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※1  16特定疾病
①がん末期（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復
の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る）　

②関節リウマチ　③筋萎縮性側索硬化症　④後縦靭帯骨化症　
⑤骨折を伴う骨粗しょう症　⑥初老期における認知症（脳血管疾患、
アルツハイマー病、その他の要因に基づく脳の器質的な変化により、
日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能
が低下した状態）　

⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病関
連疾患

⑧脊髄小脳変性症　⑨脊柱管狭窄症　⑩早老症（ウェルナー症候群）

⑪多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・
ドレーガー症候群）

⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症　

⑬脳血管疾患（脳出血、脳梗塞など）　⑭閉塞性動脈硬化症　

⑮慢性閉塞性肺疾患（肺気腫、慢性気管支炎、びまん性汎細気管支炎

⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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中山間地域等

高知県中山間地域等訪問看護サービス確保対策事業は、 高知県内の中山間地域等に居住する訪問看護・リハビリテー
ションサービスを必要とする方々に対し、 県内の訪問看護ステーション・病院・診療所が協力して、 サービス提供を行うこ
とができるよう、 遠隔地への訪問看護師・理学療法士等の派遣について相談を受け、調整する事業です。

●この事業の対象者は、中山間地域等に居住していて訪問看護・リハビリテーションを必要とする「医療保険対象者」となります。
　○40歳未満の方
　○40歳以上65歳未満の方（介護保険第2号被保険者）
　　　条件：16特定疾病※1の対象者ではない方
             ：16特定疾病※1の対象者であっても要支援・要介護に該当しない方
　○65歳以上の方（介護保険第1号被保険者）であっても
　    条件：要支援・要介護に該当しない方（介護保険を利用しない方も含む）
　○要支援・要介護の認定を受けた方であっても
　　 条件：介護保険における厚生労働大臣が定める疾病等※2の方
●具体的には末期がん、難病、小児、精神疾患の方などが対象となります。
●通常介護保険での訪問看護・リハビリテーションの提供を受けている利用者で、特別訪問看護指示により、一時的に医療保険
　での訪問看護・リハビリテーションを提供する場合も事業の対象となります。
●訪問看護・リハビリテーションを必要とする方が、「介護保険対象者」の場合、お住まいの市町村によっては、「中山間地域介護
　サービス確保対策事業」が活用できる場合があります。詳しくは、お住まいの市町村の介護保険担当窓口にお尋ねください。

高知県中山間地域等訪問看護サービス
確 保 対 策 事 業

対象となる地域（中山間地域等）

この事業をご利用いただける方
事業の対象者

訪問看護・リハビリテーションサービス開始

医療保険の方が
対象になります

相 談 の 流 れ

高知県内の訪問看護ステーション、病院、診療所

高知県訪問看護ステーション連絡協議会事務局

訪問看護ステーション及び
最寄の医療機関に、サービ
ス提供実施の可否に関し
て照会します。

受入の結果を報告ご相談

受入OK

県内各機関

中山間地域等に居住する
訪問看護・リハビリテーションの必要な方

※2  介護保険における厚生労働大臣が定める疾病等
          については2ページを参照
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【ガイドブック】

住み慣れたご自宅での療養生活を、おひとりおひとりの状況に合わせてサポートします。

〒780-0861  高知市升形1-17  藤林ビル2階西

訪問看護に関するご相談は

E-mail:info@kochi-houkan.com

安心を支える訪問看護サービス

一般社団法人高知県訪問看護連絡協議会
TEL 088-802-8115

医療保険
介護保険
ご利用いただけます



要支援 1
要支援 2
要介護 1
要介護 2
要介護 3
要介護 4
要介護 5

①末期の悪性腫瘍　②多発性硬化症　③重症筋無力症　④スモン　⑤筋萎縮性側索硬化症　⑥脊髄小脳変性症　⑦ハンチントン病　

⑧進行性筋ジストロフィー症　

⑨パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病／ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上

であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る）

⑩多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群）　⑪プリオン病　⑫亜急性硬化性全脳炎　

⑬ライソゾーム病　⑭副腎白質ジストロフィー　⑮脊髄性筋萎縮症　⑯球脊髄性筋萎縮症　⑰慢性炎症性脱髄性多発神経炎　

⑱後天性免疫不全症候群　⑲頚髄損傷　⑳人工呼吸器を使用している状態（ASVは含まれない）
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厚生労働大臣が定める疾病等

要介護認定を
受けていない

介護保険の
要介護認定を申請

介護保険で給付を
受けていても

病的な妊娠・
出産や乳幼児
要支援・要介護
に該当しない方

介護支援専門員
（ケアマネジャー）

に相談する

かかりつけ医から
訪問看護指示書の
交付を受ける

かかりつけ医に相談
し、訪問看護指示書
の交付を受ける

がん末期や急性増悪期
厚生労働大臣が定める

疾病等の方

居宅サービス計画に
組み入れる

医療保険の加入者

訪問看護計画に基づき訪問看護を開始

認定

介護予防訪問看護
サービスを受ける
訪問看護をはじめ、居宅サ
ービス、地域密着型サービ
ス、施設サービスを受ける
ことによって、できるかぎり
自宅で過ごせるようにする

◀下記の厚生労働大臣が
　定める疾病等、及びP⑥
　を参照

非
該
当

訪問看護ステーションと契約

要介護認定を受けた

介護保険で
サービスを受ける

医療保険で
サービスを受ける

　お申し込みは訪問看護ステーションまた
は、かかりつけの医師やケアマネジャーに
ご相談ください。

　訪問看護ステーションの保健師、看護師、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など
豊かな経験のあるスタッフが訪問します。

　各種保険対応、医療費控除の対象です。
かかりつけの医師と連絡を取り合い、小児
からご高齢・障害などで介護の必要な方、
がんや難病、慢性疾患の方々の療養生活を
支援します。

　ご希望により、市町村や保健所、福祉、
医療機関などと連携をはかり、入退院の相
談に対応し、療養に必要なサービスの輪を
広げます。

広がり

信頼

安心

簡単

●全身状態の観察
●栄養・食事摂取のケア
●排泄のケア　●療養環境の整備
●ねたきり、床ずれ予防
●コミュニケーションの援助

●チューブ類の管理
●床ずれ・創傷の処置
●医療機器装置の方の看護
●その他医師の指示による
　処置・管理など

●日常生活動作の訓練・指導
●関節拘縮の予防・訓練
●機能訓練・指導
●福祉機器の選定相談
●住宅改修に関する相談　●外出への工夫

●認知症・精神症状の看護
●生活リズムの調整方法
●事故防止のアドバイス
●内服薬の管理
●社会参加への相談

●介護に関する悩みの相談
●不安やストレスの相談
●日常の健康相談
●介護の休養に関する相談など
●介護用品の相談

●市区町村など公的なサービス
●各種在宅関連の民間サービス
●その他保健・医療・福祉に関する
　サービス資源の相談
●利用できる制度の紹介

●痛みや苦しい症状の緩和
●家族も含めた精神的支援　●お看取りのケアなど

●退院に向けた準備・相談
●具体的な在宅療養の指導など

訪 問 看 護 で や さ し い 社 会
サ ー ビ ス の 特 長

サ ー ビ ス の し く み

お も な サ ー ビ ス の 内 容

訪問看護サービスを受けるまでの流れ

日常生活の看護 医療的処置・管理

リハビリテーション・住宅改善 認知症の看護や精神・心理的看護

介護者の相談 各種在宅サービスの相談

緩和ケア・ターミナルケア 在宅移行支援

在宅ケアを支える機関
●市区町村、保健所、保健センター　　　　●病院、診療所　　　　　　　●居宅サービス事業所
●居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）　●通所施設、入所施設など　　●地域包括支援センタ̶

訪問看護

申込み

受診・往診

申込み

連絡・指示・報告

医療保険・介護保険等

お客さま
かかりつけの
医師

訪問看護
ステーション
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●各種在宅関連の民間サービス
●その他保健・医療・福祉に関する
　サービス資源の相談
●利用できる制度の紹介

●痛みや苦しい症状の緩和
●家族も含めた精神的支援　●お看取りのケアなど

●退院に向けた準備・相談
●具体的な在宅療養の指導など

訪 問 看 護 で や さ し い 社 会
サ ー ビ ス の 特 長

サ ー ビ ス の し く み

お も な サ ー ビ ス の 内 容

訪問看護サービスを受けるまでの流れ

日常生活の看護 医療的処置・管理

リハビリテーション・住宅改善 認知症の看護や精神・心理的看護

介護者の相談 各種在宅サービスの相談

緩和ケア・ターミナルケア 在宅移行支援

在宅ケアを支える機関
●市区町村、保健所、保健センター　　　　●病院、診療所　　　　　　　●居宅サービス事業所
●居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）　●通所施設、入所施設など　　●地域包括支援センタ̶

