えるo

キーワード:小児歯科臨床,紹介患児,依東貢処置内容,実態調査

緒　　　　　貢

本学千葉病院小児歯科に来院する初診患児の

来院動機は離蝕治療のみならず,歯列･唆合

不正,歯牙外傷,萌出遅延･埋伏歯など様々であ

るト3)｡それら患児の中には歯科診療所あるいは

一般病院などを経て当科を受診する患児が含まれ

ている｡そこで,歯科診療所あるいは一般病院か

ら当科宛の診療情報提供書あるいは紹介状を持参

して来院した患児を対象に,その診療依東内容を

調査し,紹介に至る経緯を明らかにする目的で,

本調査を行った｡

資料および方法

調査対象は,平成7年1月から平成11年8月ま

別刷請求先: 〒　　　　　千葉市美浜区真砂
東京歯科大学小児歯科学講座　関口　浩

での4年8か月間に,本学千葉病院小児歯科に来

院した初診患児　　名のうち,歯科診療所ある

いは一般病院から当科宛の診療情報提供書あるい

は紹介状を持参した615名　　　　である｡

調査内容は,患児の来院時年麻,診療依頼内

容,医科疾患の有無ならびに紹介元医疲機関の所

在地および来院患児の居住地についての5項目で

ある.なお,同一患児において複数内容の診療依

頼があった場合は,そのそれぞれについて集計し

た｡

結　　　　　果

1.紹介患児数および紹介率

初診患児数に占める紹介患児数およびその割合

を各年次ごとにみると,図1に示すとおりであ

る｡平成7年から平成10年にかけて,紹介患児数

および紹介率は漸次増加する傾向が認められた｡
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また,調査対象患児615名の年弁別分布は,図2

に示すとおりである｡最低年麻は生後10か月,義

高年麻は15歳3か月であり, 3歳児が最も多く86

名　　　　　次いで, 7歳児が73名　　　　で

あった｡調査対象患児の年麻分布には3歳と7歳

の2か所に]乱点が認められた｡そこで, 3歳を]重

点とした0歳から5歳までの286名　　　　を乳

･幼児群とし, 7歳を項点とした6歳から15歳ま

平成7年　　平成8年　　平成9年　　平成10年　平成11奪
l月～12月　1月～12月　l月　　　　　　日-12月　l月-8月

(調査年)

図1　初診患児数に占める紹介患児数の割合の年
次推移

での329名　　　　を学童･生徒群として以下の

分析の　つの視点とした｡

2.診療内容別依頼件数

診療内容別依頼件数は,図3に示すとおりであ

る｡依頼件数が最も多かったのは,耐蝕治療の

170件であった｡次いで,歯列･唆台木正が93

件,歯牙外傷が84件,過剰歯が72件,萌出遅延･

埋伏歯が65件,萌出方向異常が37件,歯牙の先天

欠如が24件,乳歯晩期残存が13件,小帯異常が12

件の順であった｡なお,区分困難な依東内容が47

件あり,一括してその他として扱った｡また,依

東内容が禾明であったものが23件あった｡

3.診療依嘉貢件数と調査対象患児の年JlG分布との

対比

依赦された診療内容の依頼件数と調査対象患児

の年酪分布とを対比したところ,歯齢虫および歯牙

外傷では,図4に示すとおり,両診療内容ともに

大多数が0歳から5歳に分布しており,乳･幼児

群の年歯令分布状況と近似していた｡また,歯離虫治

療依頼で来院した患児170名の年弁別歯科治療不

協力児数を図5に示す｡総数170名のうち,歯科

治療に本協力であるために治療が不可能または困

難であると診療情報提供書に記我してあった患児

図2　調査対象患児615名の年歯音分布

-　26　-
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図4　離蝕および歯牙外傷の依頼件数と調査対象患児の年献分布との対比
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は92名　　　　と,半数以上を占めていた｡ま　　　遅延･埋伏歯,萌出方向異常については図7に示

た,不協力児は5歳以下の低年麻児が多数を占め　　　すとおり,いずれの診療内容とも,そのほとんど

ていた｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が6歳から15歳に分布しており,学童･生徒群の

歯列･唆合不正,過剰歯については図6,萌出　　　年齢分布状況に近似していた｡

-27　-
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年　♯

図5　歯離虫治療依顧患児170名の年齢別歯科治廃木協力児数

年　酢

歯列･唆合本正および過剰歯の依頼件数と調査対象患児の年麻分布との対比

4.医科疾患

歯科治療上達意を要する医科疾患を有する患児

数を図8に示す｡調査対象患児615名車,医科疾

患を有する患児は43名で,全体の　　　であっ

た｡また,医科疾患を有する43名の疾患名を図9

に示す｡なお,主疾患に合併する疾患がある場合

は,主疾患のみを集計した｡義も多かったのは,

アレルギー疾患の18名であり,その多くが小児晴

息の患児であった｡次に,精神遅滞と唇顎口蓋裂

が各6名ずっ,心疾患4名,腎疾患3名,遺伝性

一28　一
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図7　萌出遅延･埋伏歯および萌出方向異常の依頼件数と調査対象患児の年麻分布との対比

