
品川ガーデンクリニック
人工透析内科   内科   泌尿器科   訪問診療

医療法人社団麗星会

五反田ガーデンクリニック
人工透析内科   内科   泌尿器科   リハビリテーション科

恵比寿ガーデンクリニック
人工透析内科   内科   泌尿器科   外科

 〒141-0032

TEL：03-3779-4970 FAX：03-3779-2345
東京都品川区大崎1-20-3　イマス大崎ビル2階

https://www.gardenclinic.org

医療法人社団麗星会
品川ガーデンクリニック

 〒141-0022

TEL：03-3445-4970 FAX：03-3445-3131
東京都品川区東五反田5-22-27　関配ビル7階

https://www.reiseikai.org/ggc/

医療法人社団麗星会
五反田ガーデンクリニック

 〒150-0011

TEL：03-6450-5690 FAX：03-3407-1700
東京都渋谷区東3-9-19　VORT恵比寿maxim9階

https://www.reiseikai.org/egc/

医療法人社団麗星会
恵比寿ガーデンクリニック
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東京メトロ日比谷線
恵比寿 徒歩4分

JR山手線 恵比寿 徒歩4分

 ※本書の無断複写・転載は禁じます。

 〒150-0011
東京都渋谷区東3-9-19
VORT恵比寿maxim 9階

アクセス

43Reiseikai Medical Corporation2

当医療法人には、「腎不全医療・透析医療」「リハビリ

テーション」「一般在宅医療（訪問診療・往診）」「一般

外来（内科、泌尿器科）」の4つの部門があります。これ

ら4部門を、時には個別に、時には組合せて、最適な形

として患者さんに提供します。これにより、多種多様な

地域医療のニーズに応えることができます。

※ 本 紙 の 内 容 は、品 川ガ ーデンクリニックホ ームペ ージ
（https://www.gardenclinic.org）、五反田ガーデンクリニ
ックホームページ（https://www.reiseikai.org/ggc/）及び
恵比寿ガーデンクリニックホームページ（https://www.
reiseikai.org/egc/）からダウンロードすることができます。

 恵比寿駅 徒歩4分

医療法人社団麗星会パンフレット（第5版）

・発行 ： 医療法人社団　麗星会
・粘土細工作製 ： 若井陽希（医療法人社団麗星会）
　　　　　　　    山中里佳（医療法人社団麗星会）
　　　　　　　    医療法人社団麗星会事務部
・企画・編集・制作 ： 麗星会メディア株式会社

腎不全医療
透析医療

一般在宅
医療

リハビリ
テーション

一般外来

麗星会公式キャラクター
「Reiseikai Star Rabbits」です。

至
目
黒

至
渋
谷

山
手
線
・
埼
京
線
・
湘
南
新
宿
ラ
イ
ン

西
口

東口

2 番
出口

1 番
出口

JR山手線・東京メトロ
恵比寿駅より 徒歩4分
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比
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駅
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寿駅

東京
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ロ

日比
谷線

駒沢
通り

明治通り
恵比寿東公園

渋谷橋歩道橋

歩道橋経由 横断歩道経由

恵比寿駅東口

恵比寿一丁目

セブン
イレブン

ファミリーマート

アトレ
恵比寿

渋谷橋郵便局

恵比寿
ガーデンクリニック

VORT 恵比寿 maxim 9F

日比谷駅

大崎
五反田

有楽町

新宿駅

池袋駅

湘南新宿ライン

日比谷線
東京メトロ

埼京線

品川駅恵比寿駅

横浜駅

赤羽駅大宮駅

東京駅

上野駅

8分 15分

17分

27分

20分

８分

恵比寿駅
22分

恵比寿駅
38分

・東京より山手線で恵比寿まで20分

・池袋より山手線で恵比寿まで16分

・大宮より埼京線・湘南新宿ラインで
　恵比寿まで38分

・横浜より湘南新宿ラインで
　恵比寿まで27分

・日比谷より東京メトロ日比谷線で
　恵比寿まで15分
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医療法人社団麗星会は行動力と体力を併せ持ったフレッシュなスタッフで患

者さんに充実した医療を提供します。対象疾患を限定せず様々な疾患に対応で

きるように日々自己研鑽に努めています。

当法人のキャッチフレーズ（標語）は、「More for the Life（患者さんの人生・生命

のためにもっとできることを）」です。現在の医療を取り巻く環境は厳しく、社

会が医療者に与えることが出来る資源は限られています。このような限られた

資源を有効活用し患者さんが満足できる医療を提供するために、我々は患者さ

んのLife（人生・生命・ライフスタイル）に目を向けることにしました。効率的に

医療資源を活用し、患者さんの豊かなライフスタイル作りに貢献したいと思っ

ています。

患者さんには医療者の医療技術と励ましが必要です。そして、我々医療者には

患者さんからの期待と励ましが必要です。共に力を合わせて次の時代の医療を

創っていきましょう。

診療案内概要  P 2

ごあいさつ  P 5

腎不全医療・透析医療  P 6

●通院血液透析について P 7

　・ 通院血液透析患者さん用送迎サービス P12

　・ 通院血液透析患者さん向けリハビリテーション P14

　・ 通院血液透析のQ&A P16

●在宅血液透析について P18

　・ 在宅血液透析のQ&A P23

●腹膜透析について P25

　・ 腹膜透析のQ&A P25

一般在宅医療（訪問診療・往診） P26

　・ 一般在宅医療（訪問診療・往診）のQ&A P28

一般外来（内科・泌尿器科） P30

　・ 一般外来（内科・泌尿器科）のQ&A P31

TOPICS_01 ● 設備・医療機器  P32

             02 ● 往診グッズ  P34

             03 ● 国際交流活動  P35

スタッフ紹介  P36

品川ガーデンクリニック　クリニック案内・アクセス P38

五反田ガーデンクリニック　クリニック案内・アクセス P40

恵比寿ガーデンクリニック　クリニック案内・アクセス P42

  目　次   ごあいさつ

医療法人社団麗星会理事長
品川ガーデンクリニック院長
五反田ガーデンクリニック副院長
恵比寿ガーデンクリニック副院長
日本透析医学会評議員
日本在宅血液透析学会理事・総務委員長
International University, Cambodia  
医学部客員教授
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　当医療法人は、腎不全医療・透析医療につ

