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東京医科歯科大学医学部附属病院の理念と基本方針
●理念： 安全良質な高度・先進医療を提供しつづける、

社会に開かれた病院
●目標： 1．患者中心の良質な全人的医療の提供

2．人間性豊かな医療人の育成
3．高度先進医療の開発と実践
4．国民のニーズに応える開かれた病院

医療連携支援センター
（地域連携室）

TEL : 03-5803-4655
FAX : 03-5803-0119

No.2

●紹介患者さんのスムーズな受け入れ
●難病治療部の初診予約受付
●一般診療の初診予約受付
●入院・退院患者さんとそのご家族のサポート
●その他の医療・福祉相談

医療連携支援センターの役割 TOPICS
●「腫瘍センター」がスタート
●病院評価バージョン６の認定を受けました！
●事前予約ができる診療科が拡大します

地域医療連携がスムーズになるように
よりよい病院を目指して東京医科歯科大学では、さまざまな努力をしています。
医療連携支援センターでは、紹介患者予約システムを新たに構築しました。他の医療機関か
ら紹介されて来る患者さんにスムーズな医療を受けていただくためです。
地域連携室で予約をお取りした患者さんの受診報告書・受診経過報告書の一括管理も開始し
ました。他院から紹介された患者さんに関する報告を紹介医に確実にお伝えするためです。
患者相談室では、当院の患者さん・そのご家族からのご相談やご意見をお伺いしています。
また、昨年に引き続き、外来及び入院患者さんに対するアンケート調査も行いました。この
調査結果も診療現場に還元される予定です。
医療福祉支援室では、患者さんが適切な療養生活を送れるよう、ソーシャルワーカーと退院調
整看護師がご相談をお受けしています。
このように当院では、今後もさらなる工夫をこらすことで、よりよい病院を目指したいと思います。

東京医科歯科大学医学部附属病院長　宮坂信之

財団法人日本医療評価機構 認定病院

医学部附属病院



日本医療機能評価機構について

最新版
病院評価バージョン6の
認定を受けました！

がん診療について

がん診療連携拠点病院を目指して
「腫瘍センター」がスタート

当院では「がん診療連携拠点病院」として、地域のがん診療の中心になり、貢献する
ことを目標として、本年７月に「腫瘍センター」が設置されました。
従来までのがん治療センターと外来化学療法・注射センターを統合した「腫瘍センター」

には、次の５つの部門があります。

がん登録部門
病院で行われたがんの診断・治療につ
いての情報を、診療科を超えて病院全
体で一元化し、がんの診療がどのよう
に行われているかについて管理する部
門です。「診療情報管理士」という専門
スタッフが中心に業務を行います。

がん診療連携部門
院内の診療各科や各部署が連携し、が
ん患者さんが最適な診療を受けること
ができるように、月１回の会議（キャン
サーボード）を開催し、症例検討や情報
交換、講演会などを行います。診療各科・
部署間の垣根をとる役目も果たしてい
ます。

化学療法部門
がんの化学療法について、がん治療専
門医や専門スタッフがていねいでわか
りやすい説明と、きめ細かい対応をす
ることで、合併症や緊急症などのとき
にも迅速に対応できるようにがん患者
さんをサポートします。

がん相談支援部門
がんやがんの治療、療養生活、医療費、
社会復帰、家族や職場の人間関係など、
がんについてのさまざまな相談に対応し、
安心できるように支援します。またが
んに関する一般的な医療情報や、意見
交換会・交流会なども行ってまいります。

緩和ケア部門
がんの初期段階から患者さんが抱える、
がんへの漠然とした不安や、心と体の
苦痛、家庭や経済的な問題などの社会
的な苦痛を軽減し、患者さんが自分ら
しく生きていくため、医師、看護師、ソー
シャルワーカー、薬剤師などがチームと
なって緩和ケアを行います。

