
2023年度に完成予定の機能強化棟を含む湯島キャンパスのイメージ図

医学部附属病院と歯学部附属病院が一体化して
東京医科歯科大学病院になりました



東京医科歯科大学病院は2021年10月1日にスタートしました。これまで２つ
の病院を支えてくださった皆様に深く感謝いたします。

「世界最高水準のトータル・ヘルスケアを提供し、人々の幸福に貢献する」と
いう理念と４つの基本方針は、「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」という医学部附属病院の理念と、「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する」という歯学
部附属病院の理念を継承しつつ、さらに高いレベルの「東京医科歯科大学病院」
をスタートさせるために定めたものです。

医学部附属病院と歯学部附属病院という２つの病院が一体化することにより
「頭から足先まで」トータルに全身を診ることで、今まで以上に患者さんの健康
に貢献できる医療を提供してまいります。一体化によって医学と歯学の融合が進
み、互いに相乗効果を発揮して、より高いレベルの医療を提供できると考えてお
ります。

2つの病院は2020年からは新型コロナウイルス感染症対策にも積極的に貢献して
います。困難な局面に対しても「コロナから患者さんと仲間を守る」というスロー
ガンの下で、職員全員が一致団結し、大きな力を発揮することができました。

私の専門は腎臓内科です。近年、腎臓疾患と口腔内の健康状態に関する研究報
告が発表されていますので、病院一体化で新しい研究成果を発信することに大き
な期待を抱いております。

2023年度には「機能強化棟」が完成予定で、新時代の救急医療と高度先進医
療を提供する拠点、そしてお茶の水・湯島に集う人々のオアシスが誕生すること
にも胸が高鳴ります。

２つの病院を束ねる初代病院長として、これから学ぶべきことが多々あります
ので、皆様のご指導やご協力をいただけますよう、心よりお願い申し上げます。

東京医科歯科大学病院
病院長

内田 信一

ご 挨 拶

理 念

基 本 方 針

医学と歯学の融合、相乗効果で
より高いレベルの医療を提供します

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．人々の信頼に応える社会に開かれた病院

世界最高水準のトータル・ヘルスケアを提供し、
人々の幸福に貢献する

東 京 医 科 歯 科 大 学 病 院 の 理 念 と 基 本 方 針



2022 年 4 月 1 日より、首席副病院長として「歯系診療部門」の統括という役
目を担うことになりました。昨年 10 月 1 日に病院一体化がスタートして半年
が経過し、医師・歯科医師、看護師・歯科衛生士を含めた医療スタッフ、事務
スタッフの診療、教育、研究面で医歯連携の意識がさらに高まっております。
この機運を育みながら、世界最高水準のトータル・ヘルスケアを提供していく
ことを使命として精進してまいります。

私の専門は歯周病で、かなり以前から歯周病と糖尿病や骨粗鬆症など、医科
の病気との関係について研究しています。歯周病を治し、義歯を入れ、口腔機
能を回復することで、糖尿病などの全身疾患が改善する、全身的に不調だった
患者さんの体調が回復するという経験を積み重ねる中で、本院が掲げる「医科
歯科連携のトータル・ヘルスケア」の重要性を実感してまいりました。

歯系診療部門では患者さんの多様なニーズにお応えするため、「スポーツ歯
科外来」、「歯科心身医療科」、「顎顔面補綴外来」、「言語治療外来」、「歯科アレ
ルギー外来」、「摂食嚥下リハビリテーション科」、「息さわやか外来」、「歯科ペ
インクリニック」、「顎関節症外来」などを設置しております。さらに、それぞ
れの得意分野を持つ専門医集団がお一人おひとりの患者さんに対して包括的に
アプローチし、それぞれの分野でのハイレベルな歯科治療を集約して提供する

「先端歯科診療センター」もございますので、ぜひご活用ください。
最後になりますが、本院は特定機能病院であるとともに、歯科医師の「医育機

関」でもあります。十分な経験と技術を持った指導歯科医の下で、安全確実に
実施されている歯学科学生の臨床実習、歯科医師臨床研修に対する患者さんの
ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

2023年度に完成予定の機能強化棟は、医科棟と歯
科棟を結ぶ新しい施設。免震構造、自家発電システ
ム、医療情報の管理など、災害時に強く、病院を守
る機能を強化しています。その一方で、地上7階、地
下2階で、交通アクセスもさらに充実する予定で、地
域の人々が集うスペースも提供する準備を進めてい
ます。