いての十分な知識・経験を持ったスタッフと

最新の設備で充実した専門医療を提供して

います。

■当医療法人の通院透析の特長

腎不全医療・透析医療

　腎臓は、老廃物や余分な水分（≒塩水）を尿として体外に排出する大切な臓器で

す。

　この腎臓の機能が何らかの原因で低下してしまった状態を腎不全といいます。

　腎不全が進行しないように、当法人では、一般外来の内科にて「腎不全外来」を実

施し、患者さんに適切な治療を行います。これらの治療には、降圧剤等による血圧の

管理、腎保護作用のある薬剤の投与、食事療法等が含まれます（一般外来のページ

P30も御参照ください）。

　また、腎不全がさらに進行してしまい、自身の腎機能だけでは体調を維持できなく

なってしまった患者さんには透析医療を提供しています。透析により、身体の状態を

改善することができます。

　当法人では3種類の透析を実施しています。「通院血液透析」、「在宅血液透析」、

「腹膜透析」です。

　「通院透析」では、当法人に週2～3回通院し、機械を使用して血液をきれいにする

治療を行います。「在宅血液透析」も治療の原理（しくみ）は同じですが、この治療を自

宅で患者さん自身が行います。

　「腹膜透析」はお腹の中にある「腹腔」という空間に、特殊な管を使って治療液を注

入し、その治療液の中に老廃物や余分な水分を漉し出して身体をきれいにする治療

です。基本的に自宅で患者さん自身が治療を行います。

　また、当法人では一般外来の内科で「移植外来」を実施し、移植認定医が腎移植の

相談、腎移植後のフォローを行っています。

　血液透析センターを併設し、専門のスタッフによる通院血液透析治療を行っています。

● 通院血液透析について

専門スタッフによる治療
POINT

01

10台の送迎車と専門ドライバー
による丁寧な送迎サービス

POINT

03

透析治療に精通した
栄養士による栄養指導

POINT

06

24時間365日対応の
電話相談・臨時往診体制

POINT

02

いつでも血液検査が
実施可能

POINT

05

在宅医療を通して培った他医療
機関・介護福祉機関との連携体制

POINT

04

最新の透析機器・検査機器
オンラインHDF対応可

POINT

07

腎不全医療
透析医療

一般在宅
医療

リハビリ
テーション

一般外来
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　透析専門医、透析技術認定士等の専門資格を持

ったスタッフが治療を行います。また、定期的にカ

ンファレンスや院内研究会を実施し、患者さんの病

態把握に努めています。

　体調変化はいつ起こるかわかりません。当法人で

は、24時間365日、休むことなく患者さんの体調変化

に対応しています。深夜や休日であっても、いつでも

電話にて相談ができます。また、電話での相談で緊

急の診療が必要と判断された場合は、病状にあわせ

臨時往診や連携医療機関への紹介を行います。患者

さんの情報は遠隔操作可能な電子カルテに入力さ

れていますので、いつでも活用できます。

専門スタッフによる治療
POINT

01

24時間365日対応の
電話相談・臨時往診体制

POINT

02
■当医療法人の通院透析の特長

　通院が困難な患者さんには送迎サービスを提供

しています。当法人では10台の送迎車を使用し、1

日100便以上の送迎を実施することにより、待ち時

間や乗車時間が少なくなるよう努めています。また、

クリニック到着後、すぐに透析を始められるように

スタッフ間の連携を強化しています（クリニック到

着から透析開始まで平均15分）。

（通院血液透析患者さん用送迎サービスのページ

P12も御参照ください）

10台の送迎車と専門ドライバーによる
丁寧な送迎サービス

POINT

03

先駆的な災害対策
POINT

12

　透析を続けていくと、きちんと自己管理を行って

いる患者さんであっても時に入院や各科専門医の

診療が必要となることが起こりえます。この様な場

合に医療連携が重要となります。当法人は、在宅医

療や学術活動等を通じ、他医療機関・介護福祉機関

との「活きた連携」を日々地道に築いています。

在宅医療を通して培った
他医療機関・介護福祉機関との連携体制

POINT

04
＊連携医療機関：北里研究所病院、NTT東日本関東病院、

東京共済病院、東京都済生会中央病院、昭和大学病
院、東邦大学病院、虎の門病院等

＊連携介護福祉機関：品川区・大田区等の在宅支援セン
ター、訪問看護ステーション、ヘルパーステーション
等

活発な学術活動による自己研鑽
POINT

11

夜間透析に対応
POINT

09

長時間・高効率透析に対応
POINT

10

駅から2～4分で電車通院も容易
POINT

08
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　日系メーカーの最新型透析機器を使用していま

す。また、各種検査機器や治療機器も常備していま

す（施設案内のページP32も御参照ください）。

　全台オンラインHDF対応可能です（一部特殊用

途の機器を除きます）。

　血液検査機器を常備しているので、いつでも血

液検査が実施できます。採血から30～40分で主要

項目の検査結果を知ることができるため、正確な診

断と迅速な対応が可能です。

　品川ガーデンクリニック、五反田ガーデンクリニック、

恵比寿ガーデンクリニック共に最寄駅から徒歩2～4

分の駅前クリニックであり、電車での通院も容易です

（アクセスのページP39及びP41も御参照ください）。

最新の透析機器・
検査機器

POINT

07

いつでも血液検査が実施可能
POINT

05

駅から2～4分で
電車通院も容易

POINT

08

　当法人には透析治療に精通した専門の栄養士が

在籍しております。患者さんのライフスタイルにあ

わせた無理のない栄養指導（食事指導）を、患者さ

んや御家族に提供しています。

透析治療に精通した
栄養士による栄養指導

POINT

06

　月水金については夜間透析を実施しており、仕事

帰りに透析を受けることができます。23：00まで開

院していますのでゆっくりと透析を受けることがで

きます（最終返血開始時間は22：30です）。

夜間透析に対応
POINT

09

　5時間以上の長時間透析や高効率透析にも対応

しており、食事量や活動量の多い若年透析患者さ

んにも対応できます。また、心機能等の低下のため

ゆっくりと時間をかけた透析が必要な高齢患者さ