「がんについて知りたい」
「不安でたまらない…」
の相談に応じます！

患者さんにお知らせください

TEL:03-5803-4008
相談日時：月～金の午前9時～午後4時半まで

（土日祝 定休）

がん電話相談支援室

腫瘍センターについてセンター長の三宅智先生に伺いました。
三宅智センター長からメッセージ
がん患者さんはご自身ががんであること自体が苦しみ、不安、痛みなのです。しかしがんに関する悩みや不
安を打ち明け、相談することに抵抗を感じて、お一人で悩んでいらっしゃる方も多いようです。そんな患者
さんやご家族の気持ちに寄り添いながら、がんの専門家たちがしっかりと受け止めて、少しでも不安や苦痛
を和らげられるよう、サポートしてまいります。

【腫瘍センター５部門とは？】

ご存知でした？
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Topics



読
み
取
れ
や
す
い
字
と
筆
記
用
具
を
使
用
下
さ
い

すべての患者さんのスムーズな受診を目指して

事前予約ができる診療科が
拡大します

TEL : 03-5803-4
よろしくゴーゴー

6 5 5（平日12：00～16：00）

FAX : 03-5803-0119（平日8：30～16：00）
※土・日・祝祭日・年末年始（12月29日～1月3日）を除く受診日当日の
予約は出来ません。翌日分の予約は午後2時までにお願い致します。

※時間外・休日等にFAXでお申し込み頂きました予約は翌診療日のご連
絡とさせて頂きますのでご了承願います。

医療連携支援センター紹介先医療機関 FAXにて
予約申し込み

外来診療
予約票持参

外来診療
予約票

紹介状の
依頼

外来診療予約票を返送
（FAX）

東京医科歯科大学
医学部附属病院

患者さんから医療連携支援センターへの流れ
医療連携支援センターから患者さんへの流れ

予約受診

患者さん 受診する
診療科

医療連携支援センターでは、すべての患者さんにスムーズな医療を
受けていただくため、事前初診予約ができる診療科を2013年１月より
拡大します。

●小児科 
●食道・胃外科 
●大腸・肛門外科 
●肝胆膵外科
●泌尿器科
●心臓血管外科 
●呼吸器外科
●血管外科
●脳神経外科 
●血管内治療科

●周産・女性診療科
●整形外科
●形成・美容外科 
●乳腺外科
●麻酔・蘇生・ペインクリニック科
●耳鼻咽喉科
●頭頸部外科 
●眼科
●皮膚科
●画像診断・放射線治療科

１月より初診予約を始める診療科

紹介状（診断情報提供書）は、当院HPからダウンロードすることがで
きます。５つの先端治療センターの紹介状もこちらです。
http://www.tmd.ac.jp/medhospital/renkei/kikan/yoyaku.html

９つの内科（血液内科、膠原病・リウマチ内科、糖尿病・内分泌・代謝内科、腎臓内科、
老年病内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科）についてはこれま
でどおり事前予約を継続します。

精神科・心身医療科については精神科外来で事前予約を承っております。
TEL：03-5803-5673(精神科外来) 予約受付時間：平日14：00～17：00

医療機関からの予約はFAXで！
予約は、医療機関からは「紹介状（診療情報提供書）」をFAXにてご提出い
ただくことで完了します。その際に「保険証」や「各種受給者証」のコピーな
ども一緒にFAXで送っていただくとさらに円滑に受診できます。

check

紹介状ダウンロード
当院HPより「紹介状（診療情報提供書）」をダウンロードして
ください。うまくダウンロードできない場合はお電話でどうぞ。
TEL: 03-5803-4655

紹介状記入とFAX送信
「紹介状（診療情報提供書）」に必要事項を記載し、「保険証」
や「各種受給者証」と一緒にFAXしてください。

外来診療予約票のFAX受信
FAX到着後、原則20分以内に折り返しFAXで「外来診療予
約票」を返送致します。

患者さんに予約票を渡す
予約日・時間をご確認のうえ紹介患者さんに「外来診療予約票」
をお渡し下さい。
状況により予約日時の確定に時間を要する場合は、その旨を
電話にてご連絡させて頂きます。 受診希望日についてはご希
望に添えない場合がございます。

予約当日の持ち物確認
予約日当日は保険証、受給者証、診療情報提供書、予約票を
持ってくるように患者さんにお知らせください。

FAX: 03-5803-0119
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【医療機関の予約申込みの流れ】

