
訪問看護サービス新規利用者受け入れ可能状況 2022 年７月 2１日現在 

受入可能：○、手一杯だが少人数または病状によっては受入可能：△、受入不可能：×、返信なし：□＼  

 受け入れ対象者：小児・成人・高齢者・難病・精神・ターミナル・障害   黄色で表記  新しい情報：赤表示 

 

＊ステーション：ST、訪問看護：訪看と記載、電話番号 097省略 

   ステーション名 受入状況 受入対象者 ステーション体制 ステーションからのメッセージ 職員の体制 

1 一燈園訪問看護ステーション 

 

△ 

 

・小児  ・成人 

・高齢者  

・難病  ・精神 

・ﾀｰﾐﾅﾙ  

・障害  

 

 

○ ２４時間対応可能 緩和ケア認定看護師が在籍しておりターミナルの利

用者様を多く受け入れています。難病の利用者様も

多く理学療法士と協働して在宅での生活が継続でき

るように支援しています。ベテランの訪問看護師が

多数在籍しており困難事例の相談を頂くことも多い

です。 

 

 作業療法士（OT） 

○ 緊急時対応可能 ○ 理学療法士（PT) 

○ 日曜・祭日対応可能 〇 言語聴覚士（ST) 

○ 土曜日対応可能  介護福祉士・介護職員 

   その他の職員 

2 訪問看護ステーション 

ひまわり  

○ 

 

・小児   ・成人 

・高齢者  

・難病   ・精神 

・ﾀｰﾐﾅﾙ  

・障害  

 

○ ２４時間対応可能 母体は医療社団法人の訪問看護ステーションです。

作業療法士 1 名が在籍しておりリハビリの受け入れ

も対応いたします・ターミナルケアも受け入れ可能

です。ン新して在宅生活が送れるように支援してお

ります。 

 

○ 作業療法士（OT) 

○ 緊急時対応可能 ○ 理学療法士（PT) 

○ 日曜・祝日対応可

能 

 言語聴覚士（ST) 

○ 土曜日対応可能  介護福祉士・介護職員 

  その他の職員 

3 中村病院 

訪問看護ステーション 

 

△ 

・小児  ・成人 

・高齢者 

・難病  ・精神 

・ﾀｰﾐﾅﾙ 

・障害 

 

 

○ ２４時間対応可能 看護師 5 名、ＰＴ1 名で活動中です。訪問看護認定

看護師、がん化学療法認定看護師、呼吸療法認定士

が在籍しております。中村病院がバックベット機能

を有しており、他かかりつけの利用者でも条件が合

えば入院可能です。リハビリと看護の両輪で在宅生

活を支援します。 

 作業療法士（OT） 

○ 緊急時対応可能 ○ 理学療法士（PT） 

 日曜・祝日対応可

能 

 言語聴覚士（ST） 

 土曜日対応可能  介護福祉士・介護職員 

  その他の職員 



４ 訪問看護ステーションくろき 

 

× 

 

・小児  ・成人 

・高齢者 

・難病  ・精神 

・ﾀｰﾐﾅﾙ 

・障害  

○ ２４時間対応可能 当事業所は、医療法人春日会の中に属し在宅医療と

してエリアは、別府日出町です。看護師 8 名と訪問

リハビリのスタッフ 13 名ＯＴ，ＰＴ，ＳＴと揃っ

ています。ご利用をお待ちしています 

 

○ 作業療法士（OT） 

○ 緊急時対応可能 ○ 理学療法士（PT） 

 日曜・祝日対応可

能 

○ 言語聴覚士（ST） 

 土曜日対応可能  介護福祉士・介護職員 

  その他の職員 

 

５ セントケア 

訪問看護ステーション別府 

 

 

・小児  ・成人 

・高齢者 

・難病  ・精神 

・ﾀｰﾐﾅﾙ  

・障害  

○ ２４時間対応可

能 

在宅での生活動作、ADL向上、退院後の体調調整、

ADL 動作にあった住宅改修へのアドバイスなど、

PT が対応できます。訪問入浴、リハビリ（ＰＴ）と

の連携が取りやすくスムーズなケアができます。 

 

＊リハビリ（PT・OT）受け入れ可能です 

 