んにも長時間透析は有効です。

長時間・高効率透析に対応
POINT

10

　当法人は、診療の質を高め多種多様な病態に対

応するため、積極的に学会や研究会に参加してい

ます。また、各種臨床研究を関連医療機関等と共に

行い、積極的に国内外で発表しております。

活発な学術活動による
自己研鑽

POINT

11

　災害時にも患者さんとの連絡が取れるように、衛

星携帯電話を3台常備しています。2台は各クリニッ

ク院内に設置し、もう1台は医師が常に携帯してい

ます。また、災害時に必要となる各種医薬品・医療材

料、食糧、照明装置、発電機、燃料等を十分量備蓄し

ています。

先駆的な災害対策
POINT

12
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　当法人の送迎は、車両運行責任者の総合的調整

の元、専門のドライバーが行います。運行責任者が、

患者さんの御要望、体調、歩行状態、御自宅周囲の

環境、道路状況等を総合的に判断し調整を行って

おりますので、きめ細かい送迎が可能です。なお、

「御自宅の玄関（集合住宅の場合は集合住宅の入口）」

運行責任者によるきめ細かい調整
POINT

01

　当法人は、開院当初より送迎サービスを行ってお

ります。雨や雪の日も、震災の際も、送迎サービスを

豊富な送迎経験
POINT

02

　少ない数の送迎車で送迎を行うと、1台あたりに

お乗りいただく患者さんの数が増えてしまい、どうし

てもルートが長くなってしまいます。当法人では10

台の送迎車を使用し、1日約100便以上の送迎を実

10台の送迎車による80便以上の運行
POINT

03

　車椅子ごと乗車できる送迎車を装備しています

ので、車椅子でも安全に送迎が可能です。クリニッ

ク内も「東京都福祉の街づくり条例」に適合したバ

リアフリー構造になっています。

車椅子対応可能
POINT

04

■当医療法人の無料送迎サービスの特長

　当医療法人の診療テーマの一つは「在宅医療と透析医療の協調」です。当法人では移動

能力の低下した患者さんにも、入院ではなく、できるだけ自宅からの通院で透析を受けて

いただきたいと思っております。そのため、往診体制に加え、移動が困難な透析患者さん

に送迎サービスを無料で提供しています。

または「御自宅近くの待ち合わせ地点」からクリニック

の透析センターのベッドまで、スタッフの介助にて移

動させていただきます。よって、通常は御家族やヘ

ルパーさんの付き添い乗車は不要です（付き添って

いただくこともできます。特別な状況の患者さんの

場合は、付き添いが必須となることがあります）。

施することにより、待ち時間や乗車時間が少なくなる

ように努めています。また、当法人到着後、すぐに透

析を始められるようにスタッフ間の連携を強化して

います（クリニック到着から透析開始まで平均15分）。

続けてきました。この豊富な経験を活かし安全で安

定した送迎を実施しています。

●  通院血液透析患者さん用無料送迎サービス

運行責任者による
きめ細かい調整

POINT

01

10台の送迎車による
100便以上の運行

POINT

03

豊富な送迎経験
POINT

02

車椅子対応可能
POINT

04
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識と経験をもっておりますので、「透析患者さんに

最適なリハビリテーションとはなにか？」を常に考

え、透析患者さんに最適なリハビリテーションを提

供できます。

　当法人のリハビリテーションは、経験豊富な理学

療法士によって実施されます。また、リハビリテーシ

ョンの監督や補助を行う医師、看護師、技士等、す

べての職員が透析療法の専門家としての十分な知

理学療法士による
きめ細かいリハビリテーション

POINT

01

　赤外線治療器やホットパック、歩行訓練用平行棒

等 の 専 門 的 機 器 や 備 品 を 常 備しています ので 、

様々なリハビリテーション機器の常備
POINT

02

　当医療法人は開設時より広く在宅医療を行ってお

り、地域の看護・介護施設や在宅療養支援センター

との連携体制を日々強化しております。これに加え、

法人内にリハビリテーション部門を開設することで、

リハビリテーションについてもさらに連携を深める

訪問看護ステーションやデイケア施設等の
看護・介護施設との連携体制

POINT

03

■当医療法人のリハビリテーションの特長

　透析患者さんの平均年齢は年々上昇しており、高齢の透析患者さんも多くいらっしゃい

ます。高齢の透析患者さんの中には、筋力低下や心肺機能の低下等のため、日常生活に支

障をきたし、歩行も困難となり、非常に大変な思いをされている方が多くいらっしゃいます。 

　当医療法人では、このような患者さんに対し、専属の理学療法士によるリハビリテー

ションを実施し、身体機能の改善をはかると共に、骨折の原因となる転倒転落等の事故防

止を目指しています。 

　また、現時点では身体機能に大きな問題のない若年透析患者さん等にも、運動を行う

際のアドバイス、体力増強目的の運動療法、温熱療法等を提供します。これにより、合併症

の進行予防、成人病の進行予防、透析中の筋痙攣（「足のつり」）の予防をはかります。

ことができます。これにより、患者さんが、在宅時、施

設訪問時、透析時、とすべてのシーンで連続した適

切なリハビリテーションを受けられる環境を作って

いきたいと考えております。

様々なメニューのリハビリテーションを受けること

ができます。

●  通院血液透析患者さん向けリハビリテーション

理学療法士による
きめ細かいリハビリテーション

POINT

01

訪問看護ステーションや
デイケア施設等の看護・介護施設
との連携体制

POINT

03

様々なリハビリテーション機器
の常備

POINT

02

当法人でのリハビリテーションの具体例 

• 透析施行前のリハビリテーション室での、歩行練習、立ち上がり訓練、姿勢矯正の実施

• 透析中のストレッチ、マッサージ、温熱療法の実施

• 透析中の軽度運動療法

• 運動療法、体力増進、リハビリテーションについての相談、総合的アドバイスの提供

＊リハビリテーションは主に五反田ガーデンクリニックで実施しています。
＊リハビリテーション室は五反田ガーデンクリニックのみの施設です。
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通院血液透析の

