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○訪問看護 

 看護師などが自宅等を訪問し、その方の病気や障がいに応じた看護を 

行います。 



西方総合支所

都賀総合支所

東武金崎駅

野州大塚駅

家中駅

合戦場駅

岩舟総合支所

藤岡総合支所

大平総合支所

栃木駅

岩舟駅
新大平下駅

大平下駅

新栃木駅

野州平川駅

藤岡駅

栃木市役所

静和駅

訪問看護

栃木・大平地域
①訪問看護ヴィーナス
②とちぎメディカルセンター
③りあん
④さくらんぼ
⑤あやめ栃木
⑥オリーブ
⑦つむぎ
⑧星風会
⑨えん

②

⑦
⑧

⑨

④

③

⑥

⑤
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＜訪問看護事業所＞【栃木・大平地域】

常勤看護師 ５名　非常勤看護師 １名

介護保険・医療保険対象者　身体障がい者　知的障がい者　精神障がい車　障がい児

無料　※医療保険、自費型は別途交通費がかかります。

月曜日～金曜日（祝祭日も含む）　8：30～17：30　土日・年末年始は休み

24時間対応（緊急時は営業時間外でも対応いたします。）

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【訪問看護】

①訪問看護ヴィーナス
緩和ケア認定看護師、在宅看護専門看護師在籍

介護保険・医療保険・障がい者支援の対応が可能です。対
象とならない方でも自費型のサービスをご利用いただけま
す。

おひとりおひとりとの出会いを大切に
して、丁寧に支援します。分からない
こと、不安なことはお問合せください。

〒328-0015栃木市万町6-11栃木グランドホテル3階八汐の間

FAX　0282-25-7320

メール　hana.vi-nasu@outlook.jp

ホームページ　http://vi-nus.com

電話　0282-25-7388

■対象者 介護保険・医療保険対応（精神・難病・小児慢性）　年齢問わず

■営業日、時間 月～金曜日（祝祭日・お盆・年末年始を除く）　8：30～17：30

≪事業所概要≫

■職員配置

■対象者

■交通費

■営業日、時間

■夜間支援体制

≪事業所紹介≫【訪問看護】

メール　hn01@tochigi-medicalcenter.or.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　https://www.tochigi-medicalcenter.or.jp/hospital/houmon/

≪事業所概要≫

≪事業所概要≫

主治医の指示のもと関係機関等と連携を図りながら、在
宅療養のお手伝いを致します。病気や障害があっても住
み慣れた地域や我が家で、自分らしく暮らしていきたい。
その想いに寄り添いながら、心の絆【りあん】を大切にご
支援致します。
精神・難病・小児慢性医療の在宅生活サポートも致します
のでご相談下さい。
※作業療法士(男性1名女性1名）も在籍していますのでリ
ハビリについてもご相談下さい。

③りあん訪問看護リハステーション

〒328-0043　栃木市境町30-33

FAX　0282-25-6121

メール　lian@ccsano.com

ホームページ　https://community-care-sano.jimdosite.com/

■事業実施エリア 栃木市、壬生町

■事業実施エリア 栃木市・壬生町・小山市・下野市　　【サテライト】佐野市・足利市

TEL　0282-25-6120

住み慣れた場所・ご家族で、その人らしい療養生活を
安心・安全に送ることができるよう、24時間対応体制で
支援いたします。小児からご高齢のすべての方を対象
とし、人工呼吸器や人工肛門など医療依存度の高い
方も受け入れ可能です。