○ 
作業療法士（OT） 

○ 緊急時対応可能 ○ 理学療法士（PT） 

△  日曜・祝日対応可

能 

 
言語聴覚士（ST） 

△ 土曜日対応可能 ○ 介護福祉士・介護職員 

  その他の職員 

６ 訪問看護ステーション 

むらはし 

△   

・小児  ・成人  

・高齢者  

・難病  ・精神  

・ﾀｰﾐﾅﾙ  

・障害  

○ ２４時間対応可能 

緊急時対応可能 

日曜・祝日対応可

能 

土曜日対応可能 

精神、医療・介護の方に訪問させていただいていま

す。現在は、内服管理、認知症の方への訪問までに

限定しております。よろしくお願いします。 

＊リハビリ希望者受け入れ可能です。 

＊長時間訪問のみ対応不可 

 作業療法士（OT）       

○ ○ 理学療法士（PT） 

△ ○ 言語聴覚士（ST） 

△  介護福祉士・介護職員 

  その他の職員 

７ 訪問看護ステーション楓 

 

 

 

・小児   ・成人  

・高齢者 

・難病   ・精神 

・ﾀｰﾐﾅﾙ  

・障害  

 

○ ２４時間対応可能  各科に経験豊富なスタッフが配置されています。精

神看護を多岐に行っています。また、管理者が不登

校、引きこもり相談支援士の資格を持っていますの

で小児・思春期ケアを行っています。 

 作業療法士（OT） 

○ 緊急時対応可能  理学療法士（PT） 

△ 日曜・祝日対応可

能 

 言語聴覚士（ST） 

△ 土曜日対応可能 ○ 介護福祉士・介護職員 

  その他の職員 

  



 

8 たけい訪問看護ステーション 

 
・小児  ・成人 

・高齢者 

・難病  ・精神 

・ﾀｰﾐﾅﾙ 

・障害 

○ ２４時間対応可能  

 

 

 

 

 

 作業療法士（OT） 

○ 緊急時対応可能  理学療法士（PT） 

○ 日曜・祝日対応可能  言語聴覚士（ST） 

○ 土曜日対応可能  介護福祉士・介護職員 

  その他の職員 

 

9 訪問看護ステーションふじみ 

 
・小児  ・成人        

・高齢者  

・難病   ・精神  

・ﾀｰﾐﾅﾙ  

・障害  

○ ２４時間対応可能 精神・ターミナル期、自立支援医療での訪問も可能です。 

同法人にはバックベットもあり急な対応も可能です。 

 

  

 

 

 

 作業療法士（OT） 

○ 緊急時対応可能  理学療法士（PT） 

△  日曜・祝日対応可能  言語聴覚士（ST） 

△ 土曜日対応可能  介護福祉士・介護職員 

  その他の職員 

 

10 別府市医師会 

訪問看護ステーション  

× 

   

・小児   ・成人 

・高齢者  

・難病     ・精神  

・ﾀｰﾐﾅﾙ  

・障害  

○ ２４時間対応可能 

緊急時対応可能 

日曜・祝日対応可能 

土曜日対応可能 

利用者さんだけでなく介護者さんも含めた看護が提供

できるように努めています。小児看護、予防看護からタ

ーミナル期までお受け致します。多職種連携にも努めて

います。 

曜日、受け入れ時間に制限がありますが調整します。 

＊精神の方への対応は不可 

 

 作業療法士（OT）       

○  理学療法士（PT） 

△  言語聴覚士（ST） 

○  介護福祉士・介護職員 

  その他の職員 

11 湯のまち訪問看護ステーション 

 

 

 

・小児     ・成人  

・高齢者  

・難病     ・精神  

・ﾀｰﾐﾅﾙ  

・障害  

 

○ ２４時間対応可能  ご本人・ご家族の意志、ライフスタイルを尊重して生

活の質が向上できるよう予防的支援から看取りまでを

支えます。スタッフ 11名おりますので迅速に対応いた

します。24 時間 365 日安心ささえる湯のまち訪問看

護ステーションです。 

土曜、日曜、祝祭日対応可能 

 作業療法士（OT） 

○ 緊急時対応可能  理学療法士（PT） 

○ 日曜・祝日対応可能  言語聴覚士（ST） 

○ 土曜日対応可能  介護福祉士・介護職員 

土、日、祭日対応につい

てはご相談に応じます 

 その他の職員 

  

 



 

12 訪問看護ステーションしきさい 

 

 

〇   

・小児   ・成人  

・高齢者  

・難病   ・精神  

・ﾀｰﾐﾅﾙ  

・障害  

○ ２４時間対応可能 

緊急時対応可能 

日曜・祝日対応可能 

土曜日対応可能 

訪問看護ステーションしきさいは、精神疾患に

特化した訪問看護を提供しております。問題行

動や精神症状への対応に困っている方などおら

れましたら是非一度ご相談ください。ホームペ

ージに最新の受け入れ可能状況を記載しており

ますのでご活用ください。 

 作業療法士（OT）       

○  理学療法士（PT） 

○  言語聴覚士（ST） 

○  介護福祉士・介護職員 

  その他の職員 

13 訪問看護ステーション 

エミアス鉄輪 

 