不安だな… こういう時は？

通院血液透析はいつ
行っていますか？

透析の開始時間は決
まっていますか？

自由な時間に通院すること
はできますか？月水金は8時から23時まで（最終返

血開始時刻は22：30）、火木土は8時

から15時まで実施しています。透析

開始時刻は、御本人の希望、透析ベッドの空き

状況、送迎車の運行時間等により異なりますの

で、個別に御相談させていただいております。

十 分 な 準 備 の 上 透 析を実 施させて

いただくため、当医療法人では、送迎

車の利用の有無にかかわらず、御来

院していただく時間を指定させていただいてお

ります。それぞれの患者さんの来院指定時間は、

御本人の希望等を考慮して事前に設定させて

いただいております。

車椅子での通院は
可能ですか？

当クリニックはバリアフリーになって

おりますので、車椅子での通院も可

能です。また、クリニック内での介助

も丁寧にさせていただきます。但し、エレベータ

ーの構造上、特別に大きな車椅子やストレッチャ

ー（患者さん移動用ベッド）には対応できません。

転居等に伴い通院血
液透析先を変更する

場合、どのようにすればよい
ですか？

転居や転勤等に伴い当医療法人へ

の転入を希望される場合は、まず、お

電話で御相談下さい。通常は、転入

前に一度当医療法人各施設にお越しいただき、

面談を実施させていただきます。面談の際に御

病状や御希望事項等を事前に把握させていた

だきます。転入が決定となった際は、当医療法

人各施設での初回透析日の3日前までに、元々

通院されていた透析施設からの診療情報提供

書を当医療法人各施設にFAXしてください（3日

前までに当医療法人各施設着であれば郵送等

でも可能です）。

入院や特殊な検査が
必要になった場合は

どうなりますか？

当法人は、地域の医療機関と良好な

連携体制を構築しています。入院や

特殊な検査が必要となった際は、連

携医療機関に御紹介させていただきます。また、

入院までは必要ないものの連日の対応が必要

な場合は、往診で対応させていただくこともで

きます。

電話相談や臨時往診
は本当にいつでも対

応できるのですか？

電話相談につきましては、基本的に

24時間365日いつでも対応可能です。

但し、担当医が患者さんの処置中で

あり手が離せない際や、携帯電話の電波障害の

発生時等に一時的に対応できないことはあり得

ます。その際は留守番電話対応となりますが、速

やかに折り返しのお電話をさせていただきます。

臨時往診については、スタッフ間での調整や準

備が必要ですので、救急車のようにすぐにお伺

いすることはできません。しかしながら、深夜休

日であっても、遅くとも6時間以内には往診がで

きるように努めております（もっと早く往診がで

きる場合もあります）。

基礎体重（目標体重、
ドライウェイト）の

調整はどのように行ってい
ますか？

基礎体重は透析の患者さんの体内

に余った水分をどこまで除去するの

かを決める大切な指標です。当医療

法人では、体調、血圧、むくみ具合、レントゲンで

の心臓の大きさ、心臓超音波検査、血液検査等

を総合して基礎体重をこまめに調整しています。

また、体組成分析装置を導入していますので、こ

の装置を利用し、より正確に体内の水分量等を

把 握 することがで きます（ 施 設 案 内 の ペ ージ

P32も御参照ください）。
旅行透析は受け入れ
ていますか？

旅行透析の受け入れを行っておりま

す。但し、透析ベッドに空きがないこ

ともありますので、必ず事前にお電

話で御相談ください。

外国人の友人が来日
します。旅行透析は可

能ですか？

当法人では、外国人患者さんの旅行

透析も積極的に受け入れています。

英語対応可能な職員もおりますので

御安心下さい。但し、ベッドに空きがない場合も

あります。また、海外の患者さんの場合は事前調

整に時間が必要です。このため、必ず1か月前ま

でにクリニックに御連絡ください。なお、日本語と

英語のいずれも話さない患者さんにつきまして

は、通訳ができる方の付き添いが必要です。

腹膜透析と通院血液
透析の併用は可能で

すか？

当法人では腹膜透析の管理も積極

的に行っていますので、併用療法も

可能です。

どうしよう…
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■当医療法人の在宅血液透析の特長

　在宅血液透析（HHD：home hemodialysis）は、医師の管理の元、患者さん御自身が自宅

で血液透析を行う治療方法です。自宅で好きな時に十分な量の透析を行うことができ、生

活の質の向上と予後の改善が期待できます。

　実は、この治療法は伝統のある治療法です。約30年以上前から、多くの患者さん、医師を

はじめとした医療従事者の方々の努力で育まれてきた治療法です。

当医療法人は、これら諸先輩方のたえまない努力に敬意を表しつつ、HHDの second 

generation （次の世代）として、新しいシステムを積極的に導入しHHDを推進します。

• 当医療法人は、埼玉医科大学病院の在宅血液透析関連施設です。
＊在宅血液透析につきましては、主に品川ガーデンクリニックで研修・管理を行っております。

 ● 在宅血液透析について

郵送血液検査システムによる
簡便かつ正確な血液検査

POINT

07

ポータブル測定器による
御自宅での透析液設定調整

POINT

08

災害対策として
衛星携帯電話を常備

POINT

09

■当医療法人の在宅血液透析の特長

すべての必要物品を
当医療法人が無料配送

POINT

06

ゆとりのある在宅血液透析外来
POINT

05

24時間365日のフォロー体制
POINT

04

すべての職員が
在宅血液透析に精通

POINT

02

マニュアルやビデオを使用した
分かり易い研修

POINT

03

豊富な導入実績と学術業績
POINT

01



21Reiseikai Medical Corporation20 Reiseikai Medical Corporation

　当法人では多数の在宅血液透析患者さんの管理

を行っており、豊富な経験があります。また、各種の

HHD関連臨床研究を行っており、日本透析医学会

やHHD関連研究会等で多数の発表を行っておりま

す（最新の導入実績及び学術業績についてはホー

ムページを御参照ください）。

豊富な導入実績と学術業績
POINT

01

　医療資格者に限らず、事務職員を含めたすべて

の職員が在宅血液透析に精通しています。これによ

すべての職員が在宅血液透析に精通
POINT

02

　独自マニュアル等を活用した研修を実施します

ので、最短の教育期間で在宅血液透析に移行でき

ます。また、自己穿刺の導入においては、段階的な

マニュアルやビデオを使用した
分かり易い研修

POINT

03

　当法人のクリニックは、在宅療養支援診療所として

元々24時間365日の体制を整備していますが、HHD

についても同様に24時間365日のフォロー体制を整

備しております。いつでもHHD担当職員と電話で連

絡が取れます。これにより、患者さんは御自宅で好き

な時間に安心して透析を施行することができます。

24 時間365日のフォロー体制
POINT

04

導入を行い、自己穿刺に伴う不安や技術的困難さ

を最大限軽減します。

り、各部の職員が綿密な連携の元、きめ細かいHHD

診療を行うことができます。

　HHDを導入し状態が安定した際には、クリニック

への通院は月1回のHHD外来時のみとなります。こ

のため、HHD外来は非常に重要です。当医療法人で

は、患者さん1名あたり約30分の予約枠をとり、ゆっ

たりとした雰囲気の中で十分な診療を行っています。

ゆとりのある在宅血液透析外来
POINT

05

　必要物品の配送はクリニックが無料で行います。

すべての必要物品を当医療法人が無料配送
POINT

06

郵送血液検査システムによる簡便
かつ正確な血液検査

POINT

07
　定期的採血は御自宅で行っていただき、検体を

郵送していただきます。これにより、HHD外来時に

は検査結果がすでに揃っている状態となり、最新の

検査結果に基づいた正確な診療が可能となります。

また、通院透析と同様に透析前後での採血が可能

となるので、透析効率等の計算も可能です。採血し

た血液の処理に必要となる遠心分離器は無償で患

者さんに貸与します。
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　災害時にも患者さんとの連絡が取れるように、衛

星携帯電話を３台常備しています。２台は各クリニ

ック院内に設置し、もう１台は医師が常に携帯して

います。また、各種の災害対策を実施しています。

災害対策として衛星携帯電話を常備
POINT

09

　HHDを行う際は、御自宅で透析液の調整を行う

必要があります。当法人では、ポータブルタイプの

測定器を常備していますので、機器設置や定期検

査の際に透析液の調整を行うことができます。

ポータブル測定器による
御自宅での透析液設定調整

POINT

08
在宅血液透析の

不安だな…

どうしよう…

こういう時は？

在宅血液透析は
誰でもできますか？

HHDを始めるために
はどれくらいの研修期

間が必要ですか？
在 宅 血 液 透 析（ H H D：h o m e 

hemodialysis）は基本的に安全な治

療です。しかし、緊急時の対応等につ

いては、医療従事者が常にそばにいる通院血液

透析より当然リスクが高くなります。よって、心疾

患をお持ちの方で発作の可能性のある方や、透

析中の血圧の変動が大きい方には通院透析の

方が好ましいと思われます。また、御自宅での治

療であるため、自己管理能力は非常に重要です。

自己管理能力が十分でない方は、HHDはできま

せん。

HHDを始めるためには、十分な研修

が必要です。不十分な研修でHHDを

始めることは大変危険です。当法人

では、独自マニュアル等を活用し、最短の研修

期間でHHDに移行できるようにしていますが、

通常は少なくとも週3回2か月間の研修期間が

必要です。状況によってはさらに研修期間が必

要となることもあります。研修期間中は、週3回

通院していただき、通院血液透析を受けながら

研修を進めることになります。

HHD開始後はどれくら
いの頻度で通院する

必要がありますか？

HHD開始当初は2週に1回のHHD外

来受診が必要ですが、その後の通院

は、月1回のHHD外来受診のみとなり

ます。このため、HHD外来は非常に重要です。当

法人では患者さん1名あたり約30分の予約枠を

とり、十分な診療を行っています。なお、バスキュ

ラーアクセス（シャント）のトラブルや体調変化へ

の対応、貧血進行による造血剤の頻回投与等の

ために臨時の通院が必要となることがあります。

また、通院日以外に、配送物の配送日、定期点検

等の際には御本人または御家族が在宅していた

だく必要があります。

自宅の改修は
必要ですか？

どのような 体 勢（ 座 位 、臥 位 等 ）で

HHDを行うかにより異なりますが、

治療スペースとして2畳分程のスペ

ースが必要です。また、物品の保管場所としてさ

らに2畳分程のスペースが必要です。電気は、

60A以上に容量を増加させる必要がありますが、

通常は大きな工事なしで可能です。また、でき

ればHHD機器専用のブレーカーがあることが好

ましいですが、なくても可能です。水道及び排水

については、HHD専用の配管をHHD機器のとこ

ろまで工事をして持ってくることが好ましいです

が、洗濯機用の水道や排水口を使用することに

より、工事なしで行うことも可能です。
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● 腹膜透析について