訪問看護

申込み

受診・往診

申込み

連絡・指示・報告

医療保険・介護保険等

お客さま
かかりつけの
医師

訪問看護
ステーション

1 2



NS、PT
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児（要相談）
（日曜・祝日）・土曜半日

高知市、土佐市、
いの町（旧伊野町）

特定医療法人 仁泉会
訪問看護ステーション あさくら

〒780-8063
高知県高知市朝倉丙350番地1
TEL:088-844-4736　FAX:088-844-2703

NS、PT
OT

ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児・人工呼吸器
（夜間早朝・日曜）・土曜・祝日

高知市株式会社 Ｂｒｉｄｇｅ
えん訪問看護ステーション高知

〒780-0911
高知市新屋敷2丁目9-2 
TEL:088-855-8324　FAX:088-855-8325

NS、PT
OT

ターミナルケア・精神疾患・
認知症・人工呼吸器
（夜間早朝・日曜・土曜）・土曜半日・祝日

高知市医療法人 川村会
訪問看護ステーション かがみ川

〒780-0901
高知市上町5丁目6-32
TEL:088-872-5580　FAX:088-802-5582

ステーション名 住　所 提供範囲対応できるケース
　（　）は相談により対応

24時間
対　応

緊急時
訪問看護 リハビリ地区名 ステーション名 住　所 提供範囲対応できるケース

　（　）は相談により対応
24時間
対　応

緊急時
訪問看護 リハビリ地区名

高

知

市

中

央

地

区

※提供範囲以外の訪問についても対応可能な場合があるので、各ステーションへお問い合わせください。
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高知県訪問看護ステーション一覧（2022年5月末日現在）

幡
多
地
区

高
知
市
東
部
地
区

※提供範囲以外の訪問についても対応可能な場合があるので、各ステーションへお問い合わせください。

高
知
市
中
央
地
区

NS、PT
OT、ST

ターミナルケア・認知症・小児・
人工呼吸器
（夜間早朝・日曜・土曜）・土曜半日・祝日

高知市全域社会医療法人 近森会
訪問看護ステーション ちかもり

〒780-0053
高知市駅前町3番13号 
TEL:088-875-8697　FAX:088-822-3279

精神疾患
（土曜）

高知市及び
周辺市町村

社会医療法人 近森会
訪問看護ステーション ラポールちかもり

〒780-0056
高知市北本町1-1-7
TEL:088-871-7274　FAX:088-871-7431

株式会社 Ｎ・フィールド
訪問看護ステーション デューン高知

〒780-0062
高知市新本町２丁目１番１号 FIRSTSTAGE203号
TEL:088-872-5585　FAX:088-872-5586

NS、PT
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・人工呼吸器
（夜間早朝・日曜・土曜）・祝日

