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医療法人葵会 

もりおか往診クリニック 

—訪問診療、往診のご案内— 
Web用 
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＜ごあいさつ＞ 

もりおか往診クリニックは、平成１４年１０月開院のクリニックです。 

当クリニックは盛岡市東見前に位置しており、医師5名・看護師6名・医療ソーシャルワーカー1名・事務員6名の職員

体制で、訪問診療・往診を行っております。 

在宅での介護はご苦労も多く、大変だと思いますが、患者様やご家族様に「先生にみてもらってよかった」と思われる

ようなクリニックでありたいと、日々努力いたしております。お困りのときは、どうぞお気軽にご相談ください。 

 

クリニック代表 木村幸博 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリニックでのミーティングの風景 

 

もりおか往診クリニックのデータ 

住所：岩手県 盛岡市 東見前６－８５－１ 

電話：０１９－６１４－０１３３  FAX：０１９－６１４－０１３４ 

E-mail：mhc@mhcclinic.jp       HP： https://www.mhcclinic.jp/  
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＜クリニックの理念＞ 

安心、安全、安らかに 
通院困難なかたが、在宅で安心してゆっくり過ごしてもらうことが当クリニックの最終目標です。そのために病院と同じ

ように 24時間の医療を提供し得られる安心感、安全に行える在宅での医療的な指導、身体精神ともに安らかにいられる

こと等が大事です。そのために私たちは最大限の努力をしていきたいと思います。 

 

＜スタッフ＞ 

当クリニックは平成14年10月に開設、最初は医師、看護師、事務それぞれ一人ずつで始まったクリニックですが、平

成18年に在宅支援診療所の届け出を行い、現在では医師5人を含めスタッフの合計が 16人となっております。 

医師 

木村 幸博 外科学会認定医、その他 

岩井 正勝 内科学会認定医、 緩和医療学会、消化器病学会認定医、内視鏡学会認定医 

村田 望  内科学会認定医、 緩和医療学会、消化器病学会認定医、内視鏡学会認定医 

高橋 保  日本内科学会（循環器専門） 

古武 達也 日本プライマリケア学会認定医／指導医、日本外科学会外科専門医 

看護師   菊池 勝子、川村 利絵、金野 真弓、栁田 麻美、日向 珠美、外谷 智恵 

医療ソーシャルワーカー  坂本 修 

事務    大山 茂、吉田 佳子、吉田 光春、竹内 美智子、村山 恵利華、藤村 真知子 
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＜訪問診療のご案内＞ 

もりおか往診クリニックは、病院へ通院できないかたを対象とする、往診専門のクリニックです。 

病状が思わしくなく病院での待ち時間が長くて辛い思いをされたかた、寝たきりになって薬だけを取りに行っていた

かた、がんの治療が終わり病院から「後は自宅でゆっくり過ごしてください」と言われたかたがたは当クリニックが訪問診

療、往診にて対応させていただきます。地域の訪問看護ステーションやケアマネージャーとも連絡を取り合っており、必

要に応じてご紹介いたします。 

 

＜往診地域＞ 

原則として、当クリニックより車で３０分以内に行ける場所です。 

盛岡市・矢巾町・紫波町・滝沢市の一部（距離的な事情でお断りする場合があります。） 

 

＜訪問診療の対象者＞ 

当クリニックでの訪問診療の対象となるかたは 

１． 悪性腫瘍で病院での治療を終了されたかた 

２． 高齢にて足腰が立たなくなり、寝たきりとなったかた 

３． 認知症が高度で通院ができなくなったかた 

４． 脳血管後遺症による寝たきり状態のかた 

５． 慢性呼吸器疾患で酸素や人工呼吸器を装着しているかた 

６． 神経難病（パーキンソンやALS、筋ジス）で寝たきり状態のかた 

７． 胃ろうチューブや尿道カテーテルチューブを使用しているかた 

８． その他病院や開業医への通院が困難なかた 

訪問範囲は 

車で３０分以内の場所 

・盛岡市（玉山区を除く） 

・矢巾町 

・紫波町 

・滝沢市（一部） 

 