　腹膜透析は、お腹の中の腹腔という空間につながる管を腹部に留置し、その管を使っ

て、腹腔内に特殊な液を注入することで透析を行う治療法です。

　血液透析と異なり、自宅で緩徐に治療を行うことができますので、透析導入初期の方や

高齢の方に向いている治療法です。

　当医療法人では、腹膜透析の導入及び管理を行っております。

　また、在宅療養支援診療所としての機能を活かし、通院が困難な患者さんに対して訪問

診療による「無通院腹膜透析管理」を実施しています。

　なお、腹膜透析管理中の状態悪化時等には臨時往診で対応することも可能です。

腹膜透析の

不安だな… こういう時は？

どうしよう…

腹膜透析と
通院血液透析の併用

は可能ですか？

当法人では通院血液透析や在宅血液

透析を実施していますので、腹膜透

析と通院血液透析や在宅血液透析の

併用療法も可能です。

自宅で独りで
HHDを行う事はでき

ますか？

HHDを行うためには、
どれくらいの費用がか

かりますか？

当法人の研修では、HHDに関わる手

技はすべて患者さん自身で一人でで

きるように指導しています。よって、

一緒に研修を受け、すべての手技を理解してく

れているような介助者は必須ではありません。

しかしながら、安全確保のため、自宅でお独りで

HHDを行う事は禁止とさせていただいておりま

す。必ず付き添いの方が必要です。付き添いの

方の条件は、

①治療中常に患者さんと同一住宅内の比較

的近い位置にいることができる。

②緊急時に救急車の要請やクリニックへの連

絡ができる。

③出血時に圧迫止血ができる。透析機器の緊

急停止ができる。

④患者さんがHHDを行う事に十分同意している。

の4点です。これらを満たしている付き添いの方

がHHDを行うためには必須です。

通院血液透析と同様に、HHDも健康

保険が適応となります。このため、医

療費については、「自己負担なし」ま

たは「所得に応じた一定額の自己負担（通常1～

2万円/月）」となります。しかしながら、自宅への

透析関連機器の設置に関わる準備費用やHHD

開始後の光熱費は患者さんの負担となります。

透析関連機器の設置に関わる準備費用としては、

電源容量の増量（通常数千円程度）、電源コンセ

ントのアース対応化（通常数千円～1万円程度）、

透析装置専用のブレーカー設置（任意、通常1～

2万円程度）、自宅透析室への給排水路整備（2

万円～40万円程度：状況や選択する方法によっ

て大幅に異なる）、水道の圧を調整する弁やポ

ンプの設置（通常0円～10万円：水圧によって異

なる）が挙げられます。それ以外に漏水（水漏

れ）警報器等を希望で設置する場合は別途費用

がかかります。

　HHD開始後の維持費は、光熱費以外は通常

不要です。光熱費は透析を実施する頻度等によ

って異なりますが、概ねHHD開始前の1.2～1.5

倍となるようです。

　なお、機器の設置、機器交換、機器の撤去に

ついては通常費用はかかりませんが、引っ越し

等の患者さん都合による設置場所移動は、原則

として患者さんの費用負担で実施していただく

ことになります。

　このように列挙するとHHDには多少お金がか

かるように思えますが、通院にかかる費用は大

幅に少なくなります。また、HHDによって仕事や

生活が円滑に行えるようになることによる経済

的メリットは非常に大きなものです。この点も十

分に考慮すべきでしょう。

穿刺は
誰がするのですか？

穿刺は、患者さん自身がしなくてはな

りません。御家族が、医師、看護師、臨

床工学技士の資格をお持ちの場合

は、御家族が穿刺をすることもできます。自己穿

刺に不安を感じる患者さんは多くいらっしゃい

ますが、実際に自己穿刺がうまくいかずHHDの

導入をあきらめる患者さんはまれです。自己穿

刺に慣れると、患者さん自身が御自分専任の穿

刺者となるので、失敗も少なく安定した穿刺が

できるようになります。

＊腹膜透析につきましては、主に品川ガーデンクリニックで研修・管理を行っております。
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　在宅療養支援診療所として、訪問診療、往

