
医療連携委員より ◎医療連携について、シリーズで掲載します。

臨床検査部から 臨床検査部（口腔病理診断科）　講師

　平素から患者様をご紹介いただき誠にありがとうございます。これまで、臨床検査部が担当している専門

外来として、味覚検査、ドライマウス検査、歯科金属アレルギー検査についてご紹介しました。今年度も、

臨床検査部の専門外来は完全予約制で行なって参ります。歯科金属アレルギー検査については、受付を月曜

日の１４：００〜１６：００のみに変更させていただきます。歯科金属アレルギー検査外来では、原則とし

　1981年に千葉市美浜区真砂に開院して以来、東京歯科大学千葉病院は地域医療への貢献を第一の目標として

36年間の実績を積んで参りましたが、この度、4月1日に病院から有床歯科診療所「東京歯科大学千葉歯科医療

センター」へと変わることとなりました。病床数は減りましたが、外来の機能はこれまでどおり継続いたします。

2013年に大学機能が水道橋に移転したため、診療に携わるスタッフの数は減少しましたが、その少ない人数で

1日平均700名の患者様の診療に当たらせていただいております。

　地域密着型の歯科医療機関として、大学附属施設ならではの、最先端の専門的な歯科医療・医療を安全で快適

に提供すべく、充分な医療安全の体制を取りながら診療を行って参ります。千葉歯科医療センターは、今後も常に

地域の患者様に寄り添い、受診してよかったと思っていただける歯科医療機関でありたいと考えており、そのため

の最大限の努力をして参る所存です。これからもよろしくお願いいたします。

ニュース ◎千葉歯科医療センターの最新のニュースを掲載します。

てパッチテストによる検査となるため、初診時に皮膚症状を有する場合や皮膚科加療中の患者様には事前に

かかりつけ皮膚科などの対診とパッチテスト実施の了解が必要です。当センター単独での検査は受付できま

せんのでご注意ください。

　歯科金属アレルギーのパッチテストは、患者様が現在、どのような金

● 千葉市  / 平成３０年５月２７日(日)口腔がん集団検診開催予定 

● 平成３０年７月５日(木) 受付時間：１４:３０～　 会場：東京歯科大学 千葉校舎医療連携講演会 
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属をアレルギーとして認識しているかがわかる検査であり、あくまでも、今後予想される歯科治療に

おいて金属を用いる場合に、歯科金属アレルギーの発症や増悪のリスクを回避するために実施するも

のです。口腔扁平苔癬や掌蹠膿疱症などの口腔粘膜・皮膚疾患の病因の追求にはなり得ない場合が多

いことも患者様にはご説明させていただいております。なお、夏季（６月１日〜１０月初旬）は検査

を行なっておりません。

　臨床検査部での専門外来に初診で来院される患者様は、事前に臨床検査部の受付あるいは電話

（０４３−２７０−３９２０）にて初回診察のご予約をお願いしております。各専門外来宛には、必要な

診療情報が詳細に記載された診療情報提供書を患者様にご持参していただきたくお願い申し上げます。

　また、病理検査（細胞診検査、病理組織検査）については、当センターとの契約に基づく口腔がん

検診事業としての細胞診検査を除き、東京歯科大学臨床検査病理学講座（水道橋）において、口腔病

理専門医による外注病理診断として受け付けております。外注病理診断に関するお問い合わせは、臨

床検査病理学講座（０３−６３８０−９２５２）までお電話をお願いします。

村 上 　 聡

センター長からご挨拶 東京歯科大学千葉歯科医療センター長

※時間・会場につきましては変更になる場合がありますのでご了承ください。詳細につきましては、ホームページおよび次号デンタルドットコムでお知らせします。

一 戸 達 也
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診療科名　☎ ０４３－２７０－( 内線番号 ) 月 火 水 木 金 土

亀　山一
般
歯
科
系

保存科（３９０４）

井　藤永　森

補綴科（３９０５） 各交代制

総合診療科（３８３０） 各交代制

備前島

口
腔
外
科
系

口腔外科（３９０１）
　 柴　原     高　木(多)     神　尾　　成　田     恩　田     山　村　　岩　本　　森　川　　関　根

【完全予約制 （急患は除く）】                       　　　　  ※急患は午後も受付(要連絡)