概ね 
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＜在宅医療でできること＞ 当クリニックでは在宅で可能な限りの検査ついて十分に対応できる体制を整えています。 

検査について 

在宅ポータブルＸ線装値 ＦＣＲによるデジタル撮影現像 小型１２誘導心電計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポータブル超音波エコー装置 ポータブル血液ガス分析装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜在宅医療で使用する物品、器械類＞ 

自動吸引器 吸入器 点滴スタンド パルスオキシメーター 

気道内の痰や口腔内の唾液を吸

引する装置 

自立支援法で購入すると一割負担

で約5000円程度 

当クリニックからの貸し出しの場合

は無料（35台） 

気道内の痰を柔らかくする器械 

自立支援法で購入すると一割負担

で約2000円程度 

当クリニックからの貸し出しの場合

は無料（22台） 

点滴バックを吊すスタンド 

自費購入で 20000円くらい 

当クリニックからの貸し出しの場合

は無料（1５台） 

よく使うのは針金ハンガーやＳ字

フック 

体の中の酸素濃度を測る器械 

自立支援法で購入すると、一割負

担で約6000円程度 

当クリニックからの貸し出しの場合

は無料（2台） 

 

酸素濃縮器（ＨＯＴ） 液体酸素 酸素ボンベ 人工呼吸器 

クリニックからの貸し出し 料金は医療費の中に含まれます 

 

ガーゼなどの衛生材料 褥創用フィルム 固定用テープや絆創膏 加湿用の蒸留水など 

医学管理料を算定している場合

は、クリニックからの支給 

家族が処置して、使う分は自費購

入 一枚１００円くらい 

自費購入 自費購入 

 

吸引用カテーテルチューブ 胃ろう用注射器・栄養管セット 胃ろうチューブ 気管切開用カニューレ 

自費購入 50本で 3-7千円 医学管理料を算定している場合は、

クリニックからの支給 

料金は医療費の中に含まれます 料金は医療費の中に含まれます 
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訪問診療を受ける際のポイント 

 

1. 治療方針は本人、家族の意向を主体に決めています。 

何を希望しているのか、どうしたいのかを必ず医師にお伝えください。 

不明な点がある場合は、ご相談ください。 

また診療の際は、できるだけ家族のかたの同席をお願いいたします。 

お茶、手洗い桶などの準備は全く不要です。見送りも不要です。 

 

2. 訪問日は前もって連絡しますが、時間の指定はできません。 
日によって急患が入ったり、人によって診療時間が様々なので、時間をお約束することができないの

です。 

場合によっては昼食中にお邪魔することもありますが、ご理解願います。 

都合が悪い時間帯がある場合はその時間をお知らせいただければ極力避けるようにいたします。 

 

3. 内服薬は院外処方です。 

都合の良い薬局に取りに行っていただきます。 

取りに行くことができないかたは、薬剤師による訪問もありますので利用してください。 

 

4. 在宅での医療はチーム医療です。 

必要なときは医師だけでなく、看護師やリハビリのケアを受けるようにしてください。 

 

5. 料金は一ヶ月遅れで事務から、ご請求の電話をさせて頂きます。 

電話が来たあと、訪問の際にお支払いください。 

会計が間に合わない場合はその旨をご相談ください。 

尚、銀行振込をご希望のかたはお申し出ください 

（振込手数料は患者様負担となります） 

医療費・衛生材料費・交通費・介護保険費以外の請求はありません。 

お礼・商品券などの心遣いはお受け取りできませんのでご理解ください。 

 

6. 保険証の確認が必要ですので、月一回の提示をお願いします。 

また、保険証が変わったときはすぐに電話でご連絡ください。 

 

もりおか往診クリニック 

木村 幸博 
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＜チーム医療について＞ 

当クリニックではチーム医療で診療を行っております。いろいろな病気をかかえた患者様を在宅で診させていただく

ためには、様々な知識と判断が必要になります。また夜間や休日に柔軟に対応するためにも、主治医だけではなく、

医師5人全員と（内科系3名、外科系2名）、看護師6名の複数による医療スタッフで診療させていただくことで、かたよ

りのない、より良い医療を提供できると考えております。また、毎日朝・夕にミーティングを行い日々変化する患者様の

状態について多角的に検討しております。さらに、必要に応じて訪問看護ステーション、ケアマネージャー、リハビリの

かたなどとも、連絡・協力しながら医療サービスの提供を行います。なお、必要な際にスムーズに入院ができるように連

携病院を決め、電子カルテシステムを利用し病状を報告しており、ご紹介を行えるようにしております。 

 

