
ホームアレークリニック
訪問診療ガイドブック

訪問診療ガイド

ホームアレークリニック
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ホームアレークリニック
診療についてのご案内

　ホームアレークリニックでは終日訪問診療を中心に診療を行います。特に訪問診療では、患者様
個々の実情に合わせた医療提供プランを作成し、ホームドクターとして各ご家庭を訪問します。
　地域の各病院をはじめ医療、看護、介護機関との他職種連携を重視し、何でも相談できる患者様
本位の診療・診察を心掛けてまいります。

アレー（Ally）とは、味方という意味です。
「いつでも、どんな時でも在宅（ご家庭）の味方でありたい」が私たちの理念です。

【訪問診療エリア】
目黒区学芸大学～自由が丘界隈、中目黒～駒場界隈
世田谷下馬～代田界隈、深沢～用賀界隈、品川区旗の台～西五反田界隈
※このエリア以外の方でもご相談ください。ご相談の上調整させていただきます。

【特掲診療料施設基準】
在宅時医学総合管理料
施設入居時等医学総合管理料
在宅がん医療総合診療料

【基本方針】
内科医として訪問診療と外来で対応いたします。
患者様・ご家族のご意向を活かし、最適な診療プランで臨みます。
在宅療養支援診療所として、必要に応じて 24時間対応をいたします。
医師以外のコメディカルスタッフが連携機関との調整をいたします。

【診療時間】

月 火 水 木 金 土 日

午前   9:00 ～ 12:00

午後 13:30 ～ 18:00

○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

－

－ －

－

※外来は予約制となっております。

TEL：03-6859-2800  FAX：03-6859-2801

〒154-0002

東京都世田谷区下馬6-17-12セトル学芸大1F

MAIL：info@home-ally.jp

〒152-0034

東京都目黒区緑が丘3-1-7 セトル緑が丘１F

MAIL：info2@home-ally.jp

TEL：03-5731-0151  FAX：03-3724-6205

本院





【略歴】

ホームアレークリニック本院 院長

宇 野  佳 孝
 う     の      よしたか

問い合わせ：０３－６８５９－２８００
〒１５４－０００２
東京都世田谷区下馬６－１７－１２ セトル学芸大１Ｆ
http://www.home-ally.jp/

専　  攻　  科 　 目 ：内科、神経内科

資　 　   　  　 格 ：医学博士、日本神経学会指導医、日本神経学会専門医

                                   日本内科学会総合内科専門医、がん診療緩和ケア研修修了

在宅医療を選んだ理由：ご自宅での生活を望む患者さんやご家族を支えたいと

　　　　　　　　　　　 思い、在宅医療に携わることを選びました。

先生から皆さまへ一言：お身体のこと、病気のこと、その他さまざまな悩みを

　　　　　　　　　　　チーム医療でともに解決していきましょう。

宇野医師の紹介宇野医師の紹介

何でもお気軽にご相談ください♪

群馬大学医学部卒業後、東京医科歯科大学

神経内科入局、旭中央病院、武蔵野赤十字

病院などで内科医として勤務。

平成28年12月ホームアレークリニック院長

就任



ホームアレークリニック城南

医療法人社団ホームアレー

ホームアレークリニック城南

院長： 梅里 尚行

科目：内科（その他応相談）

TEL：03-5731-0151

FAX：03-3724-6205

E-mail：info2@home-ally.jp

〒152-0034

東京都目黒区緑が丘 3-1-7  セトル緑が丘１階

緑が丘
改
札
口

東工大施設

自由が丘

大岡山

奥
沢

大井町線

コンビニ果実店

コンビニ

パン屋

【略歴】
村井 謙允
 むらい   のりみつ

村井

昭和大学医学部卒業後、昭和大学病院糖尿病・
代謝・内分泌内科入局。昭和大学藤が丘病院に
て糖尿病・代謝・内分泌内科にて勤務。
平成30年4月ホームアレークリニック城南の
常勤医として就任。
あわせて昭和大学藤が丘病院兼任講師として後
進の指導にあたる。