図8　調査対象患児615名の医科疾患の有無

疾患と　　　症候群が各2名,自閉症と血液疾

患が各1名の服であった｡

5.紹介元医療機関の所在地および来院患児の居

住地域別患児数

属住地域別にみた来院患児数と所在地別にみた

紹介元医療機関数を対比したグラフを図10に示

す｡居住地区別来院患児数については,調査対象

患児615名のうち　　名　　　　が千葉県内から

29
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図9　医科疾患を肯する43名の疾患名

の来院であり,県外からの来院は9名　　　　と

ごく僅かであった｡居住地域別にみた分布状況は

図11に示すとおり,県内のほとんどの地域から来

院していたが,来院数が義も多かったのは千葉市

の291名　　　　であった｡千葉市に近接する11

の地蟻(船橋市,習志野市,八千代市,佐倉市,
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四街道市,八街市,東金市,山武郡,茂原市,良

生郡,市原市)からの来院数は合計すると280名

であり,これを千菜市に合わせると571

名　　　　となり,大多数を占めていた｡

-方,所在地別にみた紹介元医療機関数につい

ては,対象医療機関615施設のうち,その所在地

が千葉県内であったのは583施設　　　　であ

り,大多数を占めていた｡しかし,所在地が県外

である32施設　　　からも紹介があり,来院患

児の属住地と比較すると県外の割合が多かった｡

考　　　　　察

上　紹介患児数

初診患児のうち,歯科診療所あるいは一般病院

などの学外医療機関からの紹介患児の占める割合

は,平成7年は　　　　平成8年は　　　　平成

9年は　　　　平成10年は　　　　平成11年は1

月から8月までに　　　であり,年々増加する傾

向が認められた｡患児の紹介率について,他大学

小児歯科の報害をみると,宮田ら4)は,学外から

の紹介患児の割合は年を追うごとに増加し,平成

8年では昭和55年の2倍以上に増加していたと報

害している｡また,永田ら5)は昭和54年から平成

5年までの14年間に紹介率は年々上昇し,平成3

年度以降は55%以上を示していたと報吾してい

る｡さらに,吉村ら6)は平成4年から8年までの

5年間に他の医療機関からの紹介患児は,全初診

患児の26%を占めていたと報害している｡

紹介率の増加は,当科が小児歯科専門医療機関

としての地域医療に占める重要性を示唆するもの

と思われた｡

2.診療依頼内容

紹介患児の診療依頼内容は, 0歳から5歳まで

の乳･幼児群と6歳から15歳までの学童･生徒群

とでは異なる傾向がみられた｡乳･幼児群では,

歯離虫治療,歯牙外傷が多かった｡これは,紹介元

医療機関から歯科治療に不協力であるために治療

が不可能または困難であると記載された紹介状を

持参してきた患児が多かったことから,一般歯科

医は,低年麻児への対応が困難という理由によ

--　31
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り,当科へ診療を依東することが多いものと思わ