＜情報の共有、連携システム＞ 

 

 

当クリニックでは患者さんに関係する全ての医療関係者に情報を公開し、共有しております。そのために独自のネット

ワークシステムを 10年以上前から自主開発しております。希望すれば病院の元主治医や遠くに住む家族も訪問時の様

子を、インターネットを通じていつでもどこでも閲覧することができます。訪問看護師やリハビリ、薬局の薬剤師もWEB上

から同じネットワークシステムを利用しています。患者様毎に連携者を設定しておりますので、必要以上に他人の情報

が得られるということはありませんのでご安心ください。 

 

＜医療ごみの出し方＞（盛岡市の場合） 

※ 盛岡市以外にお住まいの方は、各市町村の廃棄物担当課にお問い合わせください。 

 

 

 

病院等で処方された医療器具などをご家庭で使用後、ごみとして出す方法は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

在宅チーム共通電子カルテ機能  
お互いに訪問時に何をしているか知らせあう機能 

インターネットのWEB入力でサーバーに記録 

月間の書き込み数は約2000件、クリニック医師から７００件 

他の施設からは１３００件 

WEBサーバーは個人毎の連携者を検索し，それぞれ記録

されたものを電子メールで配信する。 

 
記録内容を各連携者へ 

家庭から出る医療ごみの出し方 

 医師の指導に基づき、注射針などの鋭利なものを除き、燃やせるごみと燃やせないごみに

分けて、透明又は半透明なビニール袋で二重に包み、「医療ごみ」と表示してごみ集積場所

に出すか、自分で直接ごみ処理施設に持ち込んでください。 
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在宅チーム（チチチーーームムム MMMOOORRRIIIOOOKKKAAA）の一覧 

在宅医療連携拠点事業所 

事業所名 所在地 電話番号 

チームもりおか 盛岡市上田1-3-10イースタンキャッスル 1F 019-681-7653 

 