高知市、南国市、
香美市、香南市

セントケア四国 株式会社
セントケア 訪問看護ステーション高知

〒780-0071
高知市高埇21-17 ルミエール高埇212号
TEL:088-882-5773　FAX:088-882-5772

社会福祉法人 ふるさと会
訪問看護ステーション さえずり

〒781-0304
高知市春野町西分695番1
TEL:088-855-6028　FAX:088-855-6037

NS、PT
ターミナルケア・認知症・
人工呼吸器
祝日・土曜

高知市、南国市医療法人 高田会
訪問看護ステーション城見

〒780-0824
高知市城見町3-12
TEL:088-884-9133　FAX:088-884-9132

PT
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児・人工呼吸器
夜間早朝・日曜・祝日・土曜

高知市、南国市、香南市、
香美市、その他周辺地域
要相談

合同会社 心愛 
訪問看護ステーション 誠

〒781-8133
高知市一宮徳谷3番5-4号
TEL:088-855-6861　FAX:088-855-6862

NS、PT
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・人工呼吸器
日曜・祝日・土曜

高知市、南国市医療法人 緑風会
訪問看護ステーション 海の里

〒781-0112
高知市仁井田1618-18
TEL:088-847-8080　FAX:088-847-7201

OT
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・人工呼吸器
（夜間早朝・日曜・祝日・土曜）

高知市、南国市有限会社 H＆H
訪問看護ステーション はっぴぃ＆へるす

〒781-0112
高知市仁井田1894-3
TEL:088-881-5447　FAX:088-881-5448

OT 精神疾患
土曜半日

高知市、その他周辺
地域要相談

医療法人 精華園
訪問看護ステーション うみべ

〒781-0270
高知市長浜257  宙いろホーム１F
TEL:088-842-7070　FAX:088-842-7070

NS ターミナルケア・認知症
（夜間早朝・日曜・祝日）・土曜

高知市、南国市、
香美市、香南市

医療法人 久会
訪問看護ステーション しもぢ

〒781-0806
高知市知寄町1丁目5-15
TEL:088-883-2467　FAX:088-883-2467

NS、PT
OT

ターミナルケア・精神疾患・
認知症・人工呼吸器
（夜間早朝・日曜・土曜）・祝日

高知市、南国市有限会社 ナースケア
訪問看護ステーション ナースケアⅡ

〒781-0813
高知市青柳町55番地
TEL:088-821-7086　FAX:088-821-7001

PT、OT
ターミナルケア・認知症・
小児・人工呼吸器
（夜間早朝・日曜・祝日・土曜）

高知市、南国市、
香南市、香美市

株式会社 はる
訪問看護ステーション はる

〒781-5103
高知市大津乙1941番地1  Ａクイック1Ｆ
TEL:088-821-8888　FAX:088-821-8887

NS 認知症
祝日

高知市、南国市、
香美市、香南市

医療法人 尚腎会
訪問看護ステーション たかす

〒781-5103
高知市大津乙2705番地1 高知高須病院内5階
TEL:088-878-3021　FAX:088-878-3022

NS、PT
ターミナルケア・精神疾患・
認知症
（夜間早朝・日曜・祝日・土曜）・土曜半日

医療法人 山口会
訪問看護ステーション こうせい

〒781-8121
高知市葛島１丁目9-50
TEL:088-885-6714　FAX:088-885-6714

NS、PT
ターミナルケア・精神疾患・
認知症
（土曜）・祝日

高知市、南国市株式会社 ポストンズ
訪問看護ステーション POSTNs

〒781-8122
高知市高須新町3丁目10番8号
TEL:088-881-0388　FAX:088-881-1388

NS、ST 精神疾患・認知症
（土曜）

高知市、南国市、
その他周辺地域要相談

有限会社 IBS
訪問看護ステーション AID

〒781-8132
高知市一宮東町5丁目34番25号
TEL:088-845-8070　FAX:088-845-8040

NS
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児・人工呼吸器
夜間早朝・日曜・祝日・土曜

高知市、南国市、土佐市、
香南市、香美市、安芸市、
須崎市、いの町

一般社団法人 カインドネス
アート訪問看護センター高知

〒781-0083
高知市北御座11-8
TEL:088-877-8975　FAX:088-877-9187

NS
ターミナルケア・精神疾患・
認知症
（日曜・祝日・土曜）

四万十市、黒潮町、
三原村

医療法人 創治
竹本病院 訪問看護ステーション

〒787-0015
四万十市右山1973番地8
TEL:0880-35-3838　FAX:0880-34-8131

精神疾患・認知症
土曜

四万十市、宿毛市、
大月町、三原村、
黒潮町、土佐清水市

医療法人 一条会
訪問看護ステーション やすらぎ

〒787-0019
四万十市具同2278-1
TEL:0880-31-2266　FAX:0880-31-2267

NS
ターミナルケア・認知症・
人工呼吸器
（日曜・祝日・土曜）

医療法人 慈恵会
訪問看護ステーション なかむら

〒787-0029
四万十市中村小姓町82番地1
TEL:0880-34-3178　FAX:0880-34-3187

NS
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児
（日曜・土曜）・祝日

四万十市、宿毛市、
黒潮町、土佐清水市

株式会社 グリーンハーツ
グリーンハーツ 訪問看護ステーション四万十

〒787-0019
四万十市具同5390
TEL:0880-34-8887　FAX:0880-34-8888

NS
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児・人工呼吸器
夜間早朝・日曜・祝日・土曜

四万十市、宿毛市、
土佐清水市、大月町、
黒潮町、三原村

一般社団法人 のぞみ
訪問看護ステーション のぞみ

〒787-0157
四万十市山路386番地2
TEL:0880-31-9484　FAX:0880-31-9485

NS
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児・人工呼吸器
（夜間早朝・日曜・祝日・土曜）

土佐清水市、その他
周辺地域要相談

医療法人 聖真会
訪問看護ステーション あったか渭南

〒787-0331
土佐清水市越前町6番10号
TEL:0880-82-5222　FAX:0880-83-0067

NS、PT
ターミナルケア・認知症・
小児・人工呼吸器
（祝日）

宿毛市、
（大月町、三原村）

医療法人 長生会
訪問看護ステーション すくも

〒788-0001
宿毛市中央8丁目3番6号
TEL:0880-63-0534　FAX:0880-63-4792

精神疾患・認知症
宿毛市、四万十市、
土佐清水市、大月町、
黒潮町、三原村、愛南町

医療法人 祥星会
訪問看護ステーション であい

〒788-0051
宿毛市押ノ川1052-1
TEL:0880-63-0333　FAX:0880-63-0333

株式会社 優虎
株式会社 優虎 訪問看護ステーション

〒780-8039
高知市東石立町87番地 
TEL:088-855-9646　FAX:088-855-9644

有限会社 ナースケア
訪問看護ステーション ナースケアぷらす

〒781-0270
高知市長浜1345番地3
TEL:088-802-5780　FAX:088-802-5765

有限会社 ナースケア
訪問看護ステーション ナースケアいろは

〒780-0843
高知市廿代町15番31号
TEL:088-802-5273　FAX:088-822-5980

NS、PT
OT

ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児・人工呼吸器
夜間早朝・日曜・祝日・土曜

有限会社 ナースケア
訪問看護ステーション ナースケア

〒780-0844 
高知市永国寺町2番2号 ノアハウス2A
TEL:088-855-6012　FAX:088-855-6013

NS、PT ターミナルケア・認知症・小児
（日曜・祝日・土曜）

特定医療法人 竹下会
訪問看護ステーション 芽生

〒780-0870
高知市本町2丁目4番3号
TEL:088-822-2608　FAX:088-822-2771

NS
ターミナルケア・精神疾患・
認知症
（土曜）・土曜半日

高知市、その他周辺
地域要相談

医療法人 三和会
訪問看護ステーション くによし

〒780-0901
高知市上町1丁目3-4
TEL:088-871-3805　FAX:088-871-3806

精神疾患
土曜半日 高知市医療法人 おくら会

訪問看護ステーション ふじと

〒780-0901
高知市上町1丁目3-30
TEL:088-821-0075　FAX:088-821-0075

NS
ターミナルケア・認知症・
人工呼吸器
（夜間早朝・日曜・祝日・土曜）

高知市有限会社 ケアコミュニケーション
指定訪問看護ステーション であい

〒780-0912
高知市八反町1丁目3番8号
TEL:088-821-7441　FAX:088-821-7061

NS、PT
OT、ST

ターミナルケア・精神疾患・
認知症
（日曜・祝日・土曜）・土曜半日

高知市、
南国市（要相談）

社会医療法人 仁生会 細木病院
訪問看護ステーション ほそぎ

〒780-0926
高知市大膳町1-25
TEL:088-825-4387　FAX:088-825-4387

NS、PT
OT

ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児・人工呼吸器
（夜間早朝）・日曜・祝日・土曜

高知市、土佐市、
いの町、南国市、
香美市

株式会社 山の上の仲間たち
ふくいの訪問看護ステーション

〒780-0946
高知市上本宮町113番地11
TEL:088-879-0181　FAX:088-879-8044

NS、PT
OT、ST

ターミナルケア・認知症・
人工呼吸器
（日曜・祝日）・土曜半日

高知市医療法人 恕泉会
訪問看護ステーション あさひ

〒780-0952
高知市塚ノ原43
TEL:088-843-5411　FAX:088-843-5258

NS、PT
OT

ターミナルケア・認知症
・人工呼吸器
（日曜・祝日・土曜）・土曜半日

高知市高知医療生活協同組合
訪問看護ステーション 生協れいんぼー

〒780-0963
高知市口細山206-9
TEL:088-828-8610　FAX:088-828-8613

NS、PT
OT

ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児・人工呼吸器
夜間早朝・日曜・祝日・土曜

高知市、香南市、香美市、
土佐市、須崎市、その他
周辺地域要相談

株式会社 クリエイティ
訪問看護事業所 ナーシング

〒780-8018
高知市竹島町158－21
TEL:088-855-7688　FAX:088-855-7687

PT、OT
ST

ターミナルケア・認知症・
小児・人工呼吸器
（夜間早朝・日曜・祝日・土曜）

高知市、南国市、
香南市、香美市

一般社団法人 高知在宅ケア支援センター
高知中央 訪問看護ステーション

〒780-8028
高知市北高見町50番1号
TEL:088-855-7887　FAX:088-855-7776

OT 精神疾患・認知症・小児株式会社 Ｌｉｆｅ ｃｈａｎｇｅ
忠さんの訪問看護ステーション　

〒780-8031
高知市大原町84-1 コーポセフィラ202
TEL:088-881-5551　FAX:088-881-3024

NS、PT
ターミナルケア・認知症・
人工呼吸器
（日曜・祝日・土曜）・土曜半日

高知市、土佐市、
南国市、大豊町

株式会社 FIRST RATE
訪問看護ステーション  LOCAL

〒780-8040
高知市神田462-9
TEL:088-821-6810　FAX:088-821-6811

PT、OT
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・人工呼吸器
夜間早朝・日曜・祝日・土曜

高知市、須崎市、いの町、
佐川町、その他周辺地域
要相談

合同会社 心愛 
訪問看護ステーション 心愛（ここあ）

〒780-8040
高知市神田638番地22 神田Kコーポ2
TEL:088-855-8189　FAX:088-855-8190

NS
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児
夜間早朝・日曜・祝日・土曜

高知市、土佐市、
いの町、南国市

公益社団法人 高知県看護協会
こうち看護協会 訪問看護ステーション

〒780-8066
高知市朝倉己825-5
TEL:088-844-8777　FAX:088-855-6717

NS、PT
ターミナルケア・認知症・
人工呼吸器
土曜半日

高知市、いの町、
土佐市、南国市

株式会社 結心
訪問看護ステーション  結心（ゆうな）

〒780-8074
高知市朝倉横町20-35
TEL:088-802-6388　FAX:088-802-6386

NS、PT
OT

ターミナルケア・精神疾患・
認知症・人工呼吸器
（土曜）・祝日

愛が鍾まる 株式会社
てのひら 訪問看護リハビリステーション

〒780-8081
高知市若草町16-5 A棟
TEL:088-821-9668　FAX:088-821-9667

PT、OT
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・人工呼吸器
夜間早朝・日曜・祝日・土曜

高知市、いの町の一部
（旧吾川郡伊野町）

株式会社 アイ・エム・シーライフステージ
ＩＭＣ 訪問看護リハビリステーション 
そらとこころ

〒780-8083
高知市鵜来巣11番38-8号 あさくらメディカルパーク第2ビル2F
TEL:088-821-8531　FAX:088-821-8532

NS、PT
OT、ST

ターミナルケア・認知症・
小児・人工呼吸器
（夜間早朝・日曜・祝日・土曜）・土曜半日・祝日

高知市、南国市、香美市、
香南市、土佐市、いの町、
日高村、須崎市

合資会社 オファーズ
訪問看護ステーション おたすけまん

〒781-8008
高知市潮新町1-13-26
TEL:088-832-2200　FAX:088-837-7365

NS ターミナルケア・認知症・小児
（夜間早朝・日曜・祝日・土曜） 高知市特定非営利活動法人 ありがとう

訪問看護センター 輪看（りんか）

〒781-0242
高知市横浜西町29番32号
TEL:088-855-7655　FAX:088-855-7605

NS
ターミナルケア・精神疾患・
認知症
（夜間早朝・日曜・土曜）・祝日

高知市、土佐市、
いの町

合同会社 ＭＡＲＯ
訪問看護ステーション まろ

〒780-8066
高知市朝倉己132番2号
TEL:088-821-8132　FAX:088-821-8133

NS
ターミナルケア・認知症
人工呼吸器
（夜間早朝・日曜・祝日・土曜）

高知市医療法人 アーク・ケア
かもだの在宅看護センター

〒780-8052
高知市鴨部2丁目20-5
TEL:088-803-5400　FAX:088-802-5227

※1：24時間対応体制とは、24時間連絡体制に加え、必要に応じ緊急時訪問看護を行う体制にあること。
※2：特別管理加算とは、訪問看護が特別な管理注）を必要として利用者から看護を求められた場合に常時対応できる体制、その他計画的な管理を実施できる
　　体制にあるもの。
　注）①在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態
　　 ②在宅自己腹膜潅流指導管理、 在宅血液透析指導管理、 在宅酸素療法指導管理、 在宅中心静脈栄養法指導管理、 在宅成分栄養経管栄養指導管理、 在宅自己導尿
　　　指導管理、 在宅人工呼吸指導管理、 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、 在宅自己疼痛管理指導管理、 又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
　　 ③人工肛門または人工膀胱を設置している状態　④真皮を越える褥瘡の状態　⑤点滴注射を週3回以上行う必要があると認められた状態
※3：緊急時訪問看護加算とは、24時間連絡体制にあって利用者又は家族の同意を得て、計画的な訪問看護以外の緊急時訪問を必要に応じて行うこと。