②とちぎメディカルセンター訪問看護ステーション

328-0043　栃木市境町27-21

■対象者 医師から訪問看護が必要と判断された方

■交通費 医療保険対象者 及び 実施地域外 交通費徴収 1㎞毎 50円

■営業日、時間 月～金曜日（祝祭日・年末年始・創立記念日を除く）　8：30～17：15

■夜間支援体制 緊急時24時間体制

■事業実施エリア 栃木市内（旧栃木市、岩舟町、大平町、都賀町、西方町、藤岡町）

■交通費 介護・医療ともに交通費は頂いておりません

■夜間支援体制 24時間対応可能です

■職員配置 管理者兼看護師 1名　看護師 7名　作業療法士 2名　事務員 1名　【サテライト】看護師 2名

≪事業所紹介≫【訪問看護】

TEL　0282-22-5810 FAX　0282-22-5812

■職員配置　 看護師 9名　准看護師 1名　理学療法士等（併設施設兼務）

134



＜訪問看護事業所＞【栃木・大平地域】

月～金（8:30～17:30） 土（8:30～12:30）　＊日祝祭日 8/14～17、12/29～1/3は休業
＊身体状況等により休業日・夜間帯でも緊急時訪問いたします。

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【訪問看護】

■交通費 片道 1km＝50円

■営業日、時間 月～金（祝祭日・年末年始を除く）　営業時間 9：00～17：30

■夜間支援体制 緊急時は24時間対応可

≪事業所概要≫

■職員配置 看護師 8名　作業療法士1名

■対象者 介護保険・医療保険対象者（赤ちゃんから高齢者まで）

≪事業所紹介≫【訪問看護】
訪問看護の経験豊かな看護師8名による訪問看護と、
令和3年4月より10数年実績のある療法士による訪問
リハビリが始まりました。障がいのある方々が住み慣
れたご自宅でより良い療養生活を送っていただけるよ
うお手伝いさせていただきます。主治医および関係機
関の方々と連携を図り、ご自宅で安心・安全な在宅療
養が送れますよう支援いたします。

④訪問看護ステーションさくらんぼ

328-0071　栃木市大町6-2

TEL　0282-25-7325 FAX　0282-25-7326

メール　goudougaisya.minaduki@snow.plala.or.jp

「精神科訪問看護」に特化した訪問看護事業所です。
ご自宅や施設で暮らしている方々が安心して生活でき
るように地域の医療機関や福祉施設と連携したサービ
ス提供を行います。ご利用にあたり「自立支援医療受
給者証」及び「精神科医師指示書」が必要となります。
手続きの代行・援助も行っております。お気軽にご相
談ください。

⑤訪問看護ステーションあやめ栃木

328-0011　栃木市大宮町1767‐2グリーンパレス貴志B棟101号室

TEL 0282-29-3810 FAX 0282-27-8780

メール　tochigi_ayame@firstnurse.co.jp

ホームページ　http://firstnurse.co.jp

■事業実施エリア 栃木市内

■交通費 なし

■営業日、時間 月曜日～土曜日（祝祭日を含む）　9：00～17：00

■夜間支援体制 なし

≪事業所概要≫

■職員配置 正看護師　4名　　相談員　1名

■対象者 精神疾患（てんかんを含む）により通院している方

■事業実施エリア 栃木市・小山市・下野市・鹿沼市

≪事業所紹介≫【訪問看護】
平成7年に開業して以来、地域に密着した看護を提供してお
ります。近隣の病院・診療所・大学病院等の主治医から指示
をうけ、密に連携を図りながら訪問させていただいておりま
す。　「ご自宅での療養生活に安心を届けたい」の精神をもと
に、安心して在宅生活を送れるようスタッフ一丸となって誠
心誠意お手伝いをさせていただきます。また定期巡回随時
対応型訪問介護訪問看護にも対応しており、あらゆるニー
ズにも対応できるような事業所をめざしています。

⑥訪問看護ステーション オリーブ
328-0027　栃木市今泉町1-17-29（コープ栃木店さんの東側）

TEL　0282-27-8414 FAX　0282-27-8415

メール　olive-8414@iaa.itkeeper.ne.jp

ホームページ　https://kabukomi.jp

■交通費 ＊介護保険：無料　＊医療保険：1km 50円×距離(事務所→ご自宅までの片道×ひと月の訪問回数)　

