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１．概要
　外来初診症例においては昨年度よりも増して豊橋市内外の医科や歯科から多くの紹介をいただき、全
体として増加を認めた。口腔外科的疾患の各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。特に外傷はここ数年で増加傾向にある。可及的早期対応・早期治療・質の高い医療の提供を目指し、
今後も関連各科との密な連携を進めてゆく予定である。また、歯科的分野においては昨年に比べて院内
患者の周術期口腔管理の依頼件数が増加している。DPC の導入により今後もさらなる増加が見込まれ
ると予想され、周術期における口腔の合併症予防のためにも院内医科との連携を密に取りつつ、今後も
進めてゆく予定である。
　入院症例では、各疾患分野において多少の増減はあるが全体としては昨年に比べ増加した。特に外傷
や悪性腫瘍については前年比の 2 倍以上増加しており、入院下での治療を余儀なくされる重症例に与す
る機会が増加してきているためと思われる。

（部長　嘉悦　淳男）
（文責　副部長　寺沢　史誉）

歯科口腔外科

２．新規登録疾患

歯肉炎及び歯周疾患  2,032件（22.5％）

顎骨のその他の疾患
 2,032件（22.5％）

歯顎顔面（先天）異常[不正咬合を含む]
 1,280件（14.2％）

歯髄及び根尖部歯周組織の
疾患 929件（10.3％）

口内炎及び関連病変
 478件（5.3％）

埋伏歯 429件（4.8％）

頭部の開放創 191件（2.1％）

その他及び部位不明の性状不詳又は
不明の新生物 119件（1.3％）

歯及び歯の支持組織のその他の
障害 139件（1.5％）
外科的及び内科的ケアのその他の
合併症，他に分類されないもの
 161件（1.8％）

その他 1,234件（13.7％）

総数：9,024件
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疾　患　名 主となるICD－10病名 件数（件） ICD－10

歯肉炎及び歯周疾患 慢性歯周炎 2,003 K053
急性歯周炎 20 K052

顎骨のその他の疾患 炎症性顎骨病態 2,020 K102

歯顎顔面（先天）異常［不正咬合を
含む］ 

歯の位置異常 1,076 K073
顎関節障害 194 K076

歯髄及び根尖部歯周組織の疾患 慢性根尖性歯周炎 874 K045
歯根のう胞 38 K048

口内炎及び関連病変 その他の型の口内炎 466 K121

埋伏歯 埋伏歯 427 K011

頭部の開放創 口唇及び口腔の開放創 157 S015
頭部のその他の部位の開放創 21 S018

外科的及び内科的ケアのその他の
合併症，他に分類されないもの

外科的及び内科的ケアのその他の明示され
た合併症，他に分類されないもの 161 T888

歯及び歯の支持組織のその他の障
害

事故，抜歯又は局所の歯周疾患による歯の喪失 100 K081
歯及び歯の支持組織のその他の明示された障害 24 K088

その他及び部位不明の性状不詳又
は不明の新生物

その他及び部位不明の性状不詳又は不明の
新生物，骨及び関節軟骨 118 D480
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疾　患　名 件数（件）
口腔管理 1,247
口腔歯の形態異常 1,246
一般歯科疾患 715
外傷 390
粘膜疾患 188
炎症感染症 124
嚢胞 113
顎関節疾患 107
良性腫瘍 75
顎顔面の形態異常 44
神経疾患 42
唾液腺疾患 37
悪性腫瘍 34
口腔機能疾患 15
唇顎口蓋裂 11
その他 4

計 4,392

疾　患　名 件数（件）
口腔歯の形態異常 278
外傷 71
悪性腫瘍 66
炎症感染症 35
唇顎口蓋裂 27
嚢胞 25
一般歯科疾患 16
良性腫瘍 15
顎顔面の形態異常 8
唾液腺疾患 6
粘膜疾患 1

計 548

３．活動報告
　⑴　患者状況
　　　　年間外来患者数 16,221人 年間外来新患者数 3,385人
　　　　年間入院患者数 2,801人 年間入院新患者数 466人

　⑵　外来・入院症例数
　　①外来初診　　　　　　　　　　　　　　　　　　②入院



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 開催地 発表年月日 医師
区分

1 歯牙腫を疑った上顎臼歯部に埋伏した歯内歯の1例 筆頭演者 大浦　珠理
第42回（公社）日本口腔
外科学会中部支部学術
集会

静岡市 2017/5/13 R

2
唾液腺原発腺様嚢胞癌:RAS
遺伝子異常の臨床病理学的
意義

共同演者 嘉悦　淳男 第41回日本頭頸部癌学
会 京都市 2017/6/8

3 耳下腺炎を伴った下顎枝部下顎骨骨髄炎の1例 筆頭演者 足立　潤哉
第62回公益社団法人日
本口腔外科学会総会・
学術大会

京都市 2017/10/21 S

4
当院における周術期口腔機
能管理の実態調査と今後の
課題

筆頭演者 小笠原伯宏 第26回日本口腔感染症
学会総会･学術大会 豊橋市 2017/11/11 S



座長・司会（医局）
＜歯科口腔外科＞

№ 座長・司会 演題名 座長名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 座長
講演1
私の口腔外科臨床－顎骨外
科を中心に－

嘉悦　淳男 第21回東三河病院歯科
口腔外科懇話会 豊橋市 2017/6/7

2 座長 ポスター12
悪性腫瘍その他2 嘉悦　淳男

第62回公益社団法人日
本口腔外科学会総会・
学術大会

京都市 2017/10/20

3 座長

特別講演
歯周病関連細菌
Porphyromonas gingivalis
のもつ線毛の新しい構造モ
デルと機能

嘉悦　淳男 第26回日本口腔感染症
学会総会・学術大会 豊橋市 2017/11/11



講　　演（医局）
＜歯科口腔外科＞

№ 演　　題　　名 演者名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1
骨吸収抑制薬関連顎骨壊死の
病態と管理:顎骨壊死検討委員
会ポジションペーパー2016

嘉悦　淳男 愛知県保険医協会地区講演会 豊橋市 2017/2/9

2 緩和ケアにおける口腔ケアの重要性と医科歯科連携 白水　敬昌 医療法人光生会　光生会病院
院内講演会 豊橋市 2017/8/28



論文・著書 ( 医局）
＜歯科口腔外科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 医師
区分

1 上顎臼歯部に発生した歯牙エナメル上
皮腫の1例 筆頭著者 寺沢　史誉 日口腔外会誌. 2017; 63: 347-352.