NS、PT
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児（要相談）
（日曜・祝日）・土曜半日

高知市、土佐市、
いの町（旧伊野町）

特定医療法人 仁泉会
訪問看護ステーション あさくら

〒780-8063
高知県高知市朝倉丙350番地1
TEL:088-844-4736　FAX:088-844-2703

NS、PT
OT

ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児・人工呼吸器
（夜間早朝・日曜）・土曜・祝日

高知市株式会社 Ｂｒｉｄｇｅ
えん訪問看護ステーション高知

〒780-0911
高知市新屋敷2丁目9-2 
TEL:088-855-8324　FAX:088-855-8325

NS、PT
OT

ターミナルケア・精神疾患・
認知症・人工呼吸器
（夜間早朝・日曜・土曜）・土曜半日・祝日

高知市医療法人 川村会
訪問看護ステーション かがみ川

〒780-0901
高知市上町5丁目6-32
TEL:088-872-5580　FAX:088-802-5582

ステーション名 住　所 提供範囲対応できるケース
　（　）は相談により対応

24時間
対　応

緊急時
訪問看護 リハビリ地区名 ステーション名 住　所 提供範囲対応できるケース

　（　）は相談により対応
24時間
対　応

緊急時
訪問看護 リハビリ地区名

高

知

市

中

央

地

区

※提供範囲以外の訪問についても対応可能な場合があるので、各ステーションへお問い合わせください。
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幡
多
地
区

高
知
市
東
部
地
区

※提供範囲以外の訪問についても対応可能な場合があるので、各ステーションへお問い合わせください。

高
知
市
中
央
地
区

NS、PT
OT、ST

ターミナルケア・認知症・小児・
人工呼吸器
（夜間早朝・日曜・土曜）・土曜半日・祝日

高知市全域社会医療法人 近森会
訪問看護ステーション ちかもり

〒780-0053
高知市駅前町3番13号 
TEL:088-875-8697　FAX:088-822-3279

精神疾患
（土曜）

高知市及び
周辺市町村

社会医療法人 近森会
訪問看護ステーション ラポールちかもり

〒780-0056
高知市北本町1-1-7
TEL:088-871-7274　FAX:088-871-7431

株式会社 Ｎ・フィールド
訪問看護ステーション デューン高知

〒780-0062
高知市新本町２丁目１番１号 FIRSTSTAGE203号
TEL:088-872-5585　FAX:088-872-5586

NS、PT
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・人工呼吸器
（夜間早朝・日曜・土曜）・祝日

