
東京医科歯科大学歯学部附属病院では、患者さんへのサービス向上のための基
金をスタートしました。皆様からのあたたかいご支援は、患者さんの「こんなサービ
スをしてほしい」「ここを改善してほしい」というご要望にお応えするために活用させ
ていただきます。1口1000円から受け付けておりますので、ご協力をお願いします。

◆  病院敷地内の御茶ノ水郵便局、全国の三菱東京UFJ銀行から手数料なしで、振り
込みできます。
◆  寄附金額が2000円を越えた場合、税金の優遇措置が受けられます。
◆  基金にご参加いただいた皆様には、感謝状を差し上げ、任意でお名前を病院ホー
ムページなどでご紹介させていただきます。

お問い合わせ先
東京医科歯科大学歯学部附属病院　総務課
TEL：０３－５８０３－５４０６　FAX：０３－５８０３－０１８０
メール　d.somu.adm@tmd.ac.jp　Webサイト　http://www.tmd.ac.jp/dent_practice/index.html

編集発行：  東京医科歯科大学歯学部附属病院（〒113-8549　東京都文京区湯島1-5-45）
地域歯科医療連携センター広報誌編集委員会  総合診療科講師　礪波 健一／看護部副看護師長　長浦 真由美／歯科衛生保健部　宮本 洋子
業務課　大秋 智美／広報部特任講師　宇山 恵子（撮影）／デザイン　ＳＯＹＡ

東京医科歯科大学新立体駐車場をご利用ください

歯学部附属病院支援基金にご協力ください

患者さん等のための十分な駐車場の確保、周辺道路における交通渋滞解消を図るために建設された立体駐車場は、303台が
駐車でき、地下１階、地上２階建てで、省エネルギーやバリアフリーに配慮した施設となっています。ぜひご利用ください。

区分 時間料金 24時間最大料金 認証
外来患者さん／入院・退院患者さん及び付添人 20分毎　100円 1,500円 必要あり
患者さんへのご面会等 20分毎　200円 3,000円 必要なし
身体障害者手帳をお持ちの患者さん及び付添人 入庫から12時間まで無料以降30分毎100円 上限なし 必要あり
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ご来院の皆様へ
本院は大学附属病院であることから、理念として「優れた医療人の育成に努め、患
者さん一人ひとりにあった最高水準の歯科医療を提供します。」を掲げています。す
なわち、良質で安全な歯科医療を提供するだけでなく、教育病院として将来の歯科
医療を担う優れた医療人を育成すること、先端的歯科医療のための臨床研究や各
種治験を推進することも本院の重要な使命であることをどうかご理解下さい。 
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第1駐車場出口

第1駐車場（立体駐車場）303台

　 駐車場係員 配置場所

外神田2丁目

入口

第１駐車場
（立体駐車場）
303台

第2駐車場34台

■若林則幸病院長からの年頭のご挨拶
■支援基金でトイレ改修工事を行いました
■総合診療センターがスタートしました
■立体駐車場のご案内
■歯学部附属病院支援基金にご協力ください

代表電話番号 03-3813-6111 （歯学部附属病院とお伝えください）
診療日 月～金　 初診受付 8：30～ 10：30
休診日 土、日、祝日と年末年始（12月 29日～ 1月 3日）

初診予約デスク：03-5803-4300
予約受付日時：平日 12：00～ 16：00

入院中の歯磨き指導
のようす

初診患者さんの受診が総合診療センターに
一元化され、スムーズになりました

歯科衛生士の教育や復職
にも取り組んでいます

総合診療センターでの初診
患者さんの治療のようす



初診予約デスク：03-5803-4300
受付時間：月～金 12：00～ 16：00

病院長のご挨拶

2017年11月より「総合診療センター」がオープンし、初診患者さんの受診がよりスムー
ズになりました。これについて歯科総合診療部の礪波健一講師に話を聞きました。

Ｑ.総合診療センターの役割は？
礪波　  初診患者さんの全身評価と歯科診断を行い、次に受診する専門の診療科を選んで、治

療計画を立てます。

Ｑ.以前の歯科総合診療部との違いは？
礪波　  総合診療センターには、歯科総合診療部の歯科医師のほかに、むし歯専門の歯科医

師、歯周病専門の歯科医師、義歯専門の歯科医師が待機して、必要に応じて、共同で
初診患者さんの診断および診療計画立案を行います。

Ｑ.  総合診療センターによって患者さんにどんなメリットがありますか？
礪波　  初診の患者さんが異なる歯科専門分野にまたがる複数の問題を抱えていた場合、今までは患

者さんはそれぞれの専門の診療科に移動し、その都度順番待ちをして繰り返し診察を受けてい
ただいていました。今回のセンター設置によって、むし歯・歯周病・義歯といった一般歯科治
療については初診の患者さんは１つの外来で受診完了できるようになりました。移動の手間と
待ち時間の点でかなり改善されたと思います。さらに、異なる専門の歯科医師が一堂に会して
ひとりの患者さんの具合を評価するので、より正確な診断と効果的な診療計画を立てることが
できるようになりました。将来的には、治療開始前の口腔内の管理を行う機能を充実させてい
く予定です。

Ｑ.今後の課題は？（患者さんへのメッセージは？）
礪波　  現在、本院は建設当時予定されていた数の３倍の患者さんが毎日受診され、病院機能を大幅

に上回る患者数の多さにより、患者さんにご迷惑をおかけする部分もありました。こうした事情
により、初診の患者さんについて、これまで８：３０から１０：３０まで行っていた当日受付を
やめて、原則予約制とする方針になりました。今後、国民の皆さまに本院のサービスを安定・
継続して供給するためにも、どうか初診予約制にご理解・ご協力をお願いいたします。

―――ありがとうございました。
本院では、患者さんへのサービス向上のための基金を2017年より

スタートしました。1口1000円から受け付けが可能で、皆様よりたく
さんのご厚意が集まりました。
そのおかげで、地下1階トイレの改修工事を無事に完了することが

できました。工事中は大変ご不便をおかけしましたが、現在はとても使
いやすい快適な空間となりました。
感謝の気持ちを込めて、病院を代表して、若林則幸病院長、渋谷絹

子看護部長、足達淑子歯科衛生保健部長がお礼の色紙を作成しまし
たので、ご報告させていただきます。引き続き、本院へのあたたかいご
支援をよろしくお願いします。（支援基金の詳細は4ページにあります
のでご覧ください。）

当院は伝統的に、予約なしの患者さんを受け入れて、開かれた病院であることに尽力して
まいりました。この姿勢を維持しながら、よりスムーズに患者さんが歯科診療を受けられるよ
うにとスタートしたのが、総合診療センターです。まだスタートして間もないセンターですの
で、皆様のご意見を伺いながら、サービス向上に努めてまいります。

支援基金へのご協力に感謝！ 地下1階トイレ改修工事が完了しました！

総合診療センターがオープン
初診患者さんの受診がよりスムーズになりました！

若林病院長からの
メッセージ

皆様におかれましては、健やかに新年を迎えられまし
たこととお慶び申し上げます。昨年は初診患者さんの電
話予約を開始し、今年は病院再整備の最初として歯科棟
南の新診療室が着工されます。ご不便をおかけしないよ
う努めてまいりますが、引き続きご支援をお願いいたしま
す。病院スタッフ一同が心を一つにして、良質で信頼され
る医療を提供してまいります。
本年も、皆様にとってよい年でありますようお祈り申し
上げます。

東京医科歯科大学歯学部附属病院 

病院長 若林 則幸
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