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１．概要
　外来初診症例においては2012年度からの周術期口腔管理の保険導入以後、院内医科との連携を着実に
取りつつ進めたため、昨年度に比較して入院中の口腔管理目的の院内紹介患者数が大幅に増加してい
る。初診症例でも豊橋市内外の医科や歯科から多くの紹介をいただき、各疾患分野においてほぼ例年通
りの安定した患者数を維持している。今後も例年通り地域医療連携を密にとりつつ患者数の維持に努め
たい。入院症例では、各疾患分野において多少の増減はあるがほぼ例年通りの症例数を維持している。
例年通り埋伏智歯の抜歯症例が多くを占めるが、悪性腫瘍の入院症例数はここ数年で増加傾向を認めて
いる。結果として昨年よりも外来初診症例数、および入院症例数ともに増加している。

（部長　嘉悦　淳男）
（文責　医長　寺沢　史誉）

２．ICD－10による疾患別頻度

歯科口腔外科

K00-K14  7,377件（85.4％）

S00-S09  402件（4.7％）

D37-D48  219件（2.5％）
T80-T88  193件（2.2％）

F40-F48  103件（1.2％）
B35-B49  84件（1.0％）

C00-C14  47件（0.5％）

J30-J39  55件（0.6％）

Q35-Q37  37件（0.4％）
L40-L45  35件（0.4％）
その他 89件（1.0％）

新規登録特有疾患件数：8,641件
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口腔、唾液腺及び顎の疾患

頭部損傷

性状不詳又は不明の新生物

外科的及び内科的ケアの合併症、他に分類されないもの

神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害

真菌症

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物

上気道のその他の疾患

唇裂及び口蓋裂

丘疹落せつ<屑><りんせつ<鱗屑>>性障害
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疾患名 件数（件）

一般歯科疾患 545

口腔歯の形態異常 1,063

顎顔面の形態異常 43

口唇口蓋裂 13

炎症感染症 190

顎関節疾患 162

粘膜疾患 190

外傷 352

嚢胞 130

良性腫瘍 119

神経疾患 54

唾液腺疾患 48

悪性腫瘍 31

口腔機能疾患 12

口腔管理 884

その他 5

計 3,841

疾患名 件数（件）

嚢胞 38

外傷 23

炎症感染症 16

悪性腫瘍 67

口唇口蓋裂 32

顎変形症 6

良性腫瘍 40

唾石 9

埋伏歯等抜歯 219

その他 9

計 459

３．活動報告
　⑴　外来初診症例数2015年　　　　　　　　　　　⑵　入院症例数2015年
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学会発表（医局）
＜歯科口腔外科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 発表年月日

1 セツキシマブ併用療法が奏功した
唾液腺管癌の治療経験 筆頭演者 寺沢　史誉 第33回日本口腔腫瘍学会総

会・学術大会 2015/1/30

2
舌癌治療後のルビエールリンパ節
転移に対してセツキシマブが奏功
した１例

筆頭演者 白水　敬昌 第33回日本口腔腫瘍学会総
会・学術大会 2015/1/30

3
豊橋市民病院における糖尿病患者
の歯周病罹患・治療状況に関する
実態調査－第２報：イベント参加
者の口腔保健に対する意識調査－

筆頭演者 服部　晴吉 第69回ＮＰＯ法人日本口腔科
学会学術集会 2015/5/14

4 歯科医師会と連携した糖尿病啓発
活動を通じて 共同演者 白水　敬昌 第58回日本糖尿病学会年次学

術集会 2015/5/22

5
頸部リンパ節腫脹を契機に発見さ
れた下顎骨原発性骨内扁平上皮癌
の１例

筆頭演者 白水　敬昌 第39回日本頭頸部癌学会
第４回アジア頭頸部癌学会 2015/6/5

6 受診後早期に診断し得た結核性リ
ンパ節炎の１例 筆頭演者 足立　潤哉 第40回（公社）日本口腔外科学

会中部支部学術集会 2015/6/13

7 下顎左側第二大臼歯、第三大臼歯
の重積水平埋伏の１例 筆頭演者 内藤　裕嗣 第40回（公社）日本口腔外科学

会中部支部学術集会 2015/6/13

8 当院での口腔扁平上皮癌における
重複癌の検討 筆頭演者 足立　潤哉 第60回日本口腔外科学会総

会・学術大会 2015/10/17

9
口腔癌の治療中に経動注カテーテ
ル感染により発症した敗血症性肺
塞栓症の１例

筆頭演者 寺沢　史誉
第64回日本感染症学会東日本
地方会学術集会
第62回日本化学療法学会東日
本支部総会合同学会

2015/10/22

10
薬剤関連顎骨壊死の急性転化によ
り発症した敗血症性肺塞栓症の１
例

筆頭演者 寺沢　史誉 第24回日本口腔感染症学会総
会・学術大会 2015/11/29



座長・司会（医局）
＜歯科口腔外科＞

№ 演　　題　　名 座長名 学会・研究会名 発表年月日

男淳　悦嘉題演般一1 第40回日本口腔外科学会中部支部
学術大会 2015/6/13



講　　演（医局）
＜歯科口腔外科＞

№ 演　　題　　名 演者名 学会・研究会名 発表年月日

1 チーム医療における口腔機能管理の実
践 寺沢　史誉 第114回NST定期教育講演会 2015/2/25

2
オーラルマネジメント　その意義と重
要性について－超高齢社会に求められ
る医療の観点から－

寺沢　史誉 第10回NST教育研修会 2015/6/3

3
糖尿病内分泌内科/豊橋市医師会と連
携した糖尿病と歯周病に対する啓蒙活
動@豊橋市民病院

白水　敬昌 第29回東海糖尿病治療研究会　糖
尿病患者教育担当者セミナー 2015/9/6



論文・著書 ( 医局）
＜歯科口腔外科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 著　　　書　　　名

1
A Case of osteomyelitis of the mandibular 
condyle accompanied by abscess 
formation in the masticator space and 
destruction of the cortical bone 

筆頭著者 Shirozu
Takamasa

Hosp. Dent. Oral-Maxillofac. Surg. 
2014; 26: 105-107.

2
Total necrosis of the tongue after 
transcatheter arterial embolization 
(TAE) in massive hemorrhage due  to 
carcinoma of the fl oor of the mouth

筆頭著者 Shirozu
Takamasa

Hosp. Dent. Oral-Maxillofac. Surg. 
2014; 26: 109-112.

3
緩和ケアを行った胃消化管間葉系腫瘍
（GIST）と同時重複した進行口底癌の１
例

筆頭著者 白水　敬昌 Hosp. Dent. Oral-Maxillofac. Surg. 
2014; 26: 125-131.

4 梅毒患者報告数増加続く 筆頭著者 嘉悦　淳男 News Letter. 2015; 26: 1.

5
ビスフォスフォネート製剤関連顎骨壊死
の腐骨除去術後に開放創により治癒し得
た１例

筆頭著者 寺沢　史誉 歯薬物療. 2015; 34: 118-125.




