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病診連携先医療機関について
●とちぎメディカルセンターしもつが ●とちぎメディカルセンターとちのき

●新小山市民病院 ●古河赤十字病院 ●友愛記念病院 ●古河総合病院 ●佐野市民病院

●佐野厚生総合病院 ●公立館林厚生病院 ●イムス太田中央総合病院 ●栃木県立がんセンター

訪問診療・往診について
●訪問診療（在宅医療）とは、通院が困難な患者様のもとに医師と看護師
が定期的に診療にお伺いし、計画的に治療・看護・健康管理等をおこなう
ものです。往診とは、患者様の急変時など、普段と異なる特別な診療が必
要な時に限定しておこなう在宅医療のことです。

●病状・病態に合わせ、血液検査・尿検査・便検査・心電図・超音波検査・
レントゲン撮影検査・骨密度測定検査等もご自宅でおこなうことができます。

●在宅医療で可能な処置対応として、注射・点滴・胃ろう管理・膀胱ろう
管理・腎ろう管理・人工肛門管理・尿道カテーテル管理・在宅酸素管理・
人工呼吸器・けがの処置・床ずれの処置等もおこないます。

お支払い方法について

基本料金［ ご自宅への訪問診療 ］

1割・2割負担の患者様は上限18,000円となります。（※お持ちの保険証の種類により限度額が変わる場合もあります）

※後期高齢者医療費被保険者証の患者様、1割負担の場合

お薬について

診療月（1日から月末締）の翌月15日に請求書を発行
いたします。在宅患者様は、2回目の診療時にご集金さ
せていただきます。また、振込（手数料患者様ご負担）・
口座振替（手数料なし）という方法もございます。ご希望の
患者様には、当院の説明時にお申し出いただき、当院
より振替依頼申込書をお送りしますので、ご記入・押印
いただき、返信用封筒にて当院迄ご返送ください。

※振替開始までには、早くても2カ月程度お時間がかかりますので、
　その間は現金でのご集金とさせていただきます。

●定期薬は、医師・看護師が
診察にお伺いした時に処方
させていただきます。

●処方せんを持って、お近く
の調剤薬局でお薬を受け
取ることができます。

●薬剤師がご自宅へお薬を
配達する、訪問薬局をご
案内できます。

在宅医療とは
「在宅医療」とは、お体の機能が低下し、通院が困難な
方の自宅に医師が訪問しておこなう医療です。

定期的に訪問した
場合の診療費

在宅患者
訪問診療費

890円（1回）

在宅時医学総合管理費
（24時間管理）

4,100円（月1回）

1割自己負担の基本料金

5,880円月2回

患者からの求めに応じ
訪問した場合の診療費

看護師が訪問した
場合の費用

在宅で療養するにあたり、患者様が医療保険を
使用して診療費のお支払いが可能な項目です。

お薬代や検査に
かかる費用

その他特別な医療に
かかる費用

❶ ❷

❸ ❹

［ 訪問診療 ］ ［ 往　診 ］

［ 訪問看護 ］
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在宅医療　　&

新規の手続きについて教えてください。

　当院での訪問診療が可能な距離範囲であるか
確認し、簡単な受け付けを事務職員がおこないます。
　その後、ご自宅または入院先の病院に看護師が
お伺いし当院の説明をおこない、ご本人・ご家族の同
意を得たうえで同意書・申し込み書を頂き診療開始
となります。

Q

Q

A

A

事前に準備することはありますか？

　在宅医療に切り替わるにあたり、前医の情報提供
書・お薬情報・残薬・保険証・区分・治療中の継続
（抗癌剤投与中など）併診・再診の有無・介護サー
ビス状況などが事前にあると助かります。

Q

A

在宅医療について不安があるのですが。

　基本的な考えとして、在宅医療は、医療設備が
整った場所ではないという点では危険な場所といえ
ますが、ご自宅で過ごせるので自由があります。
　病院は、設備が整っていて安全な場所ですが、
ご自宅で過ごすような自由はありません。