東京医科歯科大学病院
首席副病院長

新田 浩

医科歯科連携のトータル・ヘルスケアで
皆様の健康に貢献します

ご 挨 拶



一体化でここが変わる！［放射線部門］

データ管理システムなど、現在の連携体制を
さらに強化します。

病院一体化後の病院組織

医系診療部門

内科系診療領域
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

総合診療科 消化器内科

循環器内科 呼吸器内科

緩和ケア科 がんゲノム診療科

遺伝子診療科 長寿・健康人生推進科

感染症内科

外科系診療領域
食道外科 胃外科

大腸・肛門外科 消化器化学療法外科

乳腺外科 小児外科

末梢血管外科 肝胆膵外科

心臓血管外科 呼吸器外科

泌尿器科 頭頸部外科

救急科 病理診断科

感覚・皮膚・運動機能診療領域
眼科 耳鼻咽喉科

皮膚科 形成・美容外科

整形外科 リハビリテーション科

脳・神経・精神診療領域
脳神経外科 脳神経内科

血管内治療科 精神科

心身医療科 麻酔・蘇生・ペインクリニック科

特殊診療領域
光学医療診療部 周産期母子医療センター

高気圧治療部

小児・周産・女性診療領域
小児科 周産・女性診療科

放射線診療領域
放射線治療科 放射線診断科

口腔育成系診療領域
矯正歯科 小児歯科

口腔維持系診療領域
むし歯科 歯周病科

口腔外科系診療領域
口腔外科

歯科麻酔・歯科心身診療領域
歯科麻酔科 歯科心身医療科

口腔放射線診療領域
歯科放射線科

歯科総合診療領域
歯科総合診療科 口腔健康管理科

口腔機能系診療領域
義歯科 口腔インプラント科

摂食嚥下リハビリテーション科

病院長

首席副病院長・副病院長

歯系診療部門

各歯系診療科には、（専）顎義歯・言語治療外来、（専）歯科
アレルギー外来といった12の専門外来が所属しており、これ
まで通り診療を行います。患者様の診療場所が変わることは
ございません。

［放射線部門］

データ管理システムなど、現在の連携体制を



一体化でここが変わる！［薬剤部門］

業務ごとに医科棟と歯科棟に振り分け、さら
に機能的に業務を進めます。

一体化でここが変わる！［検査部門］

血液検査などを一ヵ所で行えるように準備を
進めています。

病院一体化後の病院組織

薬剤部

検査部

手術部

放射線部

リハビリテーション部

集中治療部

材料部

病理部

救命救急センター

血液浄化療法部

M E センター

不整脈センター

快眠センター

スポーツ医学診療センター

難病診療部

がん先端治療部

臨床栄養部

長寿・健康人生推進センター

低侵襲医療センター

輸血・細胞治療センター

コロナ外来診療センター

メンタルヘルス・
リエゾンセンター

歯科技工部

歯科衛生保健部

先端歯科診療センター

緩和ケアチーム

栄養サポートチーム

認知症ケアチーム

医療情報部

医療連携支援センター

総合教育研修センター

臨床試験管理センター

クオリティ・マネジメント・
センター

国際医療部

災害テロ対策室

ベッドコントロールセンター

歯科衛生士総合研修センター

診療管理部門 看護部 事務部

病 院 長 補佐

基盤診療部門

保険医療管理部

医療安全管理部

感染制御部

臨床研究監視室



病院一体化に関する質問に回答します。

医療機関からの初診事前予約について医療機関からの初診事前予約について

FAX予約の
場合

電話予約の
場合

患者さん用
予約の
場合

初診予約
デスク

＊土日祝祭日・年末年始（12月29日～ 1月3日）、および受診日当日の予約は受け付けておりません。また、翌日分の予約は14時までとなっております。
＊時間外・休日などの申込み分は翌診療日にご連絡させていただきます。（FAX受信は24時間可能）

＊土日祝祭日・年末年始（12月29日～ 1月3日）、および受診日当日の予約は受け付けておりません。また、翌日分の予約は14時までとなっております。

＊土日祝祭日・年末年始（12月29日～ 1月3日）を除く

FAX:03‒5803‒0285（受付時間8：30～ 16：00）
上記番号に、紹介状・申込書を送信してください。
速やかに当院よりFAXで「外来診療予約票」を返信します。

TEL:03‒5803‒4655（受付時間8：30～ 16：00）
上記番号に、電話をおかけください。
その際に患者さんの氏名・生年月日・希望診療科名・予約希望日をお知らせください。

TEL:03‒5803‒4655（受付時間12：00 ～ 16：00）
患者さんからもお電話にてご予約を承っております。
診療情報提供書（紹介状）は予め患者さんにお渡しください。
直接患者さんとお話をして予約日を決定いたします。

TEL:03‒5803‒4300（受付時間12：00 ～ 16：00）
患者さんからもお電話にてご予約を承っております。
診療情報提供書（紹介状）は予め患者さんにお渡しください。

お問い合わせ先 03-5803-4655（地域連携室）
初診予約の最新情報は医療連携支援センター地域連携室のホームページをご確認ください。
https://www.tmd.ac.jp/renkei/renkei/yoyaku/

患者さんからの初診事前予約について患者さんからの初診事前予約について

初診事前予約について初診事前予約について

TELTEL

FAXFAX

医科

歯科

Q 診察券番号や診療科名が変更になりますか？

A いいえ。そのまま使えます。診療科名の変更もほとんどありません。
連携病院の皆様にご負担をかけることがないよう注意しながら病院一体化を進めます。

Q 病院名の変更でオンラインシステムやホームページが停止することがありますか？

A ありません。速やかに名称変更を行い、ユーザーの皆様にご迷惑をおかけしないように準備して
おります。

Q 診療科や病棟、検査室などの場所が変わりますか？

A 大幅な移動はありません。もし移動になる場合は患者さんにご不便をおかけしないように
案内係や案内表示を設置します。

詳しくは東京医科歯科大学病院ホームページをご覧ください。

〒 113-8519 東京都文京区湯島 1-5-45　TEL.03-3813-6111（代）