高知市、南国市、
香美市、香南市

セントケア四国 株式会社
セントケア 訪問看護ステーション高知

〒780-0071
高知市高埇21-17 ルミエール高埇212号
TEL:088-882-5773　FAX:088-882-5772

社会福祉法人 ふるさと会
訪問看護ステーション さえずり

〒781-0304
高知市春野町西分695番1
TEL:088-855-6028　FAX:088-855-6037

NS、PT
ターミナルケア・認知症・
人工呼吸器
祝日・土曜

高知市、南国市医療法人 高田会
訪問看護ステーション城見

〒780-0824
高知市城見町3-12
TEL:088-884-9133　FAX:088-884-9132

PT
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児・人工呼吸器
夜間早朝・日曜・祝日・土曜

高知市、南国市、香南市、
香美市、その他周辺地域
要相談

合同会社 心愛 
訪問看護ステーション 誠

〒781-8133
高知市一宮徳谷3番5-4号
TEL:088-855-6861　FAX:088-855-6862

NS、PT
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・人工呼吸器
日曜・祝日・土曜

高知市、南国市医療法人 緑風会
訪問看護ステーション 海の里

〒781-0112
高知市仁井田1618-18
TEL:088-847-8080　FAX:088-847-7201

OT
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・人工呼吸器
（夜間早朝・日曜・祝日・土曜）

高知市、南国市有限会社 H＆H
訪問看護ステーション はっぴぃ＆へるす

〒781-0112
高知市仁井田1894-3
TEL:088-881-5447　FAX:088-881-5448

OT 精神疾患
土曜半日

高知市、その他周辺
地域要相談

医療法人 精華園
訪問看護ステーション うみべ

〒781-0270
高知市長浜257  宙いろホーム１F
TEL:088-842-7070　FAX:088-842-7070

NS ターミナルケア・認知症
（夜間早朝・日曜・祝日）・土曜

高知市、南国市、
香美市、香南市

医療法人 久会
訪問看護ステーション しもぢ

〒781-0806
高知市知寄町1丁目5-15
TEL:088-883-2467　FAX:088-883-2467

NS、PT
OT

ターミナルケア・精神疾患・
認知症・人工呼吸器
（夜間早朝・日曜・土曜）・祝日

高知市、南国市有限会社 ナースケア
訪問看護ステーション ナースケアⅡ

〒781-0813
高知市青柳町55番地
TEL:088-821-7086　FAX:088-821-7001

PT、OT
ターミナルケア・認知症・
小児・人工呼吸器
（夜間早朝・日曜・祝日・土曜）

高知市、南国市、
香南市、香美市

株式会社 はる
訪問看護ステーション はる

〒781-5103
高知市大津乙1941番地1  Ａクイック1Ｆ
TEL:088-821-8888　FAX:088-821-8887

NS 認知症
祝日

高知市、南国市、
香美市、香南市

医療法人 尚腎会
訪問看護ステーション たかす

〒781-5103
高知市大津乙2705番地1 高知高須病院内5階
TEL:088-878-3021　FAX:088-878-3022

NS、PT
ターミナルケア・精神疾患・
認知症
（夜間早朝・日曜・祝日・土曜）・土曜半日

医療法人 山口会
訪問看護ステーション こうせい

〒781-8121
高知市葛島１丁目9-50
TEL:088-885-6714　FAX:088-885-6714

NS、PT
ターミナルケア・精神疾患・
認知症
（土曜）・祝日

高知市、南国市株式会社 ポストンズ
訪問看護ステーション POSTNs

〒781-8122
高知市高須新町3丁目10番8号
TEL:088-881-0388　FAX:088-881-1388

NS、ST 精神疾患・認知症
（土曜）

高知市、南国市、
その他周辺地域要相談

有限会社 IBS
訪問看護ステーション AID

〒781-8132
高知市一宮東町5丁目34番25号
TEL:088-845-8070　FAX:088-845-8040

NS
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児・人工呼吸器
夜間早朝・日曜・祝日・土曜

高知市、南国市、土佐市、
香南市、香美市、安芸市、
須崎市、いの町

一般社団法人 カインドネス
アート訪問看護センター高知

〒781-0083
高知市北御座11-8
TEL:088-877-8975　FAX:088-877-9187

NS
ターミナルケア・精神疾患・
認知症
（日曜・祝日・土曜）

四万十市、黒潮町、
三原村

医療法人 創治
竹本病院 訪問看護ステーション

〒787-0015
四万十市右山1973番地8
TEL:0880-35-3838　FAX:0880-34-8131

精神疾患・認知症
土曜

四万十市、宿毛市、
大月町、三原村、
黒潮町、土佐清水市

医療法人 一条会
訪問看護ステーション やすらぎ

〒787-0019
四万十市具同2278-1
TEL:0880-31-2266　FAX:0880-31-2267

NS
ターミナルケア・認知症・
人工呼吸器
（日曜・祝日・土曜）

医療法人 慈恵会
訪問看護ステーション なかむら

〒787-0029
四万十市中村小姓町82番地1
TEL:0880-34-3178　FAX:0880-34-3187

NS
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児
（日曜・土曜）・祝日

四万十市、宿毛市、
黒潮町、土佐清水市

株式会社 グリーンハーツ
グリーンハーツ 訪問看護ステーション四万十

〒787-0019
四万十市具同5390
TEL:0880-34-8887　FAX:0880-34-8888

NS
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児・人工呼吸器
夜間早朝・日曜・祝日・土曜

四万十市、宿毛市、
土佐清水市、大月町、
黒潮町、三原村

一般社団法人 のぞみ
訪問看護ステーション のぞみ

〒787-0157
四万十市山路386番地2
TEL:0880-31-9484　FAX:0880-31-9485

NS
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児・人工呼吸器
（夜間早朝・日曜・祝日・土曜）

土佐清水市、その他
周辺地域要相談

医療法人 聖真会
訪問看護ステーション あったか渭南

〒787-0331
土佐清水市越前町6番10号
TEL:0880-82-5222　FAX:0880-83-0067

NS、PT
ターミナルケア・認知症・
小児・人工呼吸器
（祝日）

宿毛市、
（大月町、三原村）

医療法人 長生会
訪問看護ステーション すくも

〒788-0001
宿毛市中央8丁目3番6号
TEL:0880-63-0534　FAX:0880-63-4792

精神疾患・認知症
宿毛市、四万十市、
土佐清水市、大月町、
黒潮町、三原村、愛南町

医療法人 祥星会
訪問看護ステーション であい

〒788-0051
宿毛市押ノ川1052-1
TEL:0880-63-0333　FAX:0880-63-0333

株式会社 優虎
株式会社 優虎 訪問看護ステーション

〒780-8039
高知市東石立町87番地 
TEL:088-855-9646　FAX:088-855-9644

有限会社 ナースケア
訪問看護ステーション ナースケアぷらす

〒781-0270
高知市長浜1345番地3
TEL:088-802-5780　FAX:088-802-5765

有限会社 ナースケア
訪問看護ステーション ナースケアいろは

〒780-0843
高知市廿代町15番31号
TEL:088-802-5273　FAX:088-822-5980

NS、PT
OT

ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児・人工呼吸器
夜間早朝・日曜・祝日・土曜

有限会社 ナースケア
訪問看護ステーション ナースケア

〒780-0844 
高知市永国寺町2番2号 ノアハウス2A
TEL:088-855-6012　FAX:088-855-6013

NS、PT ターミナルケア・認知症・小児
（日曜・祝日・土曜）

特定医療法人 竹下会
訪問看護ステーション 芽生

〒780-0870
高知市本町2丁目4番3号
TEL:088-822-2608　FAX:088-822-2771

NS
ターミナルケア・精神疾患・
認知症
（土曜）・土曜半日

高知市、その他周辺
地域要相談

医療法人 三和会
訪問看護ステーション くによし

〒780-0901
高知市上町1丁目3-4
TEL:088-871-3805　FAX:088-871-3806

精神疾患
土曜半日 高知市医療法人 おくら会

訪問看護ステーション ふじと

〒780-0901
高知市上町1丁目3-30
TEL:088-821-0075　FAX:088-821-0075

NS
ターミナルケア・認知症・
人工呼吸器
（夜間早朝・日曜・祝日・土曜）

高知市有限会社 ケアコミュニケーション
指定訪問看護ステーション であい

〒780-0912
高知市八反町1丁目3番8号
TEL:088-821-7441　FAX:088-821-7061

NS、PT
OT、ST

ターミナルケア・精神疾患・
認知症
（日曜・祝日・土曜）・土曜半日

高知市、
南国市（要相談）

社会医療法人 仁生会 細木病院
訪問看護ステーション ほそぎ

〒780-0926
高知市大膳町1-25
TEL:088-825-4387　FAX:088-825-4387

NS、PT
OT

ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児・人工呼吸器
（夜間早朝）・日曜・祝日・土曜

高知市、土佐市、
いの町、南国市、
香美市

株式会社 山の上の仲間たち
ふくいの訪問看護ステーション

〒780-0946
高知市上本宮町113番地11
TEL:088-879-0181　FAX:088-879-8044

NS、PT
OT、ST

ターミナルケア・認知症・
人工呼吸器
（日曜・祝日）・土曜半日

高知市医療法人 恕泉会
訪問看護ステーション あさひ

〒780-0952
高知市塚ノ原43
TEL:088-843-5411　FAX:088-843-5258

NS、PT
OT

ターミナルケア・認知症
・人工呼吸器
（日曜・祝日・土曜）・土曜半日

高知市高知医療生活協同組合
訪問看護ステーション 生協れいんぼー

〒780-0963
高知市口細山206-9
TEL:088-828-8610　FAX:088-828-8613

NS、PT
OT

ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児・人工呼吸器
夜間早朝・日曜・祝日・土曜

高知市、香南市、香美市、
土佐市、須崎市、その他
周辺地域要相談

株式会社 クリエイティ
訪問看護事業所 ナーシング

〒780-8018
高知市竹島町158－21
TEL:088-855-7688　FAX:088-855-7687

PT、OT
ST

ターミナルケア・認知症・
小児・人工呼吸器
（夜間早朝・日曜・祝日・土曜）

高知市、南国市、
香南市、香美市

一般社団法人 高知在宅ケア支援センター
高知中央 訪問看護ステーション

〒780-8028
高知市北高見町50番1号
TEL:088-855-7887　FAX:088-855-7776

OT 精神疾患・認知症・小児株式会社 Ｌｉｆｅ ｃｈａｎｇｅ
忠さんの訪問看護ステーション　

〒780-8031
高知市大原町84-1 コーポセフィラ202
TEL:088-881-5551　FAX:088-881-3024

NS、PT
ターミナルケア・認知症・
人工呼吸器
（日曜・祝日・土曜）・土曜半日

高知市、土佐市、
南国市、大豊町

株式会社 FIRST RATE
訪問看護ステーション  LOCAL

〒780-8040
高知市神田462-9
TEL:088-821-6810　FAX:088-821-6811

PT、OT
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・人工呼吸器
夜間早朝・日曜・祝日・土曜

高知市、須崎市、いの町、
佐川町、その他周辺地域
要相談

合同会社 心愛 
訪問看護ステーション 心愛（ここあ）

〒780-8040
高知市神田638番地22 神田Kコーポ2
TEL:088-855-8189　FAX:088-855-8190

NS
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児
夜間早朝・日曜・祝日・土曜

高知市、土佐市、
いの町、南国市

公益社団法人 高知県看護協会
こうち看護協会 訪問看護ステーション

〒780-8066
高知市朝倉己825-5
TEL:088-844-8777　FAX:088-855-6717

NS、PT
ターミナルケア・認知症・
人工呼吸器
土曜半日

高知市、いの町、
土佐市、南国市

株式会社 結心
訪問看護ステーション  結心（ゆうな）

〒780-8074
高知市朝倉横町20-35
TEL:088-802-6388　FAX:088-802-6386

NS、PT
OT

ターミナルケア・精神疾患・
認知症・人工呼吸器
（土曜）・祝日

愛が鍾まる 株式会社
てのひら 訪問看護リハビリステーション

〒780-8081
高知市若草町16-5 A棟
TEL:088-821-9668　FAX:088-821-9667

PT、OT
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・人工呼吸器
夜間早朝・日曜・祝日・土曜

高知市、いの町の一部
（旧吾川郡伊野町）

株式会社 アイ・エム・シーライフステージ
ＩＭＣ 訪問看護リハビリステーション 
そらとこころ

〒780-8083
高知市鵜来巣11番38-8号 あさくらメディカルパーク第2ビル2F
TEL:088-821-8531　FAX:088-821-8532

NS、PT
OT、ST

ターミナルケア・認知症・
小児・人工呼吸器
（夜間早朝・日曜・祝日・土曜）・土曜半日・祝日

高知市、南国市、香美市、
香南市、土佐市、いの町、
日高村、須崎市

合資会社 オファーズ
訪問看護ステーション おたすけまん

〒781-8008
高知市潮新町1-13-26
TEL:088-832-2200　FAX:088-837-7365

NS ターミナルケア・認知症・小児
（夜間早朝・日曜・祝日・土曜） 高知市特定非営利活動法人 ありがとう

訪問看護センター 輪看（りんか）

〒781-0242
高知市横浜西町29番32号
TEL:088-855-7655　FAX:088-855-7605

NS
ターミナルケア・精神疾患・
認知症
（夜間早朝・日曜・土曜）・祝日

高知市、土佐市、
いの町

合同会社 ＭＡＲＯ
訪問看護ステーション まろ

〒780-8066
高知市朝倉己132番2号
TEL:088-821-8132　FAX:088-821-8133

NS
ターミナルケア・認知症
人工呼吸器
（夜間早朝・日曜・祝日・土曜）

高知市医療法人 アーク・ケア
かもだの在宅看護センター

〒780-8052
高知市鴨部2丁目20-5
TEL:088-803-5400　FAX:088-802-5227

※1：24時間対応体制とは、24時間連絡体制に加え、必要に応じ緊急時訪問看護を行う体制にあること。
※2：特別管理加算とは、訪問看護が特別な管理注）を必要として利用者から看護を求められた場合に常時対応できる体制、その他計画的な管理を実施できる
　　体制にあるもの。
　注）①在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態
　　 ②在宅自己腹膜潅流指導管理、 在宅血液透析指導管理、 在宅酸素療法指導管理、 在宅中心静脈栄養法指導管理、 在宅成分栄養経管栄養指導管理、 在宅自己導尿
　　　指導管理、 在宅人工呼吸指導管理、 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、 在宅自己疼痛管理指導管理、 又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
　　 ③人工肛門または人工膀胱を設置している状態　④真皮を越える褥瘡の状態　⑤点滴注射を週3回以上行う必要があると認められた状態
※3：緊急時訪問看護加算とは、24時間連絡体制にあって利用者又は家族の同意を得て、計画的な訪問看護以外の緊急時訪問を必要に応じて行うこと。