・小児 ・成人  

・高齢者 

・難病  ・精神  

・ﾀｰﾐﾅﾙ 

・障害 

 

 ２４時間対応可能  クリニック・住宅型有料老人ホーム（看護師 24 時間）

が母体のステーションです。 

施設内での訪問が主で動いていますが、病状などにより

受け入れのお手伝いをしたいと思います。 

 

定期巡回をしております。該当の利用者の方がいらっし

ゃればご連絡ください。 

 作業療法士（OT） 

 緊急時対応可能  理学療法士（PT） 

 日曜・祝日対応可能  言語聴覚士（ST） 

 土曜日対応可能  介護福祉士・介護職員 

  その他の職員 

 

  

14. やまなみ訪問看護ステーション 

 
・小児  ・成人 

・高齢者 

・難病  ・精神  

・ﾀｰﾐﾅﾙ 

・障害 

 

  主に精神科訪問看護をおこなっております。 

 

 

 

15 訪問看護ステーションつるみ 

△ 

・小児   ・成人  

・高齢者  

・難病  ・精神  

・ﾀｰﾐﾅﾙ  

・障害  

＊小児・精神以外ＯＫ 

○ ２４時間対応可能 鶴見病院付属の訪問看護ステーションです。 

スタッフ 4名で対応しています。 

住み慣れた地域やご家庭で、その人らしく療養生活を送

ることができるように病状や生活を見守り支援してお

ります。 

 作業療法士（OT） 

○ 緊急時対応可能  理学療法士（PT） 

△ 日曜・祝日対応可能  言語聴覚士（ST） 

△ 土曜日対応可能  介護福祉士・介護職員 

  その他の職員 

歯科衛生士 

 



 

16 訪問看護ステーションほのぼの 

△ 

・小児     ・成人  

・高齢者  

・難病     ・精神  

・ﾀｰﾐﾅﾙ  

・障害  

 

〇 ２４時間対応可能 「かかりつけ看護師」として、在宅生活を支援させてい

ただきます。障害の方受け入れできます。 

 

 

 

 

 作業療法士（OT） 

〇 緊急時対応可能  理学療法士（PT） 

〇 日曜・祝日対応可能  言語聴覚士（ST） 

〇 土曜日対応可能  介護福祉士・介護職員 

  その他の職員 

 

17 かがやき訪問看護ステーション 

△ 

・小児     ・成人  

・高齢者  

・難病     ・精神  

・ﾀｰﾐﾅﾙ  

・障害  

 

〇 ２４時間対応可能 ・即日対応可能 

・24時間 365日対応 

・土、日も平日料金 

・看護師 15名でご希望に応じます 

 作業療法士（OT） 

〇 緊急時対応可能  理学療法士（PT） 

〇  日曜・祝日対応可能  言語聴覚士（ST） 

〇 土曜日対応可能  介護福祉士・介護職員 

  その他の職員 

 

18 訪問看護ステーション うちだ 

 

× 

   

・小児   ・成人 

・高齢者  

・難病     ・精神  

・ﾀｰﾐﾅﾙ  

・障害  

〇 ２４時間対応可能 

緊急時対応可能 

日曜・祝日対応可能 

土曜日対応可能 

内田病院在宅部として訪問リハビリやヘルパーステー

ションを運営しており連携がとれるようになっていま

す。介護されるご家族寄り添い、利用者様の生活に沿っ

た看護を目指しご支援させていただきます。      

＊独居の方の服薬管理は２回/週うかがえると服薬の漏

れが少なくなります。 

 作業療法士（OT）       

〇  理学療法士（PT） 

〇  言語聴覚士（ST） 

〇  介護福祉士・介護職員 

  その他の職員 

19 訪問看護ステーション偕楽園 

 

〇 

 

・小児     ・成人  

・高齢者  

・難病     ・精神  

・ﾀｰﾐﾅﾙ  

・障害  

 

〇 ２４時間対応可能   作業療法士（OT） 

〇 緊急時対応可能  理学療法士（PT） 

〇 日曜・祝日対応可能  言語聴覚士（ST） 

〇 土曜日対応可能  介護福祉士・介護職員 

  その他の職員 

  

 


