
園生診療所

📞 043-253-8497

〒263-0051

千葉市稲毛区園生町1107-7
「生活クラブいなげビレッジ虹と風」内

アクセス園生診療所の訪問地域

稲毛区全域と隣接地域、花見川区、

美浜区、中央区は一部の地域を訪問いたして

おります。詳しくは、ご相談ください。

2011年8月～2019年6月までの訪問実績

（支援診２） 第202号 平成29年1月1日

（在医総管）第586号 平成24年1月1日

（在総） 第458号 平成24年1月1日

＊ホームページはこちら

◆ 駐車場 診療所前に３台分あり

◆ JR総武線 稲毛駅東口より

【京成バス】 １ 番のりば

<あやめ台団地経由>草野車庫行き

<草野車庫経由>こてはし団地行き

【京成バス】 4 番のりば

<ファミールハイツ経由>草野車庫行き、

<第二あやめ入口経由>ファミールハイツ

折返場行き

「園生団地入口」（3つ目）で下車

団地内を通り 徒歩 3分

◆ 千葉都市モノレール穴川より 徒歩15分

FAX 043-253-8499生活クラブ風の村の仲間たち

（千葉市）

◆ ケアプランセンター稲毛 📞 043-309-0164

◆ 訪問看護ステーション稲毛 📞 043-309-0165

◆ 介護ステーション稲毛 📞 043-309-0163

◆ 定期巡回ステーション稲毛 📞 043-251-3111

◆ デイサービスセンター稲毛 📞 043-309-0161

◆ デイサービスｾﾝﾀｰ作草部 📞 043-445-8921

◆ ショートステイ稲毛 📞 043-309-0160

◆ サポートハウス稲毛 📞 043-309-0166

◆ グループホーム作草部 📞 043-445-8922

◆ 小規模多機能ﾊｳｽ作草部 📞 043-445-8923

◆ 福祉用具事業部 📞 043-207-9130

そ ん の う

Sonno Clinic

ｈttps://sonnoclinic.wixsite.com/sonno-clinic

千葉大学医学部附属病院糖尿病代謝内分泌

内科、国立病院機構千葉医療センターにて、

糖尿病診療に従事してきました。

その経験を活かし、外来診療、訪問診療を

つうじて地域の皆様の健康管理に微力ながら

貢献していきたいと考えております。

医師紹介

社会保険中央総合病院（現JCHO東京山手

ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ）内科、医療法人三矢会八街総合

病院内科腎ｾﾝﾀｰの２つの病院勤務を経て、

総合診療、訪問診療の道に進みました。

地域に住み続けたい皆さんのお手伝いが

できればと思っております。

佐賀宗彦

園生診療所の訪問診療

私たち園生診療所は、社会福祉法人

生活クラブが運営しています

園生診療所の外来診療

訪問リハビリテーション

訪問診療の対象患者様

“自宅まで来てもらえる”稲毛の町の診療所と

して、病気の治療だけでなく、痛みなどの苦痛

を和らげ、穏やかに自宅で療養していただく

お手伝いをいたします。

また自宅で最期を迎えたい患者様やご家族

のご要望にも真摯に対応いたします。

在宅療養支援診療所として連携先である医

療法人社団公伸会黒砂台診療所をはじめと

して、地域のあんしんケアセンターや、さまざま

な医療施設、介護事業所などとお互いに協力し

ながら訪問診療を行っています。

「リハビリの日が楽しみで待ち遠しい」と

思っていただけるような明るく楽しい、

リハビリテーションをめざしております。

📞043-307-1184

訪問リハビリテーションのスタッフ

糖尿病や生活習慣病などの治療、生活指導、

予防接種や健康診断を行っています。

所長横倉正明

◆寝たきりの方

◆がん終末期の療養を望む方

◆緩和ケアを望む方

◆胃瘻、点滴、在宅酸素療法などの

医療管理が必要な方

◆褥瘡の治療が必要な方

◆認知症の方

◆自宅で最期を迎えたい方など

通院が困難となり自宅で医師の定期的な

診療が必要な患者様となります。
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ケアマネージャー様

地域連携室のご担当者様へお願い

下記のＱＲコードより、『訪問診療申込書』

をダウンロードしていただき、

ご記入の上、ＦＡＸをお願いいたします。

ご不明な点は、お問い合わせください。

１

３

訪問診療を開始するには

ケアマネージャーが決まって

いらっしゃらない患者様へ

ケアプランセンター稲毛 📞043-309-0164

にご相談いただくか、最寄りの「あんしん

ケアセンター」にご相談ください。

ケアマネージャーが

いらっしゃる患者様へ

当診療所を利用したい旨をケアマネージャー

様に、お伝えください。

ケアマネージャー様から診療所に連絡が入り

ます。

① 受付

かかりつけの病院、担当ケアマネジャー、

ご家族などから訪問診療のご相談をいただきます。

早急に対応が必要な場合には、まずお電話にて

ご相談ください。

必要書類：主治医からの診療情報提供書

直近の検査データ

受付時間：月～土曜日 午前９時～午後５時

(木曜日、日曜日を除く)