有限会社 ケアネットサービス
訪問看護ステーション あすか

〒781-7220
室戸市佐喜浜町3589番地1 
TEL:0887-27-3480　FAX:0887-27-3481

合同会社 訪問看護ステーション 詩
訪問看護ステーション 詩

〒781-5235
香南市野市町下井593番地1 
TEL:0887-52-8281　FAX:0887-52-8282

NS
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・人工呼吸器
夜間早朝・日曜・祝日・土曜

いの町、高知市、
南国市、香美市、
嶺北地域

合同会社訪問看護ステーション あんこ
訪問看護ステーション あんこ

〒781-2110
吾川郡いの町1874 
TEL:090-4505-1603・088-879-1611

中
央
東
部
・
安
芸
地
区

高
幡
・
中
央
西
地
区
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費用負担例：※利用される方の病状やステーションの体制により加算や実費相当額は異なります。

高知県訪問看護ステーション一覧（2022年5月末日現在）

ステーション名 住　所 提供範囲対応できるケース
　（　）は相談により対応

24時間
対　応

緊急時
訪問看護 リハビリ地区名

NS
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児・人工呼吸器
（日曜・祝日）・土曜半日

高知市、土佐市、
伊野町、須崎市

一般社団法人 高知市医師会
高知市医師会立 訪問看護ステーション 土佐

〒781-1101
土佐市高岡町甲1792-2 土佐市高齢者総合福祉センター内
TEL:088-852-5904　FAX:088-852-5906

PT、OT ターミナルケア・小児
（日曜・土曜）・祝日

土佐市、いの町（旧伊
野町、吾北）、高知市
（春野・朝倉）、日高村

株式会社 VISION QUEST
訪問看護ステーション I Am（アイアム）

〒781-1101
土佐市高岡町甲2190-1 ITAHARAⅡ101号室
TEL:088-879-5682　FAX:088-879-5683

NS、PT
OT

ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児・人工呼吸器
（夜間早朝・日曜）・祝日・土曜

越知町、佐川町、日高村、
仁淀川町、その他周辺
地域要相談

医療法人 前田会
訪問看護ステーション おち

〒781-1301
高岡郡越知町越知甲2144番地1
TEL:0889-26-2667　FAX:0889-26-2688

NS、PT
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児・人工呼吸器
（夜間早朝・日曜・祝日・土曜）

いの町、日高村、その他
周辺地域要相談

いの町
いの町立 訪問看護ステーション

〒781-2110
吾川郡いの町1369番地
TEL:088-893-0220　FAX:088-893-0229

NS、PT
OT

認知症
（夜間早朝・日曜）祝日・土曜

いの町、日高村、
土佐市、佐川町、
高知市

株式会社 いろは
訪問看護リハビリステーション いろは

〒781-2128
吾川郡いの町波川1913-2
TEL:088-802-6118　FAX:088-893-2271

NS 精神疾患・認知症
日曜・祝日

日高村、いの町、
高知市

社会福祉法人 土佐平成福祉会
訪看スマイルスタジオ

〒781-2164
高岡郡日高村本村1-1
TEL:0889-24-7411　FAX:0889-24-7413

PT、OT
ST

ターミナルケア・認知症・
小児
（日曜・祝日・土曜）

須崎市、中土佐町、
津野町、土佐市

医療法人 五月会
訪問看護ステーション すさき

〒785-0036
須崎市緑町4-30
TEL:0889-43-0195　FAX:0889-43-0198

NS、PT
OT

ターミナルケア・人工呼吸器
日曜・祝日・土曜

香南市、南国市、
安芸市、芸西村、
室戸市、（香美市）

株式会社 縁-えん-
訪問看護ステーション 縁

〒781-5213
香南市野市町東野202-1
TEL:0887-56-1680　FAX:0887--56-1690

NS、PT
OT

精神疾患・認知症・小児（要相談）
（祝日）・土曜

芸西村、安芸市、
香南市夜須町、
中山間地域要相談

医療法人 おくら会
訪問看護ステーション げいせい

〒781-5701
安芸郡芸西村和食甲4268
TEL:0887-33-3807　FAX:0887-33-3807

NS
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児・人工呼吸器
（日曜・祝日・土曜）

安芸市、室戸市（要交通費）、
北川村、馬路村、田野町、
奈半利町、安田町

特定非営利活動法人 なかやま楽校
訪問看護ステーション なかやま楽校

〒781-6430
安芸郡安田町正弘1532番地
TEL:0887-30-1945　FAX:0887-30-1946

NS、PT
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児・人工呼吸器
（夜間早朝・日曜・祝日・土曜）

株式会社 ゆうあい
訪問看護ステーション 奥郷（おくのさと）

〒781-7107
室戸市元甲1076
TEL:0887-98-7037　FAX:0887-98-7018

NS
ターミナルケア・認知症・
人工呼吸器
（夜間早朝・日曜・祝日・土曜）

高知市東部、南国市、
香南市、香美市

一般社団法人 土佐長岡郡医師会
訪問看護ステーション 希望

〒783-0004
南国市大埇甲320番地
TEL:088-864-1365　FAX:088-864-1365

社会福祉法人 香南会
訪問看護ステーション あおぞら

〒783-0004
南国市大埇甲406-5 南国マンション202号
TEL:088-802-6180　FAX:088-802-6181

社会福祉法人 香南会
訪問看護ステーション キレイキレイ

〒783-0004
南国市大埇甲406-5 南国マンション205号室
TEL:088-802-5085　FAX:088-802-5086

NS、PT 精神疾患・認知症
土曜半日

医療法人 つくし会
訪問看護ステーション おおそね

〒783-0005
南国市大埇乙1259番地5
TEL:088-864-0151　FAX:088-864-0151

PT、OT ターミナルケア・精神疾患・
認知症

南国市、香美市、
香南市、高知市

Recovery International 株式会社
訪問看護ステーション リカバリー高知

〒783-0005
南国市大埇乙1295-1 竹村ハイツ1階
TEL:088-864-3878　FAX:088-864-3879

NS、PT
OT

ターミナルケア・精神疾患・
認知症・人工呼吸器
祝日・土曜

南国市、香美市・
香南市・高知市の一部

医療法人 土佐きび
訪問看護ステーション きび

〒783-0007
南国市明見800 きび診療所2階
TEL:088-802-7557　FAX:088-802-7585

株式会社 Ｎ・フィールド
訪問看護ステーション デューン南国

〒783-0011
南国市後免町151番10
TEL:088-802-5371　FAX:088-802-5372

NS、PT
OT、ST

ターミナルケア・認知症・
小児
土曜半日

南国市、香南市、
香美市、高知市、
いの町、土佐町、日高村

医療法人 地塩会
訪問看護ステーション なんごく

〒783-0011
南国市後免町3丁目1-27
TEL:088-878-6669　FAX:088-864-0332

PT、OT
ST

ターミナルケア・精神疾患・
認知症・人工呼吸器
祝日

南国市、香南市、
香美市、芸西村、
安芸市

株式会社 らいさす
訪問看護ステーション ドリームチーム

〒783-0093
南国市物部131-1
TEL:088-803-7877　FAX:088-803-7879

株式会社 kotobuki
訪問看護ステーション ゼロ

〒784-0004
安芸市本町5-6-14
TEL:0887-37-9490　FAX:0887-37-9257

ターミナルケア・認知症医療法人 尚腎会
訪問看護ステーション あき

〒784-0005
安芸市港町2丁目635
TEL:0887-32-0252　FAX:0887-34-1652

NS
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児・人工呼吸器
（夜間早朝・日曜・祝日・土曜）

中土佐町、四万十町、
黒潮町

医療法人 川村会 くぼかわ病院
訪問看護ステーション くぼかわ

〒786-0002
高岡郡四万十町見付902-1
TEL:0880-22-1119　FAX:0880-22-5679

※提供範囲以外の訪問についても対応可能な場合があるので、各ステーションへお問い合わせください。

1）介護保険の場合
1時間の訪問を月4回利用し、かつ緊急時訪問看護加算を契約している場合（1単位＝10円）
訪問看護費821単位/回×4回＋ 緊急時訪問看護加算574単位/月＝3,858単位（負担額：円）

2）医療保険の場合（医療費の自己負担1～3割）
重度の方が自宅への1時間の訪問看護を月8回利用し、かつ24時間対応体制を契約している場合
基本療養費 ＋ 管理療養費 ＋ 24時間加算 ＋ 特別管理加算 ＋ 情報提供療養費×自己負担
（12,990円＋8,550円×7回＋6,400円＋5,000円＋1,500円）×0.1～0.3＝8,574円～25,722円