診を行っています。在宅酸素療法、在宅人工

呼吸療法、在宅中心静脈栄養法、在宅経管栄

養法、在宅血液透析療法、在宅腹膜透析療法

等をはじめとした、ほぼすべての在宅療養に

対応可能です。なお、当医療法人のみでの対

応が困難な疾患については協力医療機関と

連携し在宅医療を行います。

■当医療法人の一般在宅医療の特長

24時間365日体制
POINT

01

各種検査機器、治療機器を常備
POINT

02

他医療機関・介護福祉機関との
連携体制

POINT

03

無通院腹膜透析管理に対応
POINT

04

一般在宅医療
（訪問診療・往診）

　体調変化はいつ起こるかわかりません。当医療法

人では、24時間365日、休むことなく患者さんの体調

変化に対応しています。深夜や休日であっても、い

つでも電話にて相談ができます。また、電話での相

24時間365日体制
POINT

01

　携帯型の心電計、カラー超音波検査装置、レント

ゲン撮影装置等を配備していますので、これらの検

査を患者さんの自宅で実施することができます。ま

た、患者さんの自宅で採血を行うことができます。

各種検査機器、治療機器を常備
POINT

02

　在宅医療を受け、御自宅で療養をされている患

者さんであっても、時に入院や各科専門医の診療

が必要となることが起こりえます。この様な場合に

医療連携が重要となります。当法人は、在宅医療や

学術活動等を通じ、他医療機関・介護福祉機関との

「活きた連携」を日々地道に築いています。

他医療機関・介護福祉機関との連携体制
POINT

03

　当医療法人では、腹膜透析診療も積極的に行っ

ています。このため、状態が概ね安定している腹膜

透析患者さんで通院が困難な方については、定期

的な訪問診療と体調変化時の臨時往診のみにて腹

膜透析を続けることができます。外来通院の負担が

無通院腹膜透析管理に対応
POINT

04

＊連携医療機関：北里研究所病院、NTT東日本関東病院、
東京共済病院、東京都済生会中央病院、昭和大学病
院、東邦大学病院、虎の門病院等

＊連携介護福祉機関：品川区・大田区等の在宅支援セン
ター、訪問看護ステーション、ヘルパーステーション
等

談で緊急の診療が必要と判断された場合は、病状

にあわせ臨時往診や連携医療機関への紹介を行い

ます。患者さんの情報は遠隔操作可能な電子カル

テに入力されていますので、いつでも活用できます。

採血結果は院内の血液検査装置にて迅速に判明し

ます。これにより、的確な対応を速やかに行うことが

できます。

なくなるので、高齢の腹膜透析患者さんの負担軽

減に有効です。

＊専門的な検査や治療が必要となった際は、専門病院
等への通院が必要となることがあります。また、定期
検査や定期的な状態報告のため、腹膜透析導入病院

の受診が必要となることがあります。

＊一般在宅医療につきましては、主に品川ガー
デンクリニックが担当しております。

リハビリ
テーション

一般外来

腎不全医療
透析医療

一般在宅
医療
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一般在宅医療（訪問診療・往診）の

費用は？

不安だな…

訪問診療と往診の
違いはなんですか？

定期的な訪問診療は
必要ないのですが、

体調が悪いので一度だけ往
診を行ってもらえますか？「訪問診療」は、通院が困難であり、

かつ継続的な診療が必要である患

者さんに対して、定期的に主治医と

して医師が訪問することです。通常、規則的に日

時を決め医師が訪問します（例：「2週毎の月曜

日の13時から」「毎週水曜日11時から」等）。患者

さんの体調が比較的安定している日であっても

訪問診療は行います。これにより、日々の体調管

理をしっかりと行い状態が悪化しないようにし

ます。また、主治医として、在宅支援センター、訪

問看護ステーション、ヘルパーステーションとの

協力・調整を行います。これに対し、「往診」は、

通常、患者さんの状態が悪化した際に、患者さ

んや御家族の要請にもとづき臨時的に実施さ

れ、臨時の検査や治療を行うことです。

臨時往診は、基本的に当法人のクリ

ニックで定期的に診療を受けている

患者さん（訪問診療患者さんや透析

患者さん等）を優先とさせていただいておりま

す。このため、かかりつけでない患者さんの場合

は、対応が困難な場合があります。

訪問診療の頻度は
どのくらいですか？

当法人では、御病状を的確に把握さ

せていただくため、基本的に2週間に

1回以上の訪問診療を実施させてい

ただいております。御病状が不安定な場合は、

毎週訪問診療を行うことや週に複数回訪問診療

を行うことも可能です。

訪問診療の費用はどれ
くらいかかりますか？

訪問診療には、主治医として総合的

に管理を行うことに対する費用であ

る在宅時医学総合管理料（42000円

程度：1割負担の方では自己負担4200円）が毎

月かかります。これに加え、訪問診療毎に訪問診

療料（8300円程度：1割負担では自己負担830

円）がかかります。その代り、病院・診療所に通院

した際に必要となる、再診料等の基本診療料や

処方箋料はかかりません。この月あたりの在宅

時医学総合管理料と訪問診療の回数に応じた

訪問診療料の合計に検査費用や注射料等が加

算されます。これらの費用は、病院・診療所に通

院した場合と概ね同様であり、訪問診療である

から検査や注射が高くなるということ通常あり

ません。また、在宅酸素などの特殊な医学管理

を行う場合は管理料が加算されます。よって、1

割負担の方が月2回の定期訪問診療を受けてい

ただいた場合は、通常6000円～10000円程度

が自己負担となります。特殊な医学管理等によ

りさらに自己負担が増えてしまった場合は、上限

額や高額医療費の適応が受けられることがあり

ます。実際の自己負担については、お持ちの保

険証や医療券等によって変わりますので、御相

談下さい。なお、施設に御入所中の患者さんは、

負担金が少なくなる可能性があります。

電話相談や臨時往診
は本当にいつでも対

応できるのですか？

電話相談につきましては、基本的に

24時間365日いつでも即時対応可能

です。但し、担当医が患者さんの処置

中であり手が離せない際や、携帯電話の電波障

害の発生時等に一時的に対応できないことはあ

り得ます。その際は留守番電話対応となります

が、速やかに折り返しのお電話をさせていただ

きます。臨時往診については、スタッフ間での調

整や準備が必要ですので、救急車のようにすぐ

にお伺いすることはできません。しかしながら、

深夜休日であっても、遅くとも6時間以内には往

診ができるように努めております（もっと早く往

診ができる場合もあります）。

訪問診療が可能な地
域はどこまでですか？

特に明確な境界線は設けておりませ

んが、当医療法人各施設から往診車

で概ね片道20分以内でお伺いでき

る地域までとさせていただいております。但し、

状況によってはそれ以上遠方の方でも対応でき

ることもありますので、御不明な場合はお問い

合わせください。

こういう時は？
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　内科、泌尿器科の外来診療を行っていま

す。呼吸器疾患、循環器疾患、消化器疾患、腎

疾患、泌尿器疾患、神経疾患等、多くの疾患

を対象としています。

　少ない待ち時間で充実した診療を受けて

いただくため、すべての時間帯で完全予約制

となっております（受診を希望される際はお

電話にてお問い合わせください。御病状や当

日の診療状況によってはお待たせすることも

あります。受診時は時間に余裕を持ってお越

しください）。

■当医療法人の一般外来の特長

一般外来
（内科・泌尿器科）

　院内迅速血液検査装置、カラー超音波検査装置、

レントゲン装置、心電計等の医療機器を活用し、よ

り正確な診断を行います。

　腎不全の治療及び進行防止を目的とした「腎不

全外来」、「移植外来」等の専門外来を行っています。

　完全予約制ですので、待ち時間が少なく、十分な

診療をうけることができます（御病状や当日の診療

状況によってはお待たせすることもあります）。

各種検査機器・
治療機器を常備

POINT

02

各種専門外来を実施
POINT

03

完全予約制
POINT

01

＊月曜から土曜については、祝祭日であっても通常日と
同様の診療体制です（日曜日及び元日は休診です）。

子供（小人）の診療は
可能ですか？

当法人のクリニックでは15歳以下の

患者さんの診療は行っておりません。
男女とも診療が可能ですが、女性の場

合は、御病状に応じ婦人科等への御

紹介をさせていただくこともあります。

泌尿器科疾患につい
ては男女とも診療可

能ですか？

時間は？

不安だな…
予約はいる？

一般外来（内科・泌尿器科）の完全予約制
POINT

01

各種検査機器・治療機器を常備
POINT

02

各種専門外来を実施
POINT

03

一般在宅
医療

リハビリ
テーション

腎不全医療
透析医療

一般外来
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設備・医療機器

● 輸液ポンプ
院内や患者さんの
御自宅で、輸液をよ
り正確に行いたい
時に使用します。

● 吸入器
蒸気や薬剤の吸入を行うため
の機器です。喘息発作の治療
時等に必要となる機器です。

● 迅速血液検査装置
血液検査を院内で迅速に実施するための機器
です。これらの装置により、採血から20～60分
程度で各種血液検査の結果を知ることができま
す。これにより、正確な診断が迅速に行えます。

● 医療用顕微鏡 
皮膚の真菌症（カビ
の感染）等の検査
に使用します。

● 血液ガス測定装置
体内の酸素や二酸化炭素などの成分を測定する
装置です。ポータブルタイプですので、訪問診療
や往診の際に、患者さんの自宅で検査を行うこと
もできます。また、透析液の濃度調整にも使用で
きます。このため、在宅血液透析患者さんの自宅
で透析液濃度を調整する際にこの装置を使用し
ています。在宅血液透析管理に必須の装置です。

● 体組成分析装置
体内の水分量や筋肉量を正確に測定する装
置です。栄養状態の把握やリハビリテーショ
ンの効果判定等に利用できます。また、透析
患者さんの目標体重（ドライウェイト）を設
定する目安を計算する機能もあります。

● 遠赤外線照射器（FIRAPY®）
特殊な遠赤外線を照射することにより、
バスキュラーアクセスの機能改善や足の
血流改善をはかる機器であり、日本への
導入が始まったばかりの最新機器です。

●  皮膚組織灌流圧（SPP） 
測定器

足の血流を詳しく調べること
ができる機器です。この機器
によって、足の潰瘍の予防や
治療効果の判定を行うことが
できます。

● 超音波診断装置
超音波で心臓や腹部の臓器等を
調べる装置です。透析患者さんの
シャントの 診 察 にも利 用できま
す。ポータブルタイプを含め4台
保有しており、より的確な診断を
行うために活用しています。

● AED（体外式自動除細動器）
重篤な不整脈が出現した際に不整
脈を治 療し救 命を行う機 器で す。
万一に備え常備しています。

● 吸引器
喀痰等の吸引を行います。ポータブルタイ
プですので、訪問診療や往診の際に、患者
さんの自宅で使用することもできます。

当医療法人では、各種の設備・医療機器を揃え、迅速で的確な診療を目指しております。

以下に、当医療法人の設備・医療機器の一部を御紹介させていただきます。

● 生体情報モニター
刻々と変化する血圧や心電波形等を画面
に表示する装置です。患者さんの状態が
不安定になった際に、患者さんの状態を的
確に把握するため、必須となる装置です。

● レ ー ザ ー 血 流 計
レーザー光を利用し、短時間で簡便に各部
位の血流を測定することができます。バス
キュラーアクセス管理や足の血流評価等に
活用しています。
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往診グッズ 国際交流活動