Q

A

在宅医療の事業所を選ぶ判断材料は？

　在宅でおこなえる診療は決まっていますので、
実際に当院を利用してどうだったか、実際の声から
選択されるのが良いと思います。

Q

A

月にどのくらいの費用がかかりますか？

　ご本人が持っている医療保険証が利用できます。
ワクチン接種や健康診断は自費になります。
　また、医療費控除されている方は当院でも同じと
なります。

Q

A

医療保険と介護保険の線引きは？

　訪問看護が医療保険と介護保険に分かれますが、
癌末期：終末期の場合の訪問看護は、全て医療保険
となります。
　ターミナル：終末期の方でも、介護保険優先の場合
には介護保険の訪問看護が利用されます。

Q

A

介護サービスとの連携方法は？

　医療的なアドバイスは当院でおこない、他居宅
でのサービスはケアマネージャーがおこないます。
医療的に介護サービスの見直しが必要な場合や、
介護されている方の負担が目立った場合などは、
ケアマネージャーに相談することが多くあります。

Q

A

夜間の対応について教えてください。

　夜間の当番は看護師1人と夜間医師のみとなり
ます。患者様の方向性について、契約時・初診時・
病態変時に確認しておきます。予測される夜間の
対応にならないように、日中・平日に医療機関への
連絡・受診の流れを作るようにしています。

Q

A

在宅医療のメリットとデメリットは？

　ご本人・ご家族が、どのように人生の最終段階
（終末期）を考えているかによって大きく違いがあり
ます。在宅医療では、定期的な医師の訪問による
継続的な医療をご自宅で受け
られますので、ご家族の負担を
軽減することが可能です。

Q

A

在宅診療と病院受診の併診は可能ですか？

　在宅診療と病院受診の併診は可能です。
　但し、同じ病気に対して複数の病院へ通院されて
いると、医師の治療方針が異なることがあり、加療
にならなくなります。治療される内容によっては、
１医療機関のみの受診をお勧めしています。

Q

A
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わたらせ在宅診療所

［ 栃木県佐野市 ］

［ 栃木県栃木市 ］

訪問看護ステーション みらい 訪問入浴 てるます

NPO法人
千里へのみち

［ 茨城県古河市 ］ ［ 茨城県古河市 ］

［ 茨城県古河市 ］

グループの概要

佐野在宅診療所 理事長 羅　　英杉

わたらせ在宅診療所 院　長 伊奈　啓輔

わたらせ在宅診療所 副院長 原田　　亮

 他　医師７名

看護師 岡部　栄子（看護部責任者）

 他　看護師11名

非常勤放射線技師

管理栄養士

フットケア
令和2年4月1日現在

健康診断

企業内健診・一般健康診断等を、ご来院
または巡回健診車でおこないます。健診
後のサポートも承ります。

訪問診療

●連携医療機関

定期的に患者様宅に医師と看護師が
訪問し、病態とご希望に沿った在宅療
養の支援をおこないます。
年中無休・夜間早朝対応

ボランティア

ご高齢の方の生活を、ボランティア
活動を通じてサポートします。

訪問入浴

入浴介助が必要な方のご自宅に浴
槽を持ち込み、介助します。
お湯は、炭酸泉による天然温泉と変
わらないもので、心のこもった心身
共に温かい介助を提供します。訪問看護 主治医の指示に基づき、患者様宅へ訪問し、患者様

へ誠心誠意、心を込めた看護を提供します。

（検査や入院ができる病院など）

（薬剤師が薬を配達）

（栄養管理で症状をサポート）

連携しています ●ケアマネージャーさん

●フットケア

ご紹介できます

●訪問マッサージ
ご紹介できます

●訪問薬局

ご紹介できます

●管理栄養士さん

派遣できます


