訪問看護事業所 (平成28年8月末現在）
事業所名

くつろぎ訪問看護ステーション

康生会柳馬場訪問看護ステーション

ねこのて訪問看護ステーション

博友会むろまち訪問看護ステーション

訪問看護ステーション京さくら

訪問看護ステーションらくよう

事業所番号

2660390093

2660390028

2660390051

2660390077

2660390085

2660390069

2660390101

所在地

西洞院通夷川上る毘沙門町３９７－２
二条城東グランドハイツ１階

柳馬場通六角下る井筒屋町407

御幸町通竹屋町上る毘沙門町５５７－２
ＡＣＴ－Ｋオフィス２階

釜座通三条上る釜座町２１番地２

衣棚通夷川下る竪大恩寺町７３３－１

西ノ京小堀池町4－2
ルネ・ニッセイコーポラス301

運営法人

株式会社 ＩＺＵＭＯ

医療法人財団康生会

有限会社 メンタルアクション

医療法人 博友会

株式会社 ケアフォート

株式会社 洛陽

（株）プレアデス

営業日・営業時間

月～金 ８：３０～１７：３０

８：３０～１７：００
日曜・祝日・年末年始（12/30～1/3）除く

月曜～金曜日
土曜日一人日直体制
夜間・休日電話対応

月～金 ９：００～１７：００
（土・日・１２／３１～１／３ 休業）

月～金 ９：００～１７：００
土・日・（12/31～1/3）休業

電話番号

２３１－３１３１

２１２－７２６６

２４１－１７８１

FAX

２３１－３１２１

２１２－７３２１

２５４－３０７８

ＵＲＬ

http://www.izumo-kuturogi.com/

http://www.takedahp.or.jp/

保険外サービス提供

要相談

なし

必要時に提供

なし

サービス提供エリア

西大路通り～東大路通り，四条通り～北
大路通りの間

中京区，下京区

中京区
北区，南区，東山区，上京区
下京区，左京区，右京区，山科区

サービス実施時間

９：００～１７：００（24時間電話対応）

９：３０～１７：００

９：００～１８：００

研修の実施体制

随時，社内外の研修を実施

・毎朝ミーティング
・月１回業務ミーティング・社内研修
・随時 外部研修・伝達講習

室町通三条下る烏帽子屋町４９３番地

(土日

月～金 ９：００～１７：００
年末年始１２/３０～１/３ 休
み)
24時間緊急訪問有

訪問看護ステーションすばる

月～金 ９：００～１７：００
土日祝日 休み

２５４－３０１０

２１２－０４３２

４０６－１３４１

２５４－３０１３

２１２－０４６３

４０６－１３４１

保険サービス１時間半に引き続き，利用希望
の場合，３０分以内３０００円

要相談

要相談

右京区南部，北区南部，上京区
中京区，下京区，左京区南部

中京区，上京区，下京区
東山区，北区（一部）

上京区，北区，左京区，中京区
右京区，東山区，下京区
（北大路通以南，七条通以北
東大路通以西，葛野大路以東）

中京区，下京区，上京区，その他応相談

９：３０～１６：３０

９：３０～１７：００

９：００～１７：００

９：００～１７：００（２４時間体制）

２５２－００５５

http://www.kyousakura.com/

毎朝ミーティング
毎週カンファレンス
勉強会，研修会は定例

毎朝ミーティング
週１回 カンファレンス
月１回 院内合同研修

事業所加算の有無
処遇改善加算の有
無

緊急時訪問看護加算

緊急時訪問看護加算
サービス提供体制強化加算

緊急時訪問看護加算
サービス提供体制強化加算

なし

キャンセル料の扱い

規定なし

なし

なし

なし

支払い方法

現金払い 口座引き落とし

銀行引き落とし または 現金払い

現金払い，郵便振込

窓口での支払い，集金又は銀行振込
月末〆 翌月１０日以降に請求

事業所の特徴

『自宅が終のすみか』の実現を理念に、
一分一秒でも長く自宅で生活を続けられ
るお手伝いができるよう、看護師・理学
療法士・作業療法士・言語聴覚士が連
携・協力しながら日々サービスを提供し
ています。

武田病院グループの施設として柳馬場六
角に開設しています。ご利用者様やご家
精神疾患を主な支援対象とし、安心、安
族様が安心、安楽に在宅療養していただ 精神疾患・障害者を中心に２４時間３６５日 楽に生活していただけることを目標にし
けるよう、努めています。認知症・難病・ 活動している訪問看護ステーションです。 ています。同法人（敷地）内にクリニッ
終末期など24時間体制をとり対応してい
ク，デイケア，ナイトケアがあります。
ます。

毎朝業務ミーティング
月１回 社内研修
月２回会議・カンファレンス
月１回 業務ミーティング
月１回社内研修
その他外部研修
訪問看護ステーション協議会等の研修に
随時
参加

緊急時訪問看護加算
24時間連絡体制加算

緊急時訪問看護加算
訪問看護サービス提供体制

月1回ミーティング，週1回カンファレンス，
訪問看護ステーション協議会その他外部
研修

特別管理加算
緊急時訪問看護加算

連絡なく，訪問時のキャンセルの場合， サービス提供の前日の営業時間内まで
前日までに連絡が無い場合いただく事も
事情によってはいただく場合があります。 に申し出ることにより利用者負担なし。
あります。
２０００円
当日緊急事態発生時はなし。
口座引き落とし 現金払い

弊社は看護師、理学療法士、作業療法
士が協働してサービスを提供していま
す。ご利用者の生活状況、御希望に沿っ
た全人的なケアを目指しています。
また、介護予防訪問看護にも力を入れて
います。早くから関わりを持つことで、疾
病のセルフケア能力を維持し、さらに転倒
予防訓練を取り入れることで、健康な生
活を長く続けていただくことを目指してい
ます。