訪問診療や往診を行う際は、御自宅で各種の検査や処置が行えるように多くの物品を

往診バッグに搭載しています。この往診バッグの中身を御紹介します。

当医療法人では、積極的に海外研修・国際交流を行っております。

当医療法人が、海外研修・国際交流を行う目的は以下の通りです。

1. 高い見識を持った職員を育成する。

2. 異なる文化と触れ合うことにより、協調性、調整能力を育む。

3. 国際交流活動を通し、職員間のチームワークを育む。

4. 国際交流活動を通し、国内外の医療従事者等との交流を深める。

5. 様々な医療技術や診療システムを学び当医療法人の診療能力
向上につなげる。

6. 我が国の医療技術を海外に紹介する。

7. 援助を必要とする世界の人々に微力ではあるが援助を行う。

8. 外国人患者さんへの対応力を強化する。

●NGO活動への参加
当医療法人は、血液浄化療法における国際協力・国際貢献活動を実施している「NGO いつでも

どこでも血液浄化インターナショナル」 （英名：NGO UBPI （Ubiquitous Blood Purification 

International））と「カンボジアにおける透析関連専門職育成

支援会議」（英名：JAC-DSC （Japanese Assistance Council 

of establishing Dialysis Specialists system in Cambodia））

の活動を全面的に支援しています。また、当院職員も積極的

に活動に参加しています。

●処置器具
傷や褥瘡の処置、縫合、喀
痰の吸引を行う器具等が
入っています。

●内服薬、外用薬
緊急に必要となる内服薬
や外用薬が入っています。

●血液検査・尿検査器具
各種の血液検査や尿検査を
行うための器具が入ってい
ます。

●注射薬②
抗生剤、ビタミン剤、生理
食塩水等が入っています。

●注射薬①
鎮痛剤、鎮静剤、昇圧剤
等 の 各 種 緊 急 薬 が 入っ
ています。

●診察器具
聴診器や酸素濃度測
定器等の診察器具が
入っています。

http://www.ubpi.org
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スタッフ紹介
医療法人社団麗星会理事長
品川ガーデンクリニック院長
五反田ガーデンクリニック副院長
恵比寿ガーデンクリニック副院長
日本透析医学会評議員
日本在宅血液透析学会理事・総務委員長
International University, Cambodia 医学部客員教授

若井 陽希 （わかい はるき）

五反田ガーデンクリニック院長

伊豆丸 堅祐 （いずまる けんすけ）

事務部長

山中 里佳 （やまなか りか）

看護部長

海老原 慧 （えびはら さとし）

臨床工学部長

阿部 奈津美 （あべ なつみ）

恵比寿ガーデンクリニック院長
北里大学医学部客員教授

吉田 一成 （よしだ かずなり）

日本内科学会認定内科医　日本泌尿器科学会認定専門医・指導医
日本透析医学会専門医　日本移植学会移植認定医
日本臨床腎移植学会腎移植認定医　身体障害者福祉法指定医（腎臓機能障害）

NGO いつでもどこでも血液浄化インターナショナル理事・副事務局長

【略歴】 杏林大学医学部医学科卒業。
  東京都立荏原病院、東京都立墨東病院、横浜第一病院、北里大学病院等

での勤務を経て、現在、医療法人社団麗星会理事長、品川ガーデンクリ
ニック院長、北里大学病院非常勤医師（腎移植担当）。

医学博士
日本内科学会内科認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本腎臓学会腎臓専門医
日本透析医学会専門医

【略歴】 香川大学卒業。九州大学大学院卒業。
  福岡赤十字病院、国立病院機構九州医療センター等での勤務を経て、

現在、医療法人社団麗星会理事、五反田ガーデンクリニック院長。
 各種学会賞の受賞歴多数。

日系航空会社、都市銀行勤務を経て、現在、医療法人社団麗
星会理事、事務部長（事務長）。
業務管理、ファイナンス管理、接遇のスペシャリスト。

看護師　保健師　臨床工学技士

【略歴】
横浜市立大学医学部看護学科卒業。
看護師、保健師両免許を取得後、国立国際医療研究センター
等の国内医療機関での勤務と共に、NPOジャパンハート等
にて国際活動にも従事する。
現在、医療法人社団麗星会看護部長（看護師長）。

臨床工学技士　臨床検査技師

【略歴】
北里大学保健衛生専門学院卒業。
臨床検査技師、臨床工学技士、両免許を所得し、総合病院に
て臨床検査、医療機器管理、透析管理全般に携わる。
現在、医療法人社団麗星会理事、臨床工学部長（臨床工学技
士長）。
第25回東京都臨床工学会都臨工Award最優秀賞受賞。

麗星会公式キャラクター 「Star Rabbits」 です。
よろしくお願いいたします。

医学博士
日本泌尿器科学会認定専門医・指導医　日本透析医学会評議員（指導医・専門医）
日本移植学会評議員（認定医）　日本臨床腎移植学会評議員（認定医）
日本腹膜透析医学会評議員　日本腎不全外科研究会評議員
日本アクセス研究会評議員　腎移植血管外科研究会評議員
日本泌尿器科学会/日本Endourology・ESWL学会泌尿器腹　腔鏡技術認定医
日本臓器移植ネットワーク実務委員　神奈川腎・アイバンク委員
神奈川移植腎病理を勉強する会代表幹事　神奈川移植医学会幹事
臓器不全患者に対する外科・管理研究会幹事
臓器提供・移植を考える神奈川の会幹事
身体障害者福祉法指定医（腎臓機能障害）

NGO いつでもどこでも血液浄化インターナショナル理事
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恵比寿
五反田

新宿駅

池袋駅

湘南新宿ライン

埼京線

品川駅
大崎駅

横浜駅

静岡

羽田空港

赤羽駅大宮駅

東京駅

11分

17分

11分

２分

８分

約25分

大崎駅
25分

大崎駅
40分

約70分
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クリニック案内 アクセス

在宅療養支援診療所

医療法人社団麗星会

品川ガーデンクリニック

施設基準

（1）基本診療料の施設基準等

　  夜間・早朝加算　時間外対応加算1　明細書発行体制等加算

（2）特掲診療料の施設基準等

　  在宅療養支援診療所　在宅血液透析指導管理料　

　  在宅末期医療総合診療料

　  在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料　

　  透析液水質確保加算　がん性疼痛緩和指導管理料　ニコチン依存症管理料

医療機関の指定

保険医療機関（健康保険法、国民健康保険法、後期高齢者医療制度等）

労災保険指定病院　生活保護指定病院　

原子爆弾被爆者一般疾病医療取扱病院　

身体障害者福祉法指定医

 〒141-0032
東京都品川区大崎1-20-3　イマス大崎ビル2階

（ゲートシティ大崎の山手通りを挟んだ向い側） 

◦JR山手線 大崎 徒歩2分

◦JR埼京線 大崎 徒歩2分

◦JR湘南新宿ライン 大崎 徒歩2分

◦東京臨海高速鉄道りんかい線
    大崎 徒歩2分

※都内、神奈川、千葉、埼玉、静岡等からの
　受診が可能です。

◦品川より山手線で大崎まで2分

◦東京より山手線で大崎まで11分

◦横浜より湘南新宿ラインで大崎まで17分

◦新木場からりんかい線で大崎まで18分

◦赤羽より埼京線で大崎まで25分

◦大宮より湘南新宿ラインで大崎まで40分

◦静岡から新幹線品川駅経由で大崎まで約70分

◦羽田空港から品川駅経由で大崎まで約25分

※ 本紙の内容は、品川ガーデンクリニック ホームページ（https://www.gardenclinic.org）、五反田ガーデンクリニック ホームページ（https://www.
reiseikai.org/ggc/）及び恵比寿ガーデンクリニック ホームページ（https://www.reiseikai.org/egc/）からダウンロードすることができます。

 大崎駅 徒歩2分

人工透析内科、内科、泌尿器科、訪問診療
血液浄化（血液透析）センター併設

※診療時間につきましては、お電話にてお問い合わせください。

◦FAX ………… 03-3779-2345

◦E-MAIL …… クリニックホームページ上のお問い合わせ
  フォームをご利用ください。

◦HP ………… https://www.gardenclinic.org
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JR山手線 五反田駅より 徒歩2分
都営浅草線 五反田駅より 徒歩2分
東急池上線 五反田駅より 徒歩2分