訪問看護の利用回数

訪問看護を利用する場合の費用負担

・基本利用料以外には、1回の訪問で90分を超える長時間訪問看護、休日または夜間等の営業時間外の訪問看護の利用について

   の差額費用、交通費やその他日常生活物品などは実費相当額が必要です。

・訪問看護は公費負担医療の対象になる場合があります。

　　①障害者自立支援法による精神障害の通院医療

　　②障害者自立支援法の更生医療

　　③特定疾患治療研究事業及び先天性血液凝固因子障害治療研究事業

　　④小児慢性特定疾患治療研究事業

　　⑤原爆被害者援護法の一般疾病医療費など

・医療保険を利用される方の自己負担額については、定められた限度額を超える場合は高額療養費制度により払い戻しが行われます。

・利用される方の負担額を限度額内にとどめる仕組みも始まりましたので、契約時にご確認ください。

利用される保険の種類によって基本利用料の負担割合（1～3割）は異なります。費用の詳細については、
訪問看護の契約時にご確認ください。

1） 介護保険での訪問回数はケアプランに組み込まれます。
・但し、退院直後、急性増悪時（症状が悪化したとき）に医師の特別指示書が交付された場合や厚生労働大臣の定める疾病等に

　該当する場合は、医療保険で14日を限度として週4日以上の訪問看護を利用することができます。

・要介護被保険者等であっても、退院直後から2週間は特別指示書により、医療保険の訪問看護が利用できます。

・また「気管カニューレ」と「真皮を越える褥瘡の状態」の方は、1か月に特別指示書が2回交付できます。

2） 医療保険では通常、週3回までの訪問となっています。
・但し、退院直後や急性増悪時（症状が悪化したとき）に医師の特別指示書が交付された場合、厚生労働大臣の定める疾病等や

　特別管理加算の対象者は、週4日以上の訪問看護を利用することができます。

・医師の指示に基づいて、退院に向けた外泊時の訪問看護（1～2回）も可能になりました。

・医療保険では、「気管カニューレ」と「真皮を越える褥瘡の状態」の方は特別管理加算の対象となるため、特別指示書の交付は

　必要なく週4日以上の訪問が可能です。

・退院に向けた外泊時、退院直後、急性増悪時（症状が悪化したとき）、ターミナル期等に頻回の訪問看護が必要な場合は、かかり

　つけの医師、ケアマネジャー、訪問看護ステーションにご相談ください。



有限会社 ケアネットサービス
訪問看護ステーション あすか

〒781-7220
室戸市佐喜浜町3589番地1 
TEL:0887-27-3480　FAX:0887-27-3481

合同会社 訪問看護ステーション 詩
訪問看護ステーション 詩

〒781-5235
香南市野市町下井593番地1 
TEL:0887-52-8281　FAX:0887-52-8282

NS
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・人工呼吸器
夜間早朝・日曜・祝日・土曜

いの町、高知市、
南国市、香美市、
嶺北地域

合同会社訪問看護ステーション あんこ
訪問看護ステーション あんこ

〒781-2110
吾川郡いの町1874 
TEL:090-4505-1603・088-879-1611

中
央
東
部
・
安
芸
地
区

高
幡
・
中
央
西
地
区
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費用負担例：※利用される方の病状やステーションの体制により加算や実費相当額は異なります。

高知県訪問看護ステーション一覧（2022年5月末日現在）

ステーション名 住　所 提供範囲対応できるケース
　（　）は相談により対応

24時間
対　応

緊急時
訪問看護 リハビリ地区名

NS
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児・人工呼吸器
（日曜・祝日）・土曜半日

高知市、土佐市、
伊野町、須崎市

一般社団法人 高知市医師会
高知市医師会立 訪問看護ステーション 土佐

〒781-1101
土佐市高岡町甲1792-2 土佐市高齢者総合福祉センター内
TEL:088-852-5904　FAX:088-852-5906

PT、OT ターミナルケア・小児
（日曜・土曜）・祝日

土佐市、いの町（旧伊
野町、吾北）、高知市
（春野・朝倉）、日高村

株式会社 VISION QUEST
訪問看護ステーション I Am（アイアム）

〒781-1101
土佐市高岡町甲2190-1 ITAHARAⅡ101号室
TEL:088-879-5682　FAX:088-879-5683

NS、PT
OT

ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児・人工呼吸器
（夜間早朝・日曜）・祝日・土曜

越知町、佐川町、日高村、
仁淀川町、その他周辺
地域要相談

医療法人 前田会
訪問看護ステーション おち

〒781-1301
高岡郡越知町越知甲2144番地1
TEL:0889-26-2667　FAX:0889-26-2688

NS、PT
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児・人工呼吸器
（夜間早朝・日曜・祝日・土曜）

いの町、日高村、その他
周辺地域要相談

いの町
いの町立 訪問看護ステーション

〒781-2110
吾川郡いの町1369番地
TEL:088-893-0220　FAX:088-893-0229

NS、PT
OT

認知症
（夜間早朝・日曜）祝日・土曜

いの町、日高村、
土佐市、佐川町、
高知市

株式会社 いろは
訪問看護リハビリステーション いろは

〒781-2128
吾川郡いの町波川1913-2
TEL:088-802-6118　FAX:088-893-2271

NS 精神疾患・認知症
日曜・祝日

日高村、いの町、
高知市

社会福祉法人 土佐平成福祉会
訪看スマイルスタジオ

〒781-2164
高岡郡日高村本村1-1
TEL:0889-24-7411　FAX:0889-24-7413

PT、OT
ST

ターミナルケア・認知症・
小児
（日曜・祝日・土曜）

須崎市、中土佐町、
津野町、土佐市

医療法人 五月会
訪問看護ステーション すさき

〒785-0036
須崎市緑町4-30
TEL:0889-43-0195　FAX:0889-43-0198

NS、PT
OT

ターミナルケア・人工呼吸器
日曜・祝日・土曜

香南市、南国市、
安芸市、芸西村、
室戸市、（香美市）

株式会社 縁-えん-
訪問看護ステーション 縁

〒781-5213
香南市野市町東野202-1
TEL:0887-56-1680　FAX:0887--56-1690

NS、PT
OT

精神疾患・認知症・小児（要相談）
（祝日）・土曜

芸西村、安芸市、
香南市夜須町、
中山間地域要相談

医療法人 おくら会
訪問看護ステーション げいせい

〒781-5701
安芸郡芸西村和食甲4268
TEL:0887-33-3807　FAX:0887-33-3807

NS
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児・人工呼吸器
（日曜・祝日・土曜）

安芸市、室戸市（要交通費）、
北川村、馬路村、田野町、
奈半利町、安田町

特定非営利活動法人 なかやま楽校
訪問看護ステーション なかやま楽校

〒781-6430
安芸郡安田町正弘1532番地
TEL:0887-30-1945　FAX:0887-30-1946

NS、PT
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児・人工呼吸器
（夜間早朝・日曜・祝日・土曜）