内科、糖尿病・代謝・内分泌内科（糖尿病の診療に力を入れています。）
医学博士、日本内科学会認定医、日本糖尿病協会登録医
がん診療緩和ケア研修修了、昭和大学藤が丘病院兼任講師
大学病院勤務時に患者様の退院後も継続的な診察や支援がしたいと考
え、在宅医療に取り組みたいと感じました。
身体のことはもちろんですが、親身に患者様・ご家族様に寄り添える
ような医師を目指しております。 

専 攻 科 目 ：
資 格 ・ 所 属 ：

在宅医療を選んだ理由：

先生から皆さまへ一言：

24 時間オンコール体制



〒154-0002

東京都世田谷区下馬6-17-1２ 

セトル学芸大1F

〒152-0034

東京都目黒区緑が丘3-1-7 

セトル緑が丘１F

TEL：03-6859-2800

FAX：03-6859-2801

MAIL：info@home-ally.jp

TEL：03-5731-0151

FAX：03-3724-6205

MAIL：info2@home-ally.jp

本院

相談員にお気軽にお問い合せ下さい。万全の体制で安心サービスをお届けします！

医療法人社団ホームアレー

ホームアレークリニック本院＆城南 スタッフ紹介

※平成30年6月以降

機能強化型機能強化型

い し や ま み え

石山　美枝

本院 医療コーディネーター本院 医療コーディネーター

事務

【事務長】
すがわら ま さ き

菅原　正樹
ゆ か

齋藤　由香
か　ず　き

黒川　和貴
すぎ も とさ い と うく ろ か わ み つ る

杉本　美鶴

ホームアレークリニック城南ホームアレークリニック城南ホームアレークリニック城南ホームアレークリニック本院ホームアレークリニック本院ホームアレークリニック本院

【　院長　】

医　師

うめさと な お ゆ き

梅里　尚行

【　院長／理事長　】

医　師

う え だ ま さ え

上田　優江
い わ さ わ ま り こ

岩澤　麻理子

看護師

こ ば や し な ほ こ

小林　修子

 むらい の り み つ

村井　謙允

城南 医療コーディネーター城南 医療コーディネーター

い の う え か　な　こ

井上　佳名子

う　 の よ し た か

宇野　佳孝



ホームアレークリニック
医療コーディネーターからのお知らせ

ホームアレークリニック
医療コーディネーターからのお知らせ

ホームアレークリニック

　当院では診察はもちろん、診察に至るまでの過程も大切にしたいと考えております。ここでは初診までの
流れを説明いたします。

　医療コーディネーター（相談員）が、親身に対応いた
します。もちろん、相談や質問のみでも構いません。

　担当のケアマネージャー様に、受付けシートの
記入をお願いしております。受付シートは、お体に
関する聞き取りのための重要な資料になります。

　ご希望の曜日やお時間を事前にお聞きし、初診の
日程についてご相談させていただきます。できるだけ
ご希望に添えるよう、調整し決定いたします。

４．初診日の決定

３．サービスの説明および契約

サービスの説明および契約

電話による受付①

電話による受付①

電話による受付①
診察開始

訪問診療開始

初診日の決定

⑤

サービスの説明および契約③

受付けシートのご記入

受付シートのご記入

②

まずはお電話にて
ご相談ください☆

　当院の医療コーディネーターが患者様のご自宅に伺い、
サービスの説明およびサービスの契約を行います。そして、
受付けシートを元に、お身体に関する聞き取りを行います。
患者様の状況を把握し、よりよい診療を提供いたします。

　ご希望の曜日や時間を事前にお聞きし、初診の日程に
ついてご相談させていただきます。できるだけご希望に
添えるよう、調整いたします。

ホームアレークリニック
医療コーディネーターからのお知らせ

①

④

〒１５４－０００２
東京都世田谷区下馬６－１７－１１
セトル学芸大１Ｆ
担当：菅原・清川・芦野・石山

※初診のみ、医療コーディネーターが同席する場合がございます。
※また、訪問診療開始後もご質問・ご相談は随時お答えできる体制になっております。
　お気軽にご相談ください。