都営浅草線 五反田駅
五反田駅前交番

JR
五
反
田
駅

東急池上線
五反田駅

桜田通り

五反田
ガーデンクリニック

関配ビル
 7F

至
目
黒

至高輪台

ケンタッキー
フライドチキン

ファミリー
マート

ファミリー
マート

A3
出口

東京デザイン
センター

レミィ
五反田

NTT
東日本

関東病院

A4 出口 A7 出口

◦FAX ………… 03-3445-3131

◦E-MAIL …… クリニックホームページ上のお問い合わせ
  フォームをご利用ください。

◦HP ………… https://www.reiseikai.org/ggc/

☎…03-3445-4
よ

9
く

7
な

0
れ

クリニック案内

五反田ガーデンクリニック

人工透析内科、内科、泌尿器科、リハビリテーション科
血液浄化（血液透析）センター、リハビリ室併設

施設基準

（1）基本診療料の施設基準等

　  夜間・早朝加算　時間外対応加算1　明細書発行体制等加算

（2）特掲診療料の施設基準等

　  在宅療養支援診療所　在宅血液透析指導管理料　

　  在宅末期医療総合診療料

　  在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料　

　  透析液水質確保加算

医療機関の指定

保険医療機関（健康保険法、国民健康保険法、後期高齢者医療制度等）

生活保護指定病院　

原子爆弾被爆者一般疾病医療取扱病院　

医療法人社団麗星会

在宅療養支援診療所

※診療時間につきましては、お電話にてお問い合わせください。

 五反田駅 徒歩2分

アクセス

 〒141-0022　
東京都品川区東五反田
5-22-27　関配ビル7階

◦JR山手線 五反田 徒歩2分

◦ 都営地下鉄浅草線 
五反田 徒歩2分

◦ 東京急行池上線  
五反田 徒歩2分

◦品川より山手線で五反田まで5分

◦東京より山手線で五反田まで16分

◦池袋より山手線で五反田まで20分

◦新橋より都営浅草線で五反田まで11分

◦浅草より都営浅草線で五反田まで25分

◦蒲田より東急池上線で五反田まで22分

五反田
駅

新宿駅

池袋駅

品川駅

東京駅

蒲田駅

浅草駅

西馬込駅

新橋駅

東急池上線

都営浅草線

5 分

16 分

11 分

14 分

7分

14 分

20 分

22 分

大崎
恵比寿

※ 本紙の内容は、品川ガーデンクリニック ホームページ（https://www.gardenclinic.org）、五反田ガーデンクリニック ホームページ（https://www.
reiseikai.org/ggc/）及び恵比寿ガーデンクリニック ホームページ（https://www.reiseikai.org/egc/）からダウンロードすることができます。
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◦FAX…………… 03-3407-1700

◦E-MAIL… …… クリニックホームページ上のお問い合わせ
…… フォームをご利用ください。

◦HP… ………… https://www.reiseikai.org/egc/

☎…03-6450-5690

クリニック案内

恵比寿ガーデンクリニック

人工透析内科、内科、泌尿器科、外科
血液浄化（血液透析）センター、バスキュラーアクセスセンター併設

施設基準

（1）基本診療料の施設基準等

　……夜間・早朝加算　時間外対応加算1　明細書発行体制等加算

（2）特掲診療料の施設基準等

　……在宅療養支援診療所　在宅血液透析指導管理料　

　……在宅末期医療総合診療料

　……在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料　

　……透析液水質確保加算

医療機関の指定

保険医療機関（健康保険法、国民健康保険法、後期高齢者医療制度等）

生活保護指定病院　

原子爆弾被爆者一般疾病医療取扱病院　

医療法人社団麗星会

在宅療養支援診療所

※診療時間につきましては、お電話にてお問い合わせください。

Reiseikai Medical Corporation

東京メトロ日比谷線
恵比寿 徒歩4分

JR山手線 恵比寿 徒歩4分

 ※本書の無断複写・転載は禁じます。

 〒150-0011
東京都渋谷区東3-9-19
VORT恵比寿maxim 9階

アクセス
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当医療法人には、「腎不全医療・透析医療」「リハビリ

テーション」「一般在宅医療（訪問診療・往診）」「一般

外来（内科、泌尿器科）」の4つの部門があります。これ

ら4部門を、時には個別に、時には組合せて、最適な形

として患者さんに提供します。これにより、多種多様な

地域医療のニーズに応えることができます。

※ 本 紙 の 内 容 は、品 川ガ ーデンクリニックホ ームペ ージ
（https://www.gardenclinic.org）、五反田ガーデンクリニ
ックホームページ（https://www.reiseikai.org/ggc/）及び
恵比寿ガーデンクリニックホームページ（https://www.
reiseikai.org/egc/）からダウンロードすることができます。

 恵比寿駅 徒歩4分

医療法人社団麗星会パンフレット（第5版）

・発行 ： 医療法人社団　麗星会
・粘土細工作製 ： 若井陽希（医療法人社団麗星会）
　　　　　　　    山中里佳（医療法人社団麗星会）
　　　　　　　    医療法人社団麗星会事務部
・企画・編集・制作 ： 麗星会メディア株式会社

腎不全医療
透析医療

一般在宅
医療

リハビリ
テーション

一般外来

麗星会公式キャラクター
「Reiseikai Star Rabbits」です。
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西
口
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2 番
出口

1 番
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JR山手線・東京メトロ
恵比寿駅より 徒歩4分

JR
恵
比
寿
駅

恵比
寿駅

東京
メト
ロ

日比
谷線

駒沢
通り

明治通り
恵比寿東公園

渋谷橋歩道橋

歩道橋経由 横断歩道経由

恵比寿駅東口

恵比寿一丁目

セブン
イレブン

ファミリーマート

アトレ
恵比寿

渋谷橋郵便局

恵比寿
ガーデンクリニック

VORT 恵比寿 maxim 9F

日比谷駅

大崎
五反田

有楽町

新宿駅

池袋駅

湘南新宿ライン

日比谷線
東京メトロ

埼京線

品川駅恵比寿駅

横浜駅

赤羽駅大宮駅

東京駅

上野駅

8分 15分

17分

27分

20分

８分

恵比寿駅
22分

恵比寿駅
38分

・東京より山手線で恵比寿まで20分

・池袋より山手線で恵比寿まで16分

・大宮より埼京線・湘南新宿ラインで
　恵比寿まで38分

・横浜より湘南新宿ラインで
　恵比寿まで27分

・日比谷より東京メトロ日比谷線で
　恵比寿まで15分



品川ガーデンクリニック
人工透析内科   内科   泌尿器科   訪問診療

医療法人社団麗星会

五反田ガーデンクリニック
人工透析内科   内科   泌尿器科   リハビリテーション科

恵比寿ガーデンクリニック
人工透析内科   内科   泌尿器科   外科

 〒141-0032

TEL：03-3779-4970 FAX：03-3779-2345
東京都品川区大崎1-20-3　イマス大崎ビル2階

https://www.gardenclinic.org

医療法人社団麗星会
品川ガーデンクリニック

 〒141-0022

TEL：03-3445-4970 FAX：03-3445-3131
東京都品川区東五反田5-22-27　関配ビル7階

https://www.reiseikai.org/ggc/

医療法人社団麗星会
五反田ガーデンクリニック

 〒150-0011

TEL：03-6450-5690 FAX：03-3407-1700
東京都渋谷区東3-9-19　VORT恵比寿maxim9階

https://www.reiseikai.org/egc/

医療法人社団麗星会
恵比寿ガーデンクリニック


