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１．概要
　当科は地域医療支援病院の中の口腔外科としての役割を果たすため、密な病診連携の下、豊橋市内外
の医科や歯科から多くの紹介をいただきながら、顎口腔領域及び歯科領域の外科治療、ならびに周術期
口腔機能管理を行っている。本年も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。
　顎顔面外傷においては、早期対応をモットーに関連各科との医療連携により質の高い医療を提供し、
早期治療・早期社会復帰を心掛けている。
　口腔がん治療ではEBMを重視し、根治と機能温存の両面から手術を中心に他科とのカンファレンス
のもと集学的治療を提供している。さらに個々の患者の状況に合わせQOLの維持・向上を視野に入れ
た対応をも行っている。
　歯科的分野においては、以前にも増して院内患者の周術期等口腔機能管理の依頼件数が増加してい
る。診療報酬改定でその適応範囲がさらに拡大されたこともあり、今後もさらなる増加が見込まれると
予想される。2020 年 4 月には入退院支援センター内に歯科衛生士による支援業務が加わり、より必要
度の高い患者様へのきめ細かな対応ができるよう体制を整備している。周術期における口腔の合併症予
防のためにも密でシームレスな医療連携を基本に、今後も進めていく予定である。

（第一部長　嘉悦　淳男）

歯科口腔外科

２．新規登録疾患

歯肉炎及び歯周疾患  2,975件（31.0％）

埋伏歯 581件（6.1％） 歯顎顔面（先天）異常[不正咬合を含む]
 1,392件（14.5％）

歯髄及び根尖部歯周組織の
疾患 942件（9.8％）

口内炎及び関連病変
 505件（5.3％）

顎骨のその他の疾患
 454件（4.7％）

舌の疾患 208件（2.2％）

その他の医学的ケア
 752件（7.8％）

唾液腺疾患 135件（1.4％）

頭部の開放創 182件（1.9％）

その他 1,457件（15.2％）

総数：9,583件
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疾　患　名 主となるICD10病名 件数（件） ICD10

歯肉炎及び歯周疾患 慢性歯周炎 2961 K053

歯顎顔面（先天）異常［不正咬合
を含む］

歯の位置異常 993 K073
顎関節障害 369 K076

歯髄及び根尖部歯周組織の疾患 慢性根尖性歯周炎 855 K045
歯根のう胞 38 K048

その他の医学的ケア その他の明示された医学的ケア 752 Z518

埋伏歯 埋伏歯 578 K011

口内炎及び関連病変 その他の型の口内炎 468 K121
口腔粘膜炎（潰瘍性） 21 K123

顎骨のその他の疾患 炎症性顎骨病態 435 K102
顎骨の発育性障害 17 K100

舌の疾患 舌痛 161 K146
舌炎 27 K140

頭部の開放創 口唇及び口腔の開放創 145 S015
頬部及び側頭下顎部の開放創 18 S014

唾液腺疾患 唾液腺粘液のう胞 73 K116
唾液の分泌障害 45 K117
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疾　患　名 件数（件）
口腔管理 1737
口腔歯の形態異常 1343
一般歯科疾患 621
粘膜疾患 393
外傷 286
良性腫瘍 158
炎症感染症 136
嚢胞 127
顎関節疾患 125
神経疾患 105
唾液腺疾患 67
顎顔面の形態異常 59
悪性腫瘍 34
口腔機能疾患 17
唇顎口蓋裂 9
その他 2

計 5,219

疾　患　名 件数（件）
口腔歯の形態異常 287
悪性腫瘍 54
嚢胞 45
良性腫瘍 35
唇顎口蓋裂 33
外傷 32
一般歯科疾患 30
顎顔面の形態異常 15
炎症感染症 12
唾液腺疾患 7
粘膜疾患 4
顎関節疾患 1

計 555

３．活動報告
　⑴　患者状況
　　　　年間外来患者数 17,523人 年間外来新患者数 4,365人
　　　　年間入院患者数 2,636人 年間入院新患者数 529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 演者
区分

1

本態性血小板血症を伴った
口蓋部扁平上皮癌の1例
A case of squamous cell 
carcinoma of the hard 
palate with essential 
thrombocythemia

筆頭演者 寺沢　史誉 第37回日本口腔腫瘍学
会総会・学術大会 長崎市 2019/1/24

2 ダウン症候群患者に生じた下唇癌の1例 筆頭演者 藤田　珠理 第37回日本口腔腫瘍学
会総会・学術大会 長崎市 2019/1/24

3
長期に観察を行ったオトガ
イ部若年性梁状骨形成線維
腫の1例

筆頭演者 近藤　佑亮 第73回日本口腔科学会
学術集会 川越市 2019/4/21

4 病院歯科口腔外科における医科歯科連携の現状と課題 筆頭演者 嘉悦　淳男 第30回日本医学会総会
　2019　中部 名古屋市 2019/4/28

5 両側性鼻歯槽嚢胞の1例 筆頭演者 松岡　路子 第62回NPO法人日本口
腔科学会中部地方部会 名古屋市 2019/10/6

6
舌腫脹を契機に診断に至っ
た多発性骨髄腫続発性アミ
ロイドーシスの1例

筆頭演者 藤田　珠理 第64回日本口腔外科学
会総会・学術大会 札幌市 2019/10/25 S
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研究会発表（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 演者
区分

1
顎裂部腸骨移植術に対して
腰方形筋ブロックを併用し
た1症例

筆頭演者 中尾　巧晃 第54回中部歯科麻酔研
究会 名古屋市 2019/7/15 S



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 演者
区分

1 骨粗鬆症患者の顎骨壊死について 嘉悦　淳男 豊橋市歯科医師会7月例会 豊橋市 2019/7/19