　診察は、医師と看護師の２名が患者様のもとに伺います。

ホームアレークリニック城南

ホームアレークリニック
医療コーディネーターからのお知らせ

医療法人社団ホームアレー

ホームアレークリニック TEL:03-6859-2800
ホームアレークリニック城南 TEL:03-5731-0151

遠慮なくご相談
くださいね。



Vol.1

A. 訪問診療は患者様の同意を得て、医師が定期的又は計画的にご自宅に訪問し診察
　するものですが、「往診」は患者様の求めに応じて臨時的又は緊急的にお伺いし、
　診察するものです。

Q. 訪問診療と往診の違いは？

A. 通院に付き添いが必要な方が対象になります。
     該当するかどうかは、個々に医師が必要かどうかを判断します。

Q. 訪問診療はどのような人が受けられますか？

A. 通院が困難な患者様のご自宅に医師が定期的に訪問し、定期的な診療・薬の処方・
　検査により健康管理を行ないます。

Q. 訪問診療とは何でしょうか？？

A.自宅で療養する方が医療サービスを受けるにあたり、医師や病院を探したり様々な
　事業者と連絡を取り合ったりしなくてすむように、かかりつけ医として一元的に
　療養管理する責任を負うのが在宅療養支援診療所の役割です。
　患者様の求めに応じて24時間連絡が取れる・往診可能な体制を維持しております。

Q. 在宅療養支援診療所とは？

http ://www.home-al ly . jp/

　当クリニックの基本情報のほか、最新情 報、
制度情報を中心に、皆様に各種お知らせをお届
けします。中の様子が分かるよう、様々に写真
を掲載しております。是非一度ご覧ください。





Vol.3

A. 当院では、より良い医療サービス提供のため、事前に当院の医療コーディネーターが
　患者様のご状態を聞き取り、訪問診療の説明、スケジュール調整を行ないます。
　別紙に導入についての説明がありますので、ご覧ください。

Q. 訪問診療を導入するにはどうすればよいですか？

A. 既にかかりつけの病院がお決まりの場合にはそちらの病院に入院できるよう
　医療連携室と調整します。かかりつけの病院がお決まりでない場合には、地域の
　連携病院への入院を手配致しますが、万が一かかりつけの病院や連携病院が満床で
　入院の受入れができない場合には、病気の種類や重症度に応じた入院先を探します。

Q. 入院が必要になった場合は？

A. 出来る限り立ち会うことをお勧めします。
　普段の状況をご家族から聞くことでより良い医療を提供できると考えております。
　検査や処置等に立ち会うことができるのも、在宅医療のメリットです。

Q. 診察時に家族は立ち会った方がよいでしょうか？

A. 患者様の状態にもよりますが、安定された患者様で 10 ～ 15 分程度となります。
　医療処置の内容によっては、必要なお時間をいただきます。

Q. 訪問時間はどれくらいですか？

A. ご自宅に訪問するのは、原則医師・看護師の 2 名となります。 

Q. 診察には、先生一人で来るのでしょうか？

上記あるいは上記以外の
ことでも疑問などがござ
いましたら、当クリニック
のコーディネーターまで
どうぞお気軽にご相談下
さい。



診療情報提供書って何？

診療情報提供書（紹介状）とは
　

（FAX・メール・郵送でも可）

Vol.4

診療情報提供書 
 

    
 
紹介先医療機関名 

紹介元医療機関の所在地及び名称 
東京都○○区○○0-00-00  
○○○○クリニック  

電話番号  03-0000-1234 
FAX 番号   03-0000-5678 
医師氏名          印 
 

東京 一例

154-0002
東京都○○区○○町 0-00-0

男

090-1234-5678
1959 4 22 78 医療コーディネーター

130114514

※一例

内科 ○田 一郎

平成26年12月12日

消化器悪性腫瘍の疑い

検査目的入院のご相談

時期不詳　　高血圧
1995 年　　　２型糖尿病
2001 年　　　前立腺肥大症

2013 年 2月　　脳梗塞 （左片麻痺）
2013 年 9月　　誤嚥性肺炎

平素より大変お世話になっております。
上記患者様ですが、2014 年 5月より当院訪問診療中の患者さんです。
以前よから２型糖尿病に対してアマリール1mg/日、ボグリボース0.6mg/日を内服し、HbAlc6.5％程度と安定
していました。2014年7月頃より徐々に血糖コントロールが悪化し、11/5 には 9.8％の高値となっております。
食事の内容は変わっておりません。腫瘍マーカーがCEA9.8、CA19-9 103.2と高値であり、消化器悪性腫瘍を
疑っております。脳梗塞後遺症で寝たきり固定となっており、通院での検査は困難と思われます。ご多忙のところ
誠に恐縮ですが、入院による検査をご検討いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いします。