株式会社 ゆうあい
訪問看護ステーション 奥郷（おくのさと）

〒781-7107
室戸市元甲1076
TEL:0887-98-7037　FAX:0887-98-7018

NS
ターミナルケア・認知症・
人工呼吸器
（夜間早朝・日曜・祝日・土曜）

高知市東部、南国市、
香南市、香美市

一般社団法人 土佐長岡郡医師会
訪問看護ステーション 希望

〒783-0004
南国市大埇甲320番地
TEL:088-864-1365　FAX:088-864-1365

社会福祉法人 香南会
訪問看護ステーション あおぞら

〒783-0004
南国市大埇甲406-5 南国マンション202号
TEL:088-802-6180　FAX:088-802-6181

社会福祉法人 香南会
訪問看護ステーション キレイキレイ

〒783-0004
南国市大埇甲406-5 南国マンション205号室
TEL:088-802-5085　FAX:088-802-5086

NS、PT 精神疾患・認知症
土曜半日

医療法人 つくし会
訪問看護ステーション おおそね

〒783-0005
南国市大埇乙1259番地5
TEL:088-864-0151　FAX:088-864-0151

PT、OT ターミナルケア・精神疾患・
認知症

南国市、香美市、
香南市、高知市

Recovery International 株式会社
訪問看護ステーション リカバリー高知

〒783-0005
南国市大埇乙1295-1 竹村ハイツ1階
TEL:088-864-3878　FAX:088-864-3879

NS、PT
OT

ターミナルケア・精神疾患・
認知症・人工呼吸器
祝日・土曜

南国市、香美市・
香南市・高知市の一部

医療法人 土佐きび
訪問看護ステーション きび

〒783-0007
南国市明見800 きび診療所2階
TEL:088-802-7557　FAX:088-802-7585

株式会社 Ｎ・フィールド
訪問看護ステーション デューン南国

〒783-0011
南国市後免町151番10
TEL:088-802-5371　FAX:088-802-5372

NS、PT
OT、ST

ターミナルケア・認知症・
小児
土曜半日

南国市、香南市、
香美市、高知市、
いの町、土佐町、日高村

医療法人 地塩会
訪問看護ステーション なんごく

〒783-0011
南国市後免町3丁目1-27
TEL:088-878-6669　FAX:088-864-0332

PT、OT
ST

ターミナルケア・精神疾患・
認知症・人工呼吸器
祝日

南国市、香南市、
香美市、芸西村、
安芸市

株式会社 らいさす
訪問看護ステーション ドリームチーム

〒783-0093
南国市物部131-1
TEL:088-803-7877　FAX:088-803-7879

株式会社 kotobuki
訪問看護ステーション ゼロ

〒784-0004
安芸市本町5-6-14
TEL:0887-37-9490　FAX:0887-37-9257

ターミナルケア・認知症医療法人 尚腎会
訪問看護ステーション あき

〒784-0005
安芸市港町2丁目635
TEL:0887-32-0252　FAX:0887-34-1652

NS
ターミナルケア・精神疾患・
認知症・小児・人工呼吸器
（夜間早朝・日曜・祝日・土曜）

中土佐町、四万十町、
黒潮町

医療法人 川村会 くぼかわ病院
訪問看護ステーション くぼかわ

〒786-0002
高岡郡四万十町見付902-1
TEL:0880-22-1119　FAX:0880-22-5679

※提供範囲以外の訪問についても対応可能な場合があるので、各ステーションへお問い合わせください。

1）介護保険の場合
1時間の訪問を月4回利用し、かつ緊急時訪問看護加算を契約している場合（1単位＝10円）
訪問看護費821単位/回×4回＋ 緊急時訪問看護加算574単位/月＝3,858単位（負担額：円）

2）医療保険の場合（医療費の自己負担1～3割）
重度の方が自宅への1時間の訪問看護を月8回利用し、かつ24時間対応体制を契約している場合
基本療養費 ＋ 管理療養費 ＋ 24時間加算 ＋ 特別管理加算 ＋ 情報提供療養費×自己負担
（12,990円＋8,550円×7回＋6,400円＋5,000円＋1,500円）×0.1～0.3＝8,574円～25,722円

訪問看護の利用回数

訪問看護を利用する場合の費用負担

・基本利用料以外には、1回の訪問で90分を超える長時間訪問看護、休日または夜間等の営業時間外の訪問看護の利用について

   の差額費用、交通費やその他日常生活物品などは実費相当額が必要です。

・訪問看護は公費負担医療の対象になる場合があります。

　　①障害者自立支援法による精神障害の通院医療

　　②障害者自立支援法の更生医療

　　③特定疾患治療研究事業及び先天性血液凝固因子障害治療研究事業

　　④小児慢性特定疾患治療研究事業

　　⑤原爆被害者援護法の一般疾病医療費など

・医療保険を利用される方の自己負担額については、定められた限度額を超える場合は高額療養費制度により払い戻しが行われます。

・利用される方の負担額を限度額内にとどめる仕組みも始まりましたので、契約時にご確認ください。

利用される保険の種類によって基本利用料の負担割合（1～3割）は異なります。費用の詳細については、
訪問看護の契約時にご確認ください。

1） 介護保険での訪問回数はケアプランに組み込まれます。
・但し、退院直後、急性増悪時（症状が悪化したとき）に医師の特別指示書が交付された場合や厚生労働大臣の定める疾病等に

　該当する場合は、医療保険で14日を限度として週4日以上の訪問看護を利用することができます。

・要介護被保険者等であっても、退院直後から2週間は特別指示書により、医療保険の訪問看護が利用できます。

・また「気管カニューレ」と「真皮を越える褥瘡の状態」の方は、1か月に特別指示書が2回交付できます。

2） 医療保険では通常、週3回までの訪問となっています。
・但し、退院直後や急性増悪時（症状が悪化したとき）に医師の特別指示書が交付された場合、厚生労働大臣の定める疾病等や

　特別管理加算の対象者は、週4日以上の訪問看護を利用することができます。

・医師の指示に基づいて、退院に向けた外泊時の訪問看護（1～2回）も可能になりました。

・医療保険では、「気管カニューレ」と「真皮を越える褥瘡の状態」の方は特別管理加算の対象となるため、特別指示書の交付は

　必要なく週4日以上の訪問が可能です。

・退院に向けた外泊時、退院直後、急性増悪時（症状が悪化したとき）、ターミナル期等に頻回の訪問看護が必要な場合は、かかり

　つけの医師、ケアマネジャー、訪問看護ステーションにご相談ください。
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※1  16特定疾病
①がん末期（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復
の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る）　

②関節リウマチ　③筋萎縮性側索硬化症　④後縦靭帯骨化症　
⑤骨折を伴う骨粗しょう症　⑥初老期における認知症（脳血管疾患、
アルツハイマー病、その他の要因に基づく脳の器質的な変化により、
日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能
が低下した状態）　

⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病関
連疾患

⑧脊髄小脳変性症　⑨脊柱管狭窄症　⑩早老症（ウェルナー症候群）

⑪多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・
ドレーガー症候群）

⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症　

⑬脳血管疾患（脳出血、脳梗塞など）　⑭閉塞性動脈硬化症　

⑮慢性閉塞性肺疾患（肺気腫、慢性気管支炎、びまん性汎細気管支炎

⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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中山間地域等

高知県中山間地域等訪問看護サービス確保対策事業は、 高知県内の中山間地域等に居住する訪問看護・リハビリテー
ションサービスを必要とする方々に対し、 県内の訪問看護ステーション・病院・診療所が協力して、 サービス提供を行うこ
とができるよう、 遠隔地への訪問看護師・理学療法士等の派遣について相談を受け、調整する事業です。

●この事業の対象者は、中山間地域等に居住していて訪問看護・リハビリテーションを必要とする「医療保険対象者」となります。
　○40歳未満の方
　○40歳以上65歳未満の方（介護保険第2号被保険者）
　　　条件：16特定疾病※1の対象者ではない方
             ：16特定疾病※1の対象者であっても要支援・要介護に該当しない方
　○65歳以上の方（介護保険第1号被保険者）であっても
　    条件：要支援・要介護に該当しない方（介護保険を利用しない方も含む）
　○要支援・要介護の認定を受けた方であっても
　　 条件：介護保険における厚生労働大臣が定める疾病等※2の方
●具体的には末期がん、難病、小児、精神疾患の方などが対象となります。
●通常介護保険での訪問看護・リハビリテーションの提供を受けている利用者で、特別訪問看護指示により、一時的に医療保険
　での訪問看護・リハビリテーションを提供する場合も事業の対象となります。
●訪問看護・リハビリテーションを必要とする方が、「介護保険対象者」の場合、お住まいの市町村によっては、「中山間地域介護
　サービス確保対策事業」が活用できる場合があります。詳しくは、お住まいの市町村の介護保険担当窓口にお尋ねください。

高知県中山間地域等訪問看護サービス
確 保 対 策 事 業

対象となる地域（中山間地域等）

この事業をご利用いただける方
事業の対象者

訪問看護・リハビリテーションサービス開始

医療保険の方が
対象になります

相 談 の 流 れ

高知県内の訪問看護ステーション、病院、診療所

高知県訪問看護ステーション連絡協議会事務局

訪問看護ステーション及び
最寄の医療機関に、サービ
ス提供実施の可否に関し
て照会します。

受入の結果を報告ご相談

受入OK

県内各機関

中山間地域等に居住する
訪問看護・リハビリテーションの必要な方

※2  介護保険における厚生労働大臣が定める疾病等
          については2ページを参照

高知市
室戸市
安芸市
南国市
土佐市
須崎市
宿毛市
土佐清水市
四万十市
香南市

香美市

：旧鏡村、旧土佐山村の区域
：全域
：全域
：上倉村、瓶岩村
：高岡町、北原村
：全域
：全域
：全域
：全域
：旧香我美町の西川村、東川村、
　旧夜須町、旧赤岡町の区域
：全域

東洋町
奈半利町
田野町
安田町
北川村
馬路村
芸西村
本山町
大豊町
土佐町
大川村
いの町

：全域
：全域
：全域
：全域
：全域
：全域
：東川村
：全域
：全域
：全域
：全域
：全域

仁淀川町
中土佐町
佐川町
越知町
梼原町
日高村
津野町
四万十町
大月町
三原村
黒潮町

：全域
：全域
：全域
：全域
：全域
：全域
：全域
：全域
：全域
：全域
：全域

ケアマネジャー
ケアワーカー等

地域包括支援センター
行政等

病院
診療所等

訪問看護
ステーション
【ガイドブック】

住み慣れたご自宅での療養生活を、おひとりおひとりの状況に合わせてサポートします。

〒780-0861  高知市升形1-17  藤林ビル2階西

訪問看護に関するご相談は

E-mail:info@kochi-houkan.com

安心を支える訪問看護サービス

一般社団法人高知県訪問看護連絡協議会
TEL 088-802-8115

医療保険
介護保険
ご利用いただけます