盛岡市および近郊の訪問看護事業所一覧（当クリニックと連携のある事業所）（五十音順） 

内丸病院訪問看護ステーション 盛岡市本町通１－１２－７ 019-653-5400 

看護協会立 盛岡訪問看護ステーション 盛岡市緑ヶ丘２－７－３ 019-663-5202 

くくる花巻訪問看護ステーション 花巻市若葉町三丁目４番３号 0198-29-5175 

ケア・テック 訪問看護ステーション 盛岡市愛宕町１０－２７ ㈱ケア・テック２F 019-623-5212 

康済会訪問看護ステーション 滝沢 滝沢市鵜飼字諸葛川１６－１９ 019-687-6560 

さんきょう訪問看護ステーション 盛岡市東安庭一丁目２３－３６ 019-652-3882 

指定訪問看護ステーション まつぞの 盛岡市東黒石野３－２－１ 019-662-5480 

たぐち訪問看護ステーション 盛岡市本町通１－３－６ 019-621-2345 

中津川病院 在宅診療部 訪問看護 盛岡市下米内2丁目4-12 019-662-3252 

ニチイケアセンター盛岡南訪問看護ステーション 盛岡市津志田１４－１１２ 019-614-0031 

ブライトステージ訪問看護 盛岡市肴町３－１８ ２階 019-625-2001 

フレアス訪問看護ステーション盛岡 盛岡市本宮３－２４－１ 019-635―8448 

ほうもんかんご イスト盛岡 盛岡市門１－５－４０ 019-658-8887 

訪問看護ステーション・アイ 盛岡市北山１丁目５－３６ 北山ハイツ１０３ 019-681-9909 

訪問看護ステーション ありがとう 滝沢市篠木黒畑５６－１－３－２ 019-699-2323 

訪問看護ステーション 不来方 盛岡市松園2丁目２１－６ 019-665-2788 

訪問看護ステーション さくら館 盛岡市長橋町３－４７ 019-681-3608 

訪問看護ステーション はるかぜ 盛岡市永井19-197-2C 019-681-4747 

訪問看護ステーション まごころ 盛岡市三ツ割2丁目5-7 019-681-6973 

訪問看護ステーション もりのみやこ 盛岡市浅岸１－４－１５ 大塚ビル２階 019-652-7848 

訪問看護ステーション やはば 紫波郡矢巾町大字又兵ｴ新田６－１５－５ 019-698-1388 

訪問看護ステーション ゆうあい 盛岡市北飯岡１-２-２５ 019-634-1103 

盛岡医療生活協同組合訪問看護ステーション・かわくぼ 盛岡市津志田２６－３０－１ 019-635-6826 

盛岡市医師会 訪問看護ステーション 盛岡市愛宕町１８－６ 019-621-3773 

リハヴィレッジいわて訪問看護ステーション 盛岡市下太田沢田９２－３ 019-618-9182 

 

 

 

 

 



 9 

 

在宅薬剤管理指導を行う薬局（当クリニックと連携のある事業所）（五十音順） 

エイシン薬局 盛岡市月が丘２丁目５−２１ 019-641-0454 

かるがも薬局中央通店 盛岡市中央通１丁目１４−４３ コーポ中山 1F 019-652-2422 

かるがも薬局山岸店 盛岡市山岸1-3-11 019-623-9696 

すずらん薬局 盛岡市西松園3－22－2 019-663-7004 

すみれ薬局 盛岡市青山２丁目２３−８ 019-645-2311 

ツルハドラッグ津志田店 盛岡市津志田中央２丁目１７－３３ 019-637-0226 

永井中央薬局 盛岡市永井19地割253番地1 019-605-7050 

ポプラ薬局 盛岡市名須川町２７−４２ 019-652-2793 

リーフ薬局 盛岡市向中野千刈田７２－１ 019-656-5877 

 

盛岡市および近郊の訪問リハビリ事業所（当クリニックと連携のある事業所）（五十音順） 

おいかわ内科クリニック訪問リハビリテーション 盛岡市上田一丁目１８－３８ 019-622-7400 

孝仁病院リハビリテーション科 盛岡市中太田泉田２８ 019-656-2888 

須藤内科クリニックハビリテーション科 盛岡市盛岡駅西口２－９－１ 019-621-5222 

滝沢中央病院リハビリテーション科 滝沢市鵜飼１－１０４ 019-684-1151 

中津川病院訪問リハビリテーション 盛岡市下米内２－４－１２ 019-662-3532 

訪問リハビリテーションこずかた 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢一丁目２－１８１ 019-697-5211 

松園第一病院訪問リハビリテーション 盛岡市東黒石野三丁目２－１ 019-662-6111 

盛岡医療生活協同組合川久保病院リハビリテーション科 盛岡市津志田２６－３０－１ 019-635-1645 

盛岡つなぎ温泉病院訪問リハビリテーション 盛岡市繋字尾入野６４－９ 019-689-2101 

ゆうあいの街クリニック内 訪問リハビリテーションゆうあい 盛岡市北飯岡一丁目２－２５ 019-634-1160 
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医療費の概算（検査や薬剤費、診断書代は含みません） 