患者住所

患者氏名

電話番号

〒

性別様

患者ID
生年月日 年 月 日 （　　歳） 職業

傷　病　名

紹　介　目　的

既往歴及び家族歴

症状経過及び検査結果

症状経過及び検査結果

現在の処方

備　　　考

# 2型糖尿病　　　　　　　　アマリール 1mg/ 日、ボグリボース 0.6mg/ 日で HbAlc6.5％でしたが、この６か月で
　　　　　　　　　　　　　　急激に悪化しており、消化器悪性腫瘍を疑っております。
#脳梗塞後遺症 （左片麻痺）　　寝たきり固定の状態です。
#嚥下機能低下　　　　　　　ムース食を何とか摂取できる状態です。ST による嚥下訓練を行っています。
#高血圧　　　　　　　　　　ディオバン 80mg/ 日、アムロジン 5mg/ 日で 130/80 程度と安定しています。
#前立腺肥大症　　　　　　　ハルナール 0.2mg/ 日内服で安定しています。

ディオバン錠 80mg １錠 分 1 朝食後　　　アムロジン錠 5mg 1 錠 分 1 朝食後
アマリール錠 1mg 1 錠 分 1 朝食後　　　 ボグリボース錠 0.2mg 3 錠 分 3 毎食直前
ハルナール錠 0.2mg 1 錠 分 1 朝食後 ⑦現在の処方内容

直近の処方内容を

　確認

 ⑤症状経過
及び検査結果
検査結果を

記載したり別

紙にて添付

　する

①患者情報
　個人情報の取り扱い

には注意が必要

検査依頼？

受診目的？

転院目的？

　etc...

③紹介目的

　予後や今後の

治療方針を記載

⑥治療経過

②傷病名
　現在治療中の

主疾患を記載

④既往歴及び
家族歴

　これまでの疾患

や家族背景等

※診療情報提供書は、様々な様式があり医療機関や医師により異なります。

※個人情報に関する取扱いには、十分注意して管理しております。

医療法人社団ホームアレー

医師同士を繋ぐ重要な書類

A.

Q.「診療情報提供書」とは何でしょうか？

通院が困難な患者様のご自宅に医師が定期的に訪問し、定期的な診療・薬の処方・
　 検査などで健康管理を行います。 

診療情報提供書（紹介状）は、医師が他の医師へ患者を紹介する場合に発行される
書類のことです。内容は、紹介の目的・疾患の症状・診断・治療経過・現在の処
方等です。他の機関との連携や継続性を確保する為に必要です。



　普段お伝えできない院内での様子、勉強会の様子、スタッフの
つぶやき等をリアルタイムで掲載しております。是非一度アクセス
してみてください♪
※ホームページのリンクからもアクセスできます♪

ホームアレークリニック

A. 医師になるのは中学生の頃からの夢でした。
　 医学の中でも未解明な「神経や脳の仕組み」
　 の分野に興味を持ち、医師をめざしました。 

Q . 医師をめざしたきっかけは何ですか？

Ａ. 総合病院で患者さんの診察していく中で、
　 ご自宅での生活を望む患者さんやご家族を
　 支えたいと思うようになり、在宅診療に
　 携わるようになりました。

Q . 訪問診療に携わるようになったのは何故ですか？

Ａ. 歯のお手入れを丁寧に行うことと、太ももの筋力を低下させないことが大切です。歯のお手入れは、
　  えん下の低下と肺炎を予防するために大切です。口の中を清潔に保つこと以外にも、大きな声を
　  出すことや、深呼吸をすることなどで、肺炎を予防することができます。また、太ももの筋力が
　  低下してしまうと移動能力が落ち、寝たきりにもつながります。筋力低下を防ぐためには、
　  ちょっとした運動で良いので、今の筋力を維持する運動をやっていくとよいでしょう。

Q . 高齢の方が最期まで自宅で過ごしていくためには、どのような点がポイントになりますか？

Ａ. 在宅診療では、内科系のトラブルに限らず、精神面や心身のトータルなケアができるように診察
　  しています。そして、在宅の患者さんの生活環境で生じる様々な問題に目を向けられるように心がけ
　  ています。そのためには、まずは患者さんの話やご家族の話をよく聞くことを大切にしています。