FAXと電話予約受付時間

Topics

コピーを
必ず一緒に送信
して下さい



JR東日本：中央線・総武線（各駅停車）　御茶ノ水駅下車 御茶ノ水橋口 （徒歩5分）
東京メトロ（地下鉄）：丸ノ内線　御茶ノ水駅下車東京医科歯科大学方面出口 （徒歩1分）／千代田線　新御茶ノ水駅下車 B1出口 （徒歩7分）

東京医科歯科大学医学部附属病院 医療連携だより 2号
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お茶の水門

交番 東京メトロ
千代田線
新御茶ノ水駅

JR御茶ノ水駅

東京メトロ丸ノ内線  御茶ノ水駅

湯島門（正門）

神　田　川

聖門
湯島聖堂

外堀通り 至八王子

至大宮

至横浜

上野

秋葉原 錦糸町

東京

御茶ノ水

新御茶ノ水

新宿

池袋

赤羽

東京医科歯科大学
医学部附属病院

JR中央線
JR総武線
JR山手線
JR京浜東北線
JR埼京線
東京メトロ 丸の内線
東京メトロ 千代田線

小腸から肛門までの広範囲
にわたる消化管に炎症が起こ
る慢性の難病「クローン病」研
究の第一人者、渡辺守先生の
取り組みが、朝日新聞と週刊
文春、夕刊フジなどで大きく
取り上げられました。渡辺先
生は、クローン病が早期発見、
早期治療によって再発抑制に
つながることを医学会や医学
雑誌で発表し、患者さんに早
期から医療機関を受診してほ
しいと呼びかけています。記事の中では「潰瘍性大腸炎・クロー
ン病先端治療センター」についても紹介されています。
詳しい記事の内容は、「消化器内科ブログ」（http://www.cis-
trans.jp/tmd_gast/）をご覧ください。

異所性脂肪とは、本来脂肪
が溜まらないはずの筋肉や膵
臓の細胞に沈着したもの。
過食や運動不足で余ったエ

ネルギーが皮下脂肪、内臓脂
肪からあふれ出ると「第3の
脂肪」として溜まるそうです。
異所性脂肪は毒性が強く、内
臓や血管に直接ダメージを与
えます。日本人は体質的に欧
米人よりも異所性脂肪が溜
まって糖尿病になりやすいた
め、気になったら早めに相談
してほしいとのことです。異所性脂肪についてわかりやすく解
説された本が、小川佳宏先生の著書『日本人なら知っておきた
い「異所性脂肪」の恐怖』です。ぜひご一読を！

消化器内科診療科長

渡辺 守教授
糖尿病・内分泌・代謝内科診療科長

小川 佳宏教授

クローン病研究がメディアで大注目！
一般向け新刊著書『日本人なら知っておきたい
「異所性脂肪」の恐怖』が話題に！

Dr.情報…1 Dr.情報…2

ワニブックスPLUS新書
定価：798円（税込）

医療連携支援センター

病診
連携

連携
パス

地域医療機関との
連携（患者さんの
紹介や受診の事前
予約、紹介状の返 
書管理など）を行い
ます。

地域連携室
患者さんやその家
族が抱える不安・
疑問・苦情などに対
応します。

患者相談室
患者さん・御家族
が安心して治療を
受け、療養ができる
よう助成制度の活
用などの相談・支援
を行います。

医療福祉支援室

医療連携支援センターは「地域連携室」、「患者相談室」、
「医療福祉支援室」の3つの部門に分かれています。

医療連携支援センターより

医療連携支援センターに新しいメンバー3名が加わりました！ よろしくお願いします。

❶阿部 靖子（あべ せいこ）さん
❷医療福祉支援室
　ソーシャルワーカー
❸Ｈ24.11.1
❹まだまだ慣れないことばかりですが、少しでも早く皆様に顔を
覚えて頂けるように頑張ります。宜しくお願いいたします。

❶根間 紗弥花（ねま さやか）さん
❷地域連携室
❸Ｈ24.10.1
❹早く業務に慣れるように
 頑張ります。

❶阿部 舞（あべ まい）さん
❷地域連携室
❸Ｈ24.09.1
❹皆さまのお役に立てるように
　頑張ります。

❶名前 ❷所属 ❸入職時期 ❹一言医療連携支援センター 新メンバー紹介