ゆうちょ銀行引き落とし

原則自動引き落とし

弊社は、要介護及び要支援の状態にあ
る高齢者に対し、その尊厳とプライバ
シーを厳守し、心身の特性を踏まえて、
利用者の意向に沿った安全・安心の
サービスを提供します。また、その持て
る能力を活かし、可能な限りの自立を
図り、明るく希望ある在宅生活ができる
ように援助します。利用日については
柔軟に相談を受けます。

当ステーションは、利用者が住み慣れた
ご自宅で、できるだけ自由に、自分らしく
療養、老後の生活ができるようにお手伝
いいたします。ターミナルケア、２４時間連
絡体制をとっております。

訪問看護事業所
事業所名

訪問看護ステーションとわ

洛和会訪問看護ステーション壬生

かなえるリハビリ訪問看護ステーション都

訪問看護ステーションアドナース壬生

訪問看護ステーションデューン二条

事業所番号

2660390119

2660390127

2660390135

2660390143

2660390150

訪問看護ステーションあいなーす御所南
2660390168

所在地

西ノ京北小路町１７－２

壬生東大竹町44－1

西ノ京池ノ内町1９－11
御池KSビル202号室

壬生西檜町３－１

西ノ京南聖町7－17 南聖町テナント１階

御幸町通夷川上る松本町565－1
グッディライフ御幸町208号

運営法人

（株）十和

医療法人 洛和会

（株）かなえるリンク

(株）アドナース

(株）N．フィールド

株式会社 ai Nurse

営業日・営業時間

月～日 ８：３０～１７：３０
土日祝日 休み

月～日 ８：３０～１７：００
年末年始休み

月～金 ９：００～１７：００

月～金 ８：３０～１７：３０
土日祝日休み
年末年始（12/30～1/3)休み

９：００～１８：００

９：００～１８：００(平日）

電話番号

８０２－５２１１

８０３－１５５２

８０３－０５３６

８７４－３９０４

８０１－６００１

７０８－３９７０

FAX

８０２－５２３３

８０３－１５５３

８０３－０５３７

８７４－３９４８

８０１－６００２

７０８－３９７１

ＵＲＬ

towa-st@arion.ocn.ne.jp

http://www.kanaerulink.co.jp/

http://adnurse.info/

http://www.nfield.co.jp/

http://hp.kaipoke.biz/k0s/

保険外サービス提供

要相談

要相談・外出支援など，１００％自己負担

要相談

自費サービス有，要相談

なし

自費対応有り

中京区，右京区，下京区，上京区

中京区，上京区，下京区
北区の一部，右京区の一部
左京区の一部，南区の一部

中京区・下京区・右京区（京北除く）
上京区・南区の一部
（十条通まで堀川通まで）

京都市全域（但し塩小路通以北）

中京区

サービス提供エリア 中京区，上京区，右京区その他応相談

サービス実施時間

８：３０～１７：３０（２４時間体制）

９：３０～１７：００頃

９：００～１８：００（時間外は応相談）

９：３０～１７：００

９：００～１８：００

９：００～１８：００

研修の実施体制

毎月1回以上ミーティング
月１回以上研修会

月1回以上のミーティング

年２回 全体研修
その他 勉強会あり

毎週木曜日午後に実施

月１回自社の合同研修に出席
週１回業務ミーティング

週１回 カンファアレンス
月１回 社内研修

緊急時訪問看護加算

緊急時訪問看護加算
特別管理加算
ターミナル加算

無

緊急時訪問看護加算
特別管理加算
ターミナルケア加算

無

夜間・早朝・深夜加算
緊急時訪問看護加算
特別管理加算
複数名訪問加算
ターミナルケア加算
退院時共同指導加算

無

前日の16：00までに連絡がない場合は全
額徴収。ただし，やむを得ない場合をの
ぞく。

無

利用24時間前に連絡あれば無
利用12時間前までに連絡あった場合，当
該料金の1割
当日連絡無の場合，10割負担

口座引き落とし

現金払い

京都銀行振込，口座引落とし（現金払い
可）

事業所加算の有無
処遇改善加算の有
無

キャンセル料の扱い

前日までに連絡あればなし。
当日予定の自己負担額（ただし，体調不
良や緊急事態発生等の特別な理由があ
れば無）

支払い方法

口座引き落とし 現金払い

事業所の特徴

特になし

京都銀行・ゆうちょ銀行 引き落とし
現金払い

銀行・ゆうちょ口座振替

現金払い

２６年４月より、自社併設の小規模多機能
と一体的営業により複合型サービスへ移
利用者様にとって、住み慣れた地域や家
病状のレベルにかかわらず、療養生活に
地域包括ケアシステムが推進されている
夜間22時までの訪問可能・土日の訪問可
行することになりました。訪問看護の単独 リハビリに特化した訪看ステーションです
庭での安心で安全、快適な生活をサポー
不安のある方を専門家の目で見守り、自
中で、訪問看護の役割は重要です。
能です。また，認知症・家族支援・ALS対
利用はもちろん、複合型サービス内での が、看護・リハの共働を目指し、事業所内
トします。さまざまな状況に応じ、精通した
立支援を行います。24時間対応体制を
在宅医療の担い手として、地域に貢献し
応・難病・ターミナルの受入れ体制も整備
通い・泊り・訪問介護看護を柔軟に組み で他職種連携をすすめています。
臨床経験をもつ精神科に特化した看護師
365日とっています。
ていけたらと思います。
しています。
合わせた、利用者の個々に応じた生活に
がおうかがいします。
対応します。