Q . 在宅で療養する患者さんを診察する上で心がけているのは何ですか？

Q . 神経内科では、どのような病気を専門としていらっしゃるのですか？

Ａ. 認知症やパーキンソン病、脳卒中の他、てんかん、頭痛や痺れ、めまい、などが神経内科の専門
　  分野としてあげられます。また、難病には数多くの病気がありますが、筋萎縮性側索硬化症（ALS）
　  や筋肉の難病も専門としています。

Q . 自由な時間をどのようにすごしていますか？

Ａ. 家では子どもと過ごす時間を大切にしています。水泳が趣味なので、休みの日は子どもと一緒に
　  水泳に行ったり、野球が好きな息子とキャッチボールをしたりして過ごしています。

番外編 2016 秋

ホームアレークリニック本院
宇野　佳孝医師



訪問診療 事例集

No.1 ターミナルケアの患者様

事例 1　月 1回の定期訪問診療

ターミナルケアの事例

訪問診療導入の経緯と経過

83 歳女性　

疾患：認知症　高血圧

1 か月にかかった医療保険点数 3,996 点

医療保険請求金額 =4,000 円　※1 割負担（後期高齢者）

在宅ターミナルケア加算・看取り加算

※訪問診療の算定については、患者様の状態や訪問頻度によって異なりますのでご注意ください。

　ADL（日常生活動作）低下と認知症状の悪化のため

１人での通院が難しく訪問診療導入に至る。

　元々月１回の通院で落ち着いていたことと、経済的

理由から訪問診療は月１回の希望。

　月1回の訪問にて病状は落ち着かれている。熱発した

際に電話での相談あり、手持ち薬の内服指示にて改善

する。

当院では、基本的に月 2 回以上訪問させて頂き、健康管理・緊急対応を

実施しております。尚、定期訪問の回数に関しては患者様の病状に応じ、

相談を受け賜っております。

月 1 回希望で導入された場合でも、患者様の病状に応じては月 2 回以上

になりますのでご了承ください。

訪問診療（1 回）　

在宅時医学総合管理料（機能強化型月１回）

包括的支援加算

電話再診（深夜）

833 点 ×1　　　833 点

2,520 点

150 点

493 点



訪問診療 事例集

No.1 ターミナルケアの患者様

ターミナルケアの事例

訪問診療導入の経緯と経過

在宅ターミナルケア加算・看取り加算

※訪問診療の算定については、患者様の状態や訪問頻度によって異なりますのでご注意ください。

　退院後は１人での通院が難しく訪問診療導入に至る。

　在宅での介護サービスは週４回のデイサービスと週

１回（月4回）の訪問看護を利用し、食事・内服管理にて

病状は安定。慢性心不全は、体重管理・塩分や水分の

制限・服薬等、病院で指示された自己管理をしっかり

続けることが何よりも重要。状態把握のため、定期訪

問診療を月２回実施。

訪問診療（2 回）　

在宅時医学総合管理料（機能強化型月 2 回）

訪問看護指示料

包括的支援加算

833 点 ×2　　　1,666 点

4,100 点

300 点

150 点

73 歳女性　

疾患：慢性心不全、心房細動、高血圧症

事例 2 　月 2回の定期訪問診療

1 か月にかかった医療保険点数 6,216 点

医療保険請求金額 =12,430円　※2 割負担（前期高齢者）



訪問診療 事例集

No.1 ターミナルケアの患者様

事例 3 ターミナルケアの患者様

ターミナルケアの事例

ターミナルケアとは

訪問診療導入の経緯と経過

在宅ターミナルケア加算・看取り加算

※訪問診療の算定については、患者様の状態や訪問頻度によって異なりますのでご注意ください。