■営業日、時間

■夜間支援体制 24時間対応いたします。 ＊ご相談いただける体制をとっており必要に応じて臨時訪問いたします。

≪事業所概要≫

■職員配置 正看護師 11名　事務員 2名

■対象者 すべての年齢層の方がご利用になれます。＊お受けできる疾患等については、ご相談ください

■事業実施エリア 栃木市・下野市・壬生町・小山市
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＜訪問看護事業所＞【栃木・大平地域】

在宅で療養生活をなさる高齢の方はもちろん重症心
身障がいのある方に対し、医療・看護及び当福祉施設
の機能を十分生かしながら、ご家族とともに住み慣れ
たご自宅で安らぎのある生活が送れるよう支援するた
めに活動しています。

⑧星風会訪問看護ステーション

328-0002　栃木市惣社町94

TEL　0282-29-1255 FAX　0282-29-1256

メール　kango-soja@sfk.or.jp

ホームページ　http://www.sfk.or.jp/

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【訪問看護】

≪事業所紹介≫【訪問看護】
近隣の病院・診療所、大学病院等の主治医の指示のも
と、病気や障がいを持った人が住み慣れた地域やご家
庭で、その人らしく生活が送れるよう看護ケアを提供しま
す。24時間体制で、ご自宅で自分らしく安心して生活でき
るように支援しています。また理学療法士などのリハビリ
専門職が自宅へ訪問し、リハビリテーションを提供しま
す。また、神経難病や心疾患、糖尿病などの専門的スキ
ルを持ったスタッフによるサービスを提供しております。

⑦訪問看護リハビリステーションつむぎ

328-0124　栃木市野中町1365-5 オーガスタハイツ401号

TEL　0282-25-5453 FAX　0282-25-9033

メール cureal@cureal.net 

ホームページ　https://houmonkango-cureal.com/

≪事業所概要≫

■職員配置 看護師 6名　理学療法士 3名　作業療法士1名　言語聴覚士1名

■交通費 介護保険の方：交通費なし　医療保険の方：2キロ未満 100円　2キロ以上5キロ未満 200

■営業日、時間 月～金曜日（祝祭日・年末年始を除く）　受付時間　8：30～17：00

■夜間支援体制 24時間対応可能です。（緊急を要する場合は、上記の営業日・時間に限らず、ご相談を承ります。）

≪事業所概要≫

■職員配置 看護師 3名

■対象者 高齢者　難病のある方　悪性腫瘍末期の方　重症心身障がいのある方

■事業実施エリア 栃木市、壬生町、下野市と小山市の一部

≪事業所紹介≫【訪問看護】
小さなステーションですが、小回りの利くステーション
です。病気や障がいがあっても、介護や医療的ケアを
サポートしながら、住み慣れた家で暮らしていくことを
関係職種と協力しあって、一人ひとりに適切な支援が
行えるようお手伝いします。

⑨訪問看護ステーション えん

329-4404　栃木市大平町富田1674-2

TEL　0282-51-1693 FAX　050-3523-4247

■事業実施エリア 栃木市

■交通費 なし

■営業日、時間 月～金　8：30～17：30（土日祝、12/29～1/3、8/13～8/16は休日実費あり）

■夜間支援体制 体調不良の緊急訪問のみ

≪事業所概要≫

■職員配置 看護師 5名　理学療法士１名

■対象者 身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者　障がい児

■対象者 高齢者　神経難病　悪性腫瘍　　心疾患　身体障がい者　知的障がい者　障がい児 精神疾患

■交通費 交通費なし

■営業日、時間 月～土曜日（日・祝祭日　年末年始を除く）　8：30～17：30

■夜間支援体制 緊急時24時間対応体制

■事業実施エリア 栃木市内、小山市・壬生町・下野市・鹿沼市の一部
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