
私たちは在宅医療を応援します
文京根津クリニックは平成17年の開業以来、在宅医療・訪問診療に特化したクリニックとして、 

東京都文京区・荒川区・台東区・北区・足立区等の患者さんの在宅療養の支援をしてまいりました。

24時間連絡のつく体制と医師複数体制によって在宅医療クリニックならではのフットワークの良さや豊富な経験を生かし、 

患者さんとご家族の希望に添えるようなかたちでの医療をすすめてまいります。

「もし自分が患者さんの家族だったら、今と明日に何を希望するだろうか・・・」

スタッフ全員がこのことを常に考えながら、

患者さんとご家族を中心とした日々の生活を支える医療を実現するべく努力しております。



「自分が家族であれば、今と明日に何を希望するか。」「自分が家族であれば、今と明日に何を希望するか。」
常に患者さん目線で日々の生活を支える。常に患者さん目線で日々の生活を支える。



当院は在宅医療専門のクリニックです当院は在宅医療専門のクリニックです

院長あいさつ
READ MORE

在宅医療について
READ MORE

訪問診療のお申込み方
法

READ MORE

医師・スタッフ紹介
READ MORE

介護保険について
READ MORE

よくあるご相談
READ MORE

24時間・365日対応可能の安心24時間・365日対応可能の安心

NEWS

 2022.08.19

当院任洋輝医師が「第25回日本病院総合診療医
学会学術総会」に登壇

当院任洋輝医師が第25回日本病院総合診療医学会学術総会に登

壇し、「内科・総合診…

  2022.08.19

TBSニュース出演情報 8月18日(木)

今週木曜日（8月18日）のTBSニュース番組に当院が出演したこ

とをお知らせさせ…



 2022.07.2

「復旧済み」緊急連絡電話回線不具合のお知ら
とお詫び

（7月5日更新：KDDI社の通信障害が回復したため、緊急のご要

件等がございまし…

  2022.06.22

内覧会のご案内

このたび、当法人は池之端に在宅医療部を移転し《法人本部》

並びに《文京根津クリニ…



 2022.05.14

在宅医療部の移転に関するお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、この

たび、文京根津…

  2022.04.12

ゴールデンウィーク休診日のお知らせ

平素より当院診療にご協力いただき誠にありがとうございま

す。 本年のゴール…
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