　経口摂取が難しくなり２４時間での高カロリー輸液開始。在宅で２４時間高カロ

リー輸液を管理するため、CV ポート（皮下埋め込み型ポート : 皮膚の下に埋め込ん

で点滴するために使用）を留置。疼痛緩和目的として医療用麻薬を使用。定期の訪問は

週に 1 回（月 4 回）。他臨時で 6 回伺う。

　訪問診療導入時、病院での最期を希望されていた。その後、ご本人が最期まで自宅で

過ごしたいという意思を示され、ご家族の介護により、ご自宅でのお看取りとなった。

訪問診療（4 回）

往診（昼）

往診（夜）

在宅中心静脈栄養法指導管理料

注入ポンプ加算

在宅時医学総合管理料

頻回訪問加算

ターミナルケア加算

看取り加算

※その他費用として、死亡診断書（自費）

833 点 ×4　　　3,332 点

845 点 ×3　　　2,535 点

3,765 点 ×3　　 11,295 点

3,000 点

1,250 点

5,000 点

600 点

5,500 点

3,000 点

5,400 円

　末期癌患者など死が避けられない終末期の

患者に対して、死を迎えるまでのケアのこと

を指します。身体的疼痛のコントロールだけ

でなく、死と直面していることによる恐怖、

不安、家族への人格的援助も含まれます。

80 歳男性　

疾患：膵臓癌末期　の場合

１か月にかかった医療点数 35,512 点

医療保険請求金額 =35,510 円　※1 割負担（後期高齢者）

自己負担限度額の上限に達するため請求金額は18,000円

別途文書料 5,400円

事例 3 ターミナルケアの患者様



訪問診療 料金表 平成30年 8月～

高齢者（70歳以上）

一般（70歳未満）

１割

2割

3割

3割

18,０００円 

18,０００円 

80, 100円～
（多数回44,400 円～）

負 担 額 の 上 限

高額医療による

自己負担限度額

●定期的な訪問診療（基本 2回 / 月～訪問）

基本負担内容

在宅時医学総合管理料　＋

訪問診療費

臨時往診費

検査費用等

在宅時医学総合管理料　＋

訪問診療費

臨時往診費

検査費用等

在宅時医学総合管理料　＋

訪問診療費

臨時往診費

検査費用等

在宅時医学総合管理料　＋

訪問診療費

臨時往診費

検査費用等

対象 負担割合 負担額の上限（通院）

※患者さまのお身体の調子や病気によって料金も変動がございます。

　 ご不明な点がありましたら、 お近くの医療機関までご相談ください。

（年間上限 14 万 4 千円 )

（年間上限 14 万 4 千円 )

※所得に応じて異なる

※所得に応じて異なる

●診察代

　◎初診料　　　　362 点

　◎再診料　　　　 73 点（計画的な医学管理をする場合、外来管理加算 52 点も算定します。）

　◎訪問診療料　計画的に診察を行った場合　　　　　　　　　　　　　　　

●往診料　患者様または介護者の求めに応じて訪問する場合　　　　　　　　

　　※但し、往診の時間帯と緊急性の有無によって料金が変わります。※１

●在宅時医学総合管理料　計画的な医学管理の下、

　　　　　　　　　　　　定期的な訪問診療を実施している場合に月 1 回算定

　　　・重症患者※2（月 2 回以上訪問）　　　　　　　　　　　　　　　 　

　　　・月 2 回以上訪問している場合　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　　　・月１回訪問している場合                                　　 　 　　　　　