 自己負担 月1回の訪問 月2回の訪問 月4回の訪問 医療費の上限額 

70歳未満 3割 
2,500円 

3,503円 

20,000円 

21,584円 

25,000円 

26,584円 

限度額適用認定証をお持ちのかた 

【区分 ア】  252,600円（254,184円） 

【区分 イ】  167,400円（168,984円） 

【区分 ウ】   80,100円（81,684円） 

【区分 エ】   57,600円（59,184円） 

【区分 オ】   35,400円（36,984円） 

※多数該当のかたはさらに上限額が

引き下がります。 

70才以上 

または 

65才以上で1～

3 級等の身体障

害者手帳をお

持ちのかた 

1割 
830円 

1,833円 

6,670円 

8,254円 

8,330円 

9,914円 

12,000円 

13,584円 

限度額適用認定証をお持ちのかた 

【区分Ⅰ・Ⅱ】   8,000円 

9,584円 

2割 
1,670円 

2,673円 

12,000円 

13,584円 

12,000円 

13,584円 

12,000円 

13,584円 

限度額適用認定証をお持ちのかた 

【区分Ⅰ・Ⅱ】   8,000円 

9,584円 

3割 
2,500円 

3,503円 

20,000円 

21,584円 

25,000円 

26,584円 

44,400円 

45,984円 

※老人ホーム等の入所者は、若干金額が違います。 

※限度額適用認定証をお持ちのかたの自己負担限度額は目安です。詳しくは当クリニックまでお問い合わせください。 

黒字は 医療費のみ 

赤字は 医療費＋介護保険（居宅療養管理指導（1割負担））＋交通費 

※介護保険2割負担の方の金額は、当クリニックまでお問い合わせください。 

   ただし原則として月2回以上の訪問診療が必要なかたを当クリニックの訪問診療の対象者とします。 

   一人で通院可能なかたは訪問診療の対象とはなりません。 

＜自立支援医療受給者証、特定医療費受給者証（特定疾患）をお持ちのかた＞ 

所得に応じて自己負担限度額が設定されています。 

＜医療費の支払いでお困りのとき・限度額適用認定証（多数該当）のお問い合わせ＞  

＊国民健康保険のかた・後期高齢者医療保険のかた＊ 

盛岡市役所 健康保険課 ６２６－７５２７     矢巾町役場 国保年金係 ６１１－２５０１ 

紫波町役場 国保年金室 ６７２－２１１１     滝沢市役所 保険年金課 ６８４－２１１１ 

＊社会保険のかた＊  各保険者・事業所へご確認ください。 
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訪問診療の際の確認事項 

確認事項 合意済 

健康保険と介護保険を使う、保険診療です。 

保険証の提示をお願いします 

 

２４時間体制をとっておりますが、救急車のように緊急走行できません。 

連絡をいただいてからお伺いするまでに１時間以上かかりますのでご了承ください。 

＊もりおか往診クリニック連絡先をご覧ください。 

 

在宅医療はチーム医療です。 

必要なときは、薬剤指導、訪問看護、訪問リハビリを受けるようにしましょう。 

 

連携病院（緊急時の入院を希望する病院）をお知らせください。 

＊「再入院時の入院先確認書」のご記入をお願いします。 

在宅でできる検査は限定されます。血液検査、レントゲン検査、心電図、腹部超音波検査など、症状に

応じて、病院での検査をおすすめする場合があります。 

 

定期訪問診療は、 月   回    曜日です。 

状況に応じて変更します。 

 

定期訪問診療の時間指定はできません。午前、午後の指定もできません。 

（訪問時刻にこだわりのあるかたは、通院医療をお勧めします） 

 

診療の際は、できるだけご家族様の同席をお願いします。 

治療方針は、患者様・ご家族様の意向を主体に決めています。 

＊不安なこと・心配なこと・疑問点など何でもご相談ください。 

 

医療費の支払いは、１ヶ月締めの翌月請求です。 

定期訪問診療の前日に請求金額をお知らせしますので、訪問時に現金でお支払いください。 

支払い時期・方法はご相談に応じます。 

 

交通費は訪問診療１回につき５００円です。 

１ヶ月の交通費の上限額は１，０００円です。 

 

医療機器（吸入器、吸引器）の必要な方には、クリニックから貸し出します。 
 

お薬は、原則的に院外処方です。かかりつけ薬局をお知らせください。 

薬剤師がご自宅にお伺いする「在宅訪問薬剤管理指導」もあります。 

できるだけ｢在宅訪問薬剤管理指導｣を受けるようにおすすめします。 

 

消耗品・処方できない薬品（蒸留水・消毒液など）は、実費購入です。  

もりおか往診クリニックは居宅療養管理指導の事業所です。 

介護保険該当の方は、居宅療養管理指導料算定の同意を頂いております。 

＊同意書のご記入をお願いします。  

 

 