れた｡吉村ら6)も, 5歳以下の紹介患児の大部分

は治療に対して本協力的なことが紹介理由となっ

ていたと報害している｡

-方,学童･4徒群では,歯列･唆合不正,過

剰歯,萌出遅延･埋伏歯,萌出方向異常が多かっ

た｡これは, ･般歯科医は,健全な永久歯列育成

に深くかかわる混合歯列期における歯列･唆合不

正,過剰歯,萌出遅延･塊伏歯,萌出方向異常に

対する唆合誘導処置を,小児歯科を専門とする医

療機関へ依頼することが多いためと患われた｡

このことから,当科が小児歯科専門医療機関と

して,地域医療に果たすべき役割の大きさを再認

識する必要があると思われた｡

3.医科疾患

歯科治療上達意を要する医科疾患を肯する患児

の割合は調査対象患児615名中43名　　　であっ

たo　本調査と戴似の調査を行った吉村ら6)は4

%,山口ら8)は　　　　本間ら7)は　　　　永田

ら5'は　　　と報害している｡これらのうち,吉

村らの報吾を除き,他の報吾は,すべて医学部を

有する大学歯学部の調査であり,医学部病院から

の紹介が多いことから高い割合を示したものと思

われる｡また,医科疾患を有する患児43名のう

ち,一般病院の医科あるいは歯科･口腔外科から

の紹介は13名　　　　で,残りは歯科診療所から

の紹介であったことから,一般歯科医は,医科

疾患を有する患児に歯科治療を施す際には,全身

的管理を必要とする場合が多いため,設備および

専門スタッフの整った当科へ依頼したものと思わ

れる｡

4.紹介元医療機関の所在地および来院患児の居

住地域別患児数

属住地域別に来院紹介患児数をみると,本学の

ある千葉市からが最も多く全体の　　　を占め

た｡しかし,千葉市に近接する地区から来院した

紹介患児は全体の　　　であり,当科が広範囲の

地域歯科医療の一端を担っているといえるであろ

う｡

-方,所在地別にみた紹介元医療機関数をみて
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みると,千葉県内が全体　　　を占めた｡しか

し,紹介元医療機関が県外であったのは32件あ

り,来院患児の居住地に比べ多い結果を示してい

た｡これは,県外からの転入に伴い,転居元医療

機関の紹介状を持って来院する患児が多いため

で,そのほとんどが歯科大学(大学歯学部)病院か

らの紹介であった｡

結　　　　　論

平成7年1月から平成11年8月までの4年8か

月間に,本学千葉病院小児歯科に来院した初診患

児のうち,歯科診療所あるいは一般病院から当科

宛の診療情報提供書あるいは紹介状を持参した患

児を調査対象とし,患児の来院時年麻,診療依頼

内容,医科疾患の有無ならびに紹介元医療機関の

所在地および来院患児の居住地について調査し,

以下の結論を得た｡

1 )全調盃対象患児615名の年弁別にみた紹介患

児数は, 3歳児が最も多く86名　　　　　次い

で, 7歳児が73名　　　　であった｡年献分布の

状況から, 3歳児を鹿点として0歳から5歳まで

の乳･幼児群286名　　　　と, 7歳児を凄点と

した6歳から15歳までの学童･生徒群329名

%)とに全体を2群に区分することができた｡

2)診療依顔件数が最も多かったのは,歯離虫治療

であり,次いで,歯列･唆合不正,歯牙外傷,過

剰歯,萌出遅延･厘伏歯,萌出方向異常,歯牙の

先天欠如,乳歯晩期残存,中背異常の順であっ

た｡

3)乳歯列期小児の歯離虫,歯牙外傷に対する処置

および混合歯列期小児の歯列･唆合不正,過剰

歯,萌出遅延･埋伏歯に対する処置に関しては,

小児の対応および処置の楽しさを理由に小児歯科

を専門とする医療機関に紹介される傾向が認めら

れた｡

4 )歯科治療上注意を要する医科疾患を有する患

児数は43名で,全体の　　であった｡最も多

かった疾患は,アレルギー疾患であり,次に,精

神遅滞,唇顎口蓋裂,心疾患,腎疾患,遺伝性疾

ー32

患　　　　症候群,自閉症,血液疾患の服で

あった｡

5 )居住地域別にみた来院紹介患児数は,子葉市

が最も多く全体の　　　を占めた｡また,所在地

別にみた紹介元医療機関数は,千葉県内が全体の

を占めた｡

般歯科医が小児の診廃を行う上で,困難と

する治療内容を明らかにした本調査結果は,今後

本学学生の臨床実習および臨床研修医に対する教

育内容に反映させていきたいと考える｡

本論文の要旨は,第268回東京歯科大学学会総会
年11月6乱　千葉)において発表した｡
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The purpose of this study was to clarify pediatric dental treatments considered by general
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a letter of clinical information during 4 years and 8 months between 1995 and 1999.

The treatments that were requested most frequently were those for dental caries, followed

by those for malalignment/malocclusion, traumatized teeth, supernumerary teeth, retarded

eruption/impacted teeth, abnormal direction of erupted teeth, congenitally missing teeth,

prolonged retention of deciduous teeth, and abnormal frenulum. Patients with dentalcaries

and traumati7JCd tccth in the deciduous dentition period and malalig･nment/malocclusion,

supernumerary teeth, and retarded cruptlOn/impacted teeth in the mixed dentition period

were often referred to medical organizations specializing ln Pediatric dentisty because of the

difficulties in behavior managtement of children and the treatments themselves.

The results of this survey concerning pediatric treatments considered to be difficult by

general dental practitioners should be made known in the clinical practice of undergraduate

students and education of postgraduate students.
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