　◎在宅時医学総合管理料の加算

　　包括的支援加算　　　　150 点 特に通院が困難な患者様に対して、

 他機関との連携をとる場合に加算 ※3

●検査・処置・注射を行った場合は別途料金が発生いたします。

　※項目や数量によって料金は異なります。

●特殊な医療管理が必要な患者様は、別途管理料を算定させて頂きます。

　　例）在宅酸素、自己注射、自己導尿、経管栄養、中心静脈栄養　等

●患者様または介護者の求めに応じて医学的指導・助言を電話にて行った場合は、電話再診料

　を頂く場合があります。※１

●公費受給者証をお持ちの場合、対象の医療費については公費適用となります。

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

833 点

720 点

5,000 点

4,100 点

2,520 点



時間

6：00 ～ 8：00

8：00 ～ 9：00

9：00 ～ 18：00

18：00 ～ 22：00

22：00 ～ 6：00

(内)73

(外)138

(深)493

(外)138
(夜)2,410

(外)910

(内)845

(夜)2,410

(深)3,765

電話再診 臨時往診

時間

6：00 ～ 8：00

8：00 ～ 18：00

18：00 ～ 22：00

22：00 ～ 6：00

(外)138

(深)493

(夜)2,410

(外)910

(夜)2,410

(深)3,765

電話再診 往診

☆詳しい料金に関しては、 各クリニックまでお問い合わせください。

※2…重症度の髙い患者

・末期の悪性腫瘍の患者 ・指定難病の患者 ・酸素療法を実施している患者

・後天性免疫不全症候群の患者 ・脊髄損傷の患者 ・真皮を超える褥瘡の患者　

・人工呼吸器を使用している患者 ・気管切開の管理を要する患者 

・気管カニューレを使用している患者

・ドレーンチューブ等を使用している患者・人工肛門等の管理を要する患者

・在宅自己導尿を実施している患者

・在宅自己腹膜灌流を実施している患者　・在宅血液透析を実施している患者　・スモンの患者

・在宅中心静脈栄養を実施している患者　・在宅成分栄養経管栄養法を実施している患者　

・植込み型脳・脊髄電気刺激装置による疼痛管理を受けている患者

・携帯型精密輸液ポンプによるプロスタグランジンⅠ2 製剤の投与を受けている患者

※3…特に通院が困難な患者様に対して、他機関との連携をとる場合

・要介護 2 以上に相当する患者　　　　・認知症高齢者の日常生活自立度ランクⅡｂ以上の患者

・月 4 回以上の訪問看護を受ける患者　・訪問診療または訪問看護時に処置を行っている患者

・特定施設等の入居者の場合は医師の指示を受けて看護師が痰の吸引、胃瘻

・腸瘻の管理などを行う患者 ・その他関係機関等との連携の為に特に重点的な支援を要する患者

※１…電話再診料・臨時往診料（緊急性のある場合）

　　平日　　　　　　　　　　　　　（単位：点）

土曜

施設基準について（H30.4 月時点）

時間

6：00 ～ 22：00

22：00 ～ 6：00

(内)…時間内、(外)…時間外、(深)…深夜、(夜)…夜間

(休)263

(深)493

(休)2,535

(深)3,765

電話再診 往診

日曜・祝日

ホームアレークリニック本院

☎03-6859-2800

ホームアレークリニック城南

☎03-5731-0151

機能強化型在宅診療支援診療所

3 名以上の常勤医師が在籍し、一定

以上の緊急往診、看取りの実績があ

ると共に、連携する診療所にて患者

様情報共有とお互いの緊急時に連携

し往診へ伺う体制を整えた診療所



ホームアレークリニック本院/城南 訪問エリア目安

ホームアレークリニック本院 訪問エリア目安

ホームアレークリニック本院/城南 訪問エリア目安

ホームアレークリニック 訪問エリアご案内マップ

在宅療養支援診療所

ホームアレークリニック 本院

在宅療養支援診療所

ホームアレークリニック 城南

医療法人社団ホームアレー

ホームアレークリニック 本院

24 時間オンコール体制

院長：宇野 佳孝

科目：内科・神経内科（その他応相談）

TEL：03-6859-2800　

FAX：03-6859-2801

E-mail：info@home-ally.jp

〒154-0002

東京都世田谷区下馬 6-17-11

セトル学芸大 1F

＜訪問強化エリア＞

【目黒区】駒場・大橋・青葉台・東山

 上目黒・中目黒・三田・祐天寺・五本木

 中町・目黒・下目黒・目黒本町・鷹番

 碑文谷・柿の木坂・八雲・東が丘

【世田谷区】北沢・代沢・代田・梅が丘