歯科麻酔科（３９０２） 松　木 川　口 萩　原 川　口 各交代制

放射線科（３９０７） 本　井光　和 各交代制

育
成
歯
科
系

矯正歯科（３９０３）
各交代制

診療時間： 平日 ９:３０～１８:００

小児歯科（３９０６）
各交代制

診療時間： 平日 ９:３０～１８:００　　　　　　　　　　　　 ※急患は午後も受付(要連絡)

専
門
歯
科
系

各交代制

摂食嚥下リハ科（３５５５） 山　杉山　杉山　杉

【完全予約制】
口腔インプラント科（３６５３）

 　　 　　　内　　科 （３９２２）
　■一般内科 ❀消化器内科 △消化器腎臓内科
　♥循環器内科 ✰呼吸器内科

 

診療時間：平日 ９:００～１７:００ / 土曜日 ９:００～１２:３０

杉　山 各交代制

臨床検査部･口腔病理診断科(３９２０) 各交代制 上　村上　井

専
　
　
門
　
　
外
　
　
来

顎関節外来（３９０１）
診療日時：月、水 １３:３０～１６:００

口腔腫瘍外来（３９０１）
　 柴　原　　　恩　田　　　森川

診療日時：月～土の診療時間内

急性期神経機能修復外来（３９０１）
　 柴　原　　　佐々木

診療日時：月～土の診療時間内

唇顎口蓋裂外来（３９０１）

口腔外科
   成　田　　　中　野（月・火）

初診日時：月～土の診療時間内 / 再診日時：月、土の診療時間内

小児歯科
今　井

リラックス治療外来（３９０２）
松　木 川　口 萩　原 川　口 各交代制

診療日時：月～土の診療時間内

今　井 今　井 今　井 各交代制

診療日時：月､水､木､金､土 ９:３０～１１:００　　　　 ※急患は午後も受付(要連絡)

矯正歯科
野　嶋 坂　本 各交代制

診療日時：月～土 ９:３０～１１:００

障害者歯科外来Ⅰ（３９０２）
松　木 川　口 萩　原 川　口 各交代制

診療日時：月～土の診療時間内

慢性の痛み･しびれ外来（３９０２）

 (ペインクリニック)
松　木 川　口 萩　原 川　口 各交代制

診療日時：月～土の診療時間内

坂　本 各交代制

診療日時：月～土 ９:３０～１１:００

口腔外科
   高　木　　　 成　田

診療日時：月～土の診療時間内

顎変形症外来（３９０３）

矯正歯科
野　嶋 野　嶋 野　嶋 野　嶋

セカンドオピニオン外来（３９０４）
　 森　永 　　　野　嶋

診療日時：事前に電話で診療申込み後、決定日時をお知らせします。自費診療になります。

口臭外来（３９０４）
診療日時：火、金 ９:３０～１１:３０　　自費診療になります。

障害者歯科外来Ⅱ（３９０６）
今　井

診療日時：月～金 ９:３０～１８:００　 　　　　　　　　　※急患は午後も受付（要連絡）

ドライマウス外来（３９２０）
　上　村上村

診療日時：月、木の診療時間内

井　今井　今井今

味覚異常外来（３９２０）
　上　村上村

診療日時：月、木の診療時間内

歯科金属アレルギー外来（３９２０）
村　上　

診療日時：月 １４：00～１６：00

禁煙外来（３９２２）
保久大保久大保久大

診療日時：月、火、金 １４:００～１６:３０

顎顔面補綴外来（３９０５）
診療日時：月～土の診療時間内

歯科睡眠時無呼吸外来（３５５５）
藤 齋　 永 久　 山 杉藤 齋　 永 久　 山 杉

診療日時：月、火、木、金の診療時間内

崎　石崎　石崎　石崎石

❀大久保
☆小 村 ❀大久保

口腔外科【完全予約制】・口腔インプラント科 CBCT)【完全予約制】・放射線科(CT･MRI･US)・
歯科麻酔科・摂食嚥下リハ科・各専門外来 および 担当医の指名がある場合 は事前に予約が必要です。

❀■石井
♥■白 川

初診受付時間 8：50 ～11：00 診療時間 平 日 ９:００～１７:３０ / 土曜日 ９:００～１２:３０ （休診日：日・祝・第２土曜日・他）

△ ■林
❀大久保 ❀大久保

要予約 (


