ご依頼の流れ
まずはお気軽に
ご相談ください
在宅診療のお申込みは
TMGサテライトクリニック朝霞台で
すべてお受けいたします。

TMGサテライトクリニック朝霞台 ・利用可能か相談したい
・費用について知りたい
・希望と診療方針が合っているか
相談したい

申込
窓口

新座病院

TMG宗岡中央病院

在宅診療
お申込 み 案内
病院・クリニック・老人保健施設・訪問看護ステーション 他

住所や治療内容をお伺いし、医療機関をご案内致します。

NO.

事業所名

所在地

1

〒351-0021
TMGサテライトクリニック朝霞台 埼玉県朝霞市西弁財1-8-21

2

TMG宗岡中央病院

3

連絡先

内容

電話 048-452-7700
FAX 048-452-7707

在宅療養支援診療所
在宅診療

〒353-0001
埼玉県志木市上宗岡5-14-50

電話 048-472-9211
FAX 048-476-2611

在宅療養支援病院
在宅診療 訪問リハビリ

新座病院

〒352-0023
埼玉県新座市堀ノ内3-14-30

電話 048-481-1611
FAX 048-482-1008

在宅療養支援病院
在宅診療 訪問リハビリ

4

TMGあさか医療センター

〒351-0023
埼玉県朝霞市溝沼1340-1

電話 0570-07-2055
FAX 048-497-5594

在宅療養後方支援病院
訪問リハビリ

5

新座志木中央総合病院

〒352-0001
埼玉県新座市東北1-7-2

在宅療養後方支援病院
訪問リハビリ

6

東所沢病院

〒359-0013
埼玉県所沢市城435-1

電話 048-474-7211
FAX 048-486-6016

7

介護老人保健施設
グリーンビレッジ朝霞台

〒351-0031
埼玉県朝霞市大字宮戸3番地

電話 048-486-6622
FAX 048-486-6633

8

訪問看護ステーションつくし

〒352-0001
埼玉県新座市東北2-29-35 ワイズプルミエ3階

電話 048-487-2345
FAX 048-487-3527

介護老人保健施設
短期入所療養介護
通所リハビリ 訪問リハビリ

9

TMGあさか訪問看護ステーション

〒351-0022
埼玉県朝霞市西弁財1-8-21

電話 048-423-6936
FAX 048-423-6937

訪問看護

10

訪問看護ステーションあおば

〒352-0023
埼玉県新座市堀ノ内3-14-30

電話 048-481-1647
FAX 048-479-0572

訪問看護

11

〒353-0001
TMG宗岡訪問看護ステーション 埼玉県志木市上宗岡 5-14-50

電話 048-471-7008
FAX 048-471-7146

訪問看護

12

訪問看護ステーションひばり

〒359-0021
埼玉県所沢市東所沢1-11-6 ｲｰｽﾄﾊｲﾂ102号室

電話 04-2951-3667
FAX 04-2951-3668

訪問看護

13

療養デイサービスあい

〒351-0022
埼玉県朝霞市西弁財1-8-21

電話 048-423-6936
FAX 048-423-6937

療養通所介護

14

TMGケアプランセンターあさか

〒351-0022
埼玉県朝霞市西弁財1-8-21

電話 048-423-2360
FAX 048-423-6937

居宅介護支援

15

居宅介護支援事業所
ふれあい広場 新座

〒352-0001
埼玉県新座市東北2-29-11

居宅介護支援

16

〒352-0023
新座病院 在宅介護支援センター 埼玉県新座市堀ノ内3-14-30

電話 048-471-2918
FAX 048-474-5600

電話 04-2944-2390
FAX 04-2944-2470

電話 048-481-1538
FAX 048-482-1008

訪問リハビリ

訪問看護

居宅介護支援

相談・申し込み窓口：T MG サ テライトクリニック朝 霞 台
☎ 048-452-7700

TMG
埼玉西エリア

地域包括ケアシステム

＼ 住み慣れた地 域で自分らしく安心して療 養できるよう関係医療機関で連携サポートいたします ／
①TMGサテライトクリニック朝霞台

④TMG あさか医療センター

⑨TMG あさか訪問看護ステーション

⑤新座志木中央総合病院

⑬療養デイサービスあい
⑭TMG ケアプランセンターあさか

療養デイサービス

在宅療養
後方支援
病院
在宅療養後方支援病院
在宅療養をされている患者さんが、急に体調を崩される
など、“緊急時”においても24時間迅速に対応し、スムー
ズに受診・入院ができる体制をかかりつけ医との間であ
らかじめ整えてある医療機関です。

⑥東所沢病院

在宅診療
③新座病院

在宅診療

⑧訪問看護ステーションつくし

⑩訪問看護ステーションあおば
⑯新座病院在宅介護支援センター

⑮居宅介護支援事業所ふれあい広場新座

居宅介護支援事業所
ケアマネージャー（介護支援専門員）が、本人や家族の状況や
生活環境、希望等にそってケアプランを作成し、利用者が安心
して介護サービスを利用できるように支援します。

在宅診療
在宅診療

通院が 困難になった
方の自宅 等を訪 問し
て診療し、病状の管理
を行 い 、看 護 師 等 に
必要な指示をします。

⑦グリーンビレッジ朝霞台

在宅療養
支援病院

⑪TMG 宗岡訪問看護ステーション

を備えた病院

●

⑫訪問看護ステーションひばり

訪問看護
自宅で療養する方のもとに看護師などが訪問し医師の
指示に基づく医療処置などを行います。

相談・お申込み窓口

TMGサテライトクリニック朝霞台
☎048-452-7700

※各病院、施設の連絡先は裏面に記載

在宅療養
後方支援
病院

②TMG 宗岡中央病院

TMG
在宅連携
在宅療養
支援病院

回復期
リハビリ病棟

在宅療養
支援診療所

療 養 型 通 所 介護ともいい、
訪問看護で提供している看
護ケア、医療 処置が送 迎付
きで受けられます。

介護老人
保健施設

入所
一般フロア
認知症専門フロア

短期入所療養介護
通所リハビリ
● 訪問リハビリ
●
●

短期入所療養介護（医療型ショートステイ）
自宅で療養生活をされている方が、一時的に施設に入所し、看護や医学的管理
のもとに食事・入浴、リハビリテーション、必要な医療処置などを行います。
通所リハビリ（デイケア）
日帰りで通い入浴や食事といった日常生活上の支援と共に、専門職員によるリハ
ビリ提供や医師・看護師による健康管理を行います。
訪問リハビリ
自宅を訪問し心身の機能の維持・回復、
日常生活の自立を支援するため、
専門職員
によるリハビリテーションの提供、
介護するご家族へのアドバイス・相談を行います。