 豪徳寺・宮坂・若林・太子堂・世田谷

 三宿・池尻・三軒茶屋・野沢・上馬

 弦巻・新町・桜新町・駒沢・上野毛

 深沢・等々力・中町・下馬

【品川区】

 小山・小山台

医療法人社団ホームアレー

ホームアレークリニック城南
24 時間オンコール体制

院長：梅里 尚行

科目：内科・神経内科（その他応相談）

TEL：03-5731-0151　

FAX：03-3724-6205

E-mail：info2@home-ally.jp

〒152-0034

東京都目黒区緑が丘 3-1-7

セトル緑が丘１階

＜訪問強化エリア＞

【目黒区】中根・平町・南・原町・洗足

 緑が丘・自由が丘・大岡山

【世田谷区】野毛・玉堤・尾山台・奥沢

 東玉川・玉川田園調布

【品川区】平塚・荏原・戸越・旗の台

 中延・東中延・西中延・豊町・西大井

【大田区】田園調布・田園調布本町

 北千束・南千束・東雪谷・南雪谷

 石川町・北嶺町・西嶺町・東嶺町

 上池台・北馬込・東馬込・ 西馬込

 南馬込・中馬込・仲池上・ 池上

 下丸子・千鳥・中央・久が原・ 南久が原

ホームアレークリニック　訪問エリアご案内マップ
ソフィアグループ 在宅療養支援診療所（訪問診療）

※併設 : 居宅・訪看・訪問介護(定期巡回・随時対応　※目黒区限定 )

2016/12/06 更新

※ご相談・ご用命は、本院 / 城南のどちらに

　ご連絡頂いてもかまいません。院内で連携・調整

　の上で、最適なご提案を致します。

作成：ソフィアメディ株式会社
　　　営業サポート担当 中村

ソフィア地域包括メディ・ケア城南



ホームアレークリニック本院 訪問エリア目安

ホームアレークリニック 訪問エリアご案内マップ

ホームアレークリニック　訪問エリアご案内マップ
ソフィアグループ 在宅療養支援診療所（訪問診療）

ホームアレークリニック本院/城南 訪問エリア目安

ホームアレークリニック本院/城南 訪問エリア目安

在宅療養支援診療所

ホームアレークリニック 本院

在宅療養支援診療所

ホームアレークリニック 城南

医療法人社団ホームアレー

ホームアレークリニック 本院

24 時間オンコール体制

院長：宇野 佳孝

科目：内科・神経内科（その他応相談）

TEL：03-6859-2800　

FAX：03-6859-2801

E-mail：info@home-ally.jp

〒154-0002

東京都世田谷区下馬 6-17-12

セトル学芸大 1F

＜訪問強化エリア＞

【目黒区】駒場・大橋・青葉台・東山

 上目黒・中目黒・三田・祐天寺・五本木

 中町・目黒・下目黒・目黒本町・鷹番

 碑文谷・柿の木坂・八雲・東が丘

【世田谷区】北沢・代沢・代田・梅が丘

 豪徳寺・宮坂・若林・太子堂・世田谷

 三宿・池尻・三軒茶屋・野沢・上馬

 弦巻・新町・桜新町・駒沢・上野毛

 深沢・等々力・中町・下馬

【品川区】

 小山・小山台

医療法人社団ホームアレー

ホームアレークリニック城南
24 時間オンコール体制

院長：梅里 尚行

科目：内科・神経内科（その他応相談）

TEL：03-5731-0151　

FAX：03-3724-6205

E-mail：info2@home-ally.jp

〒152-0034

東京都目黒区緑が丘 3-1-7

セトル緑が丘１階

＜訪問強化エリア＞

【目黒区】中根・平町・南・原町・洗足

 緑が丘・自由が丘・大岡山

【世田谷区】野毛・玉堤・尾山台・奥沢

 東玉川・玉川田園調布

【品川区】平塚・荏原・戸越・旗の台

 中延・東中延・西中延・豊町・西大井

【大田区】田園調布・田園調布本町

 北千束・南千束・東雪谷・南雪谷

 石川町・北嶺町・西嶺町・東嶺町

 上池台・北馬込・東馬込・ 西馬込

 南馬込・中馬込・仲池上・ 池上

 下丸子・千鳥・中央・久が原・ 南久が原

※併設 : 居宅・訪看・訪問介護(定期巡回・随時対応　※目黒区限定 )

2016/12/06 更新

※ご相談・ご用命は、本院 / 城南のどちらに

　ご連絡頂いてもかまいません。院内で連携・調整

　の上で、最適なご提案を致します。

作成：ソフィアメディ株式会社
　　　営業サポート担当 中村

ソフィア地域包括メディ・ケア城南



医療法人社団ホームアレー
在宅療養支援診療所 ホームアレークリニック

〒154-0002

東京都世田谷区下馬6-27-11 セトル学芸大1F

TEL：03-6859-2800　　FAX：03-6859-2801

H  P：http://www.home-ally.jp/
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