② 検討とご連絡

書類に基づいて訪問診療が行えるか、否かを

検討し、ご連絡を差し上げます。

訪問診療が可能な場合は、更にもう少し詳細

な情報をいただくことがございますのでご了承

ください。

③ 面談と契約

④ 初回訪問

医師と看護師が、患者様の状態だけで

なく、生活のご様子も拝見させていただ

きます。

訪問診療計画を立て、定期的（基本的

に２回／月）に訪問いたします。

訪問診療では、診察させていただき、

療養指導やお薬の処方、血液検査など

を行います。

訪問診療時間は20分ほどになります。

毎月、訪問予定表をお配りしながら、

訪問予定日を決定いたします。

定期訪問以外にも、電話対応や求めに

応じて24時間365日往診もいたします。

訪問診療の患者様が1ヶ月間に負担されるおよその費用について

Ａ）特別な管理が不要な患者様

1ヶ月に2回の訪問診療を受けた場合、

月額およそ 6,400円の他に、お薬代

など「その他の費用」が加わります。

特別な管理の例

◆ 末期の悪性腫瘍、脊髄損傷、

難病法に規定する指定難病、

重度の褥瘡の患者様

◆ 気管カニューレ、ドレーンチューブ、

留置カテーテルなど使用中の患者様

◆ 人工呼吸器、気管切開、人工肛門、

人工膀胱などの管理が必要な患者様

◆ 酸素療法、中心静脈栄養、

成分経管栄養、自己導尿など

実施中の患者様

その他の費用

１）往診料 (１割負担の患者様)

患者様の求めにより、医師が必要と

判断し緊急時に訪問した場合の費用は

１回につき720円となります。

２）包括的支援加算 (１割負担の患者様)

厚生労働大臣の定める病態で多職種連携

による包括的な支援が必要な患者様は、

月額150円となります。

３）訪問看護指導料 (１割負担の患者様)

訪問看護が必要な患者様に対して、

訪問看護指示書を交付する為の費用は、

300円となります。

４）注射・検査・処置などを受けた場合は、

別途費用が発生します。

５）人工呼吸器、酸素療法、などの特別な

在宅療養指導を受けた場合は、別途の

費用が発生します。

６）お薬代

院外調剤薬局にて別途お支払いをお願い

いたします。ご自宅へのお薬のお届け

などの契約を結ぶことも可能です。

７）予防接種、診断書、交通費（30円/km）

などは自費扱いの費用となります。

ご家族や患者様のご希望をお聞きし、

訪問診療についてご説明をいたします。

ご同意をいただけますと契約となります。

当日は、面談と契約に１時間程度お時間をい

ただきます。

外来診療の混雑時には多少お待ちいただく

ことをご了承ください。

⑤ 定期訪問

※施設に入居されている方や、各種公費負担医療制度を

利用されている方は、料金が異なります。

Ｂ）特別な管理が必要な患者様

1ヶ月に2回の訪問診療を受けた場合、

月額およそ 7,300円の他に、お薬代

など「その他の費用」が加わります。

１割負担の患者様の例

インフォメーション

「あんしんケアセンター」を「４」の

インフォメーションにまとめました。

ご参考になさってください。

訪問診療と往診の違い

「訪問診療」は、患者様の状態に合わせ

た診療計画に対して患者様の同意を得て、

例えば、1か月に2回、定期的にお宅を

訪問し診療を行うことを指します。

「往診」は、患者様の容態が急に悪化

した時などに、ご家族や患者様の求めに

より、医師が必要と判断した場合にお宅

を訪問して診療を行うことを指します。

園生診療所の主な訪問地域にある

千葉市あんしんケアセンター

◆稲毛区

園生 📞043-306-6881

天台 📞043-284-6811

小仲台 📞043-307-5780

山王 📞043-304-7740

山王宮野木出張所 📞043-307-9010

稲毛 📞043-216-2831

◆花見川区

にれの木台 📞043-445-8012

さつきが丘 📞043-307-3225

花園 📞043-216-2610

花見川 📞043-250-1701

こてはし台 📞043-258-8750

幕張 📞043-212-7300

◆美浜区

高洲 📞043-278-2545

幸町 📞043-301-5332

真砂 📞043-278-0111

磯辺 📞043-303-6530

📞 043-253-8497

FAX 043-253-8499

2 訪問診療開始までの流れ ① 受付 ～ ⑤ 定期訪問まで

【面談当日ご準備いただく物】
◆ 健康保険証、

後期高齢者医療被保険者証

◆ 各種公費負担医療受給者証

◆ 介護保険証、介護保険負担割合証

◆ 限度額認定証（７０歳未満の方）

◆ かかりつけ病院からの紹介状

（病院より渡された方）

◆ お薬手帳

◆ 金融機関の貯金通帳

（訪問診療料の自動引き落としに

用いるための口座の通帳）

◆ 上記口座のお届け印鑑


