
こころのケアを専門とした訪問看護ステーション



これからの

精神医療看護を

” こころ” から

Corporate Message

私たち「ほっとナビ訪問看護ステーション」は、地域に暮らす障害や

こころの病を持ち「生きづらさ」を抱える方 を々応援したいという

気持ちから、訪問看護をスタートさせました。

近年、精神疾患を抱える方 の々地域での生活が充実したものとなるよう

様 な々支援が進められています。

その内の一つが、ご利用者さまが安心な医療をご自宅で受けることが

できる「訪問看護」です。

訪問看護や看護師は、病気を治すために様 な々管理をするというイメー

ジが強いと思いますが、地域での生活の中では今何に困っていて、

何が支援として必要なのかが重要となってきます。

ほっとナビ訪問看護ステーションでは、ご利用者さまのお気持ちを第一

に考え、寄り添う事を大切にしています。

管理するのではなく、まずはご利用者さまと同じ目線に立ち、その方が

目指したいと思う" 未来 " を一緒に見出します。

スタッフは、精神科・心療内科の専門家としての豊富な知識・経験・

技術はもちろんですが、「ご利用者さまが暮らしているその場所での生

活」を中心に、その人らしい人生を送ることができるようご利用者さま

の想いをしっかりと受け止め、共に歩んでいけるステーションを

目指します。

「ご利用者さまの自立した生き方の確立」
私たちは、これを指針として掲げ、ご利用者さまが目指したいと思う

" 未来 "こそが、私たちの看護のゴールになると考えています。

そのゴールを目的として、私たちはあなたと共に歩み続けます。

ほっとナビ訪問看護ステーションはご利用者さまの「応援隊」です。

ほっとナビ訪問看護ステーションが
生まれた理由



ほっとナビの訪問看護を利用してみよう !

ご利用者さま・ご家族さま・関係機関先さまの
こころに寄り添い続けるステーションを目指します。

私たちの看護は、障害やこころの病を持ち、「生きづらさ」を感じている方の

こころに寄り添い、そのつらさを少しでも和らげることが役割であると考えています。

そのためには、お住まいの地域の医療・福祉保健機関が発する情報を、

届かぬままにしておく訳にはいきません。そう考えているからこそ積極的にアウトリーチを行います。

また、つらさを抱えているのはこころの病や障害を持った方々だけではありません。

一番身近な存在であるご家族さま、ご支援者さまもまた疲弊してしまっていることが多々見受けられます。

私たちは、「生きづらさ」を感じる方、そしてその方の支援で疲弊している方々が、

少しでも理想の未来へ歩んで行けるようアプローチいたします。

こころの病の症状は一人ひとり異なります。

それでいて日々の生活に与える影響も大きく、ご本人さまもご家族さまも戸惑い、苦しみ、お悩みかと思います。

だからこそ、私たちはお一人お一人のこころに寄り添い、あなたに合った看護をご提供いたします。

ゆっくりでもいい。あなたと、あなたの大切な人がかけがえのない未来を描くために。

私たちは、共に歩みたいと思っています。

こころこころにに
寄り添う指針 寄り添う指針 

５か条５か条
「ご利用者さま・ご家族　

さま・関係機関先さまの評

価」こそが私たちの仕事の

指標です。

「ご利用者さま・ご家族　

さまの満足」を得られる　

ことが私たちの目標です。

「ご利用者さまの感謝の　

言葉」が私たちの評価です。

「ご利用者さまの自立し

た生き方の確立」こそが　　

私たちの仕事の最終目的

です。

「ご利用者さまの立場」で

考えることが私たちの基本

です。

私たちはご利用者さまの困りごとを解消すべく、

一緒に考え、問題に取り組みます。

ご利用者さまの理想実現のために、お役立ちしたい

というメッセージを込めて、看護サービスを

ご提供いたします。

ご利用者さまが関心を持たれていること、

目標としていることの実現こそが

私たちの訪問看護の最終目的なのです。



精神科・心療内科の訪問看護とは？

etc.

私たちはこのような症状で
お悩みの方をサポートしています。

ほっとナビ訪問看護ステーションは、一人ひとりに

真剣に向き合い、「良質な医療看護」を目指して

親切丁寧な看護を行います。

精神的支援
在宅生活での様々な不安を

お聞かせいただき、一緒に考え取り

組めるようお手伝いをいたします。

生活のご相談
夜に眠り、日中に活動できるよう

生活リズムを整えるお手伝いを

いたします。

病状のご相談
定期的に訪問することで、

症状の変化や悪化を早期に

発見いたします。

ご家族支援
ご家族へのサポートやアドバイスを

行います。

お薬のご相談
お薬がきちんと飲めるように

お手伝いをいたします。

社会復帰の
サポート

散歩やデイケア、作業所の見学の

サポートやアドバイスを行います。

ほっとナビ訪問看護ステーションは、

専門性や技術を備えた質の高い医療看護サービス・福祉サービスを

提供するために教育部を創設し、スタッフ教育に力を入れています。

　精神疾患をお持ちの方や、こころのケアを必要とされている方に、看護師や精神保健福祉士などの

有資格者が直接お伺いし、ご相談をお受けしたりアドバイスや援助をすることで生活をサポートさせて

いただくことです。

　「他人と比較して自分は落ちこぼれだと思ってしまう」「自分は他人とは違うのだろうか」「この世界

に自分の居場所などないのではないだろうか……」そういった「生きづらさ」を抱える方々が、ご家庭

や地域で安心・快適に過ごせるようにお手伝いいたします。

　ほっとナビ訪問看護ステーションでは、医療

機関との連携のみならず、必要に応じて

さまざまな医療・保健・福祉サービス・

行政機関と連携をとっています。

　私たちほっとナビ訪問看護ステーションが

間を取り持ち、地域でご利用者さまを支え、

優しく包む輪を作ります。

　そのように各種機関と連携を密にすることで、

ご利用者さまの自立した生活や社会復帰など、

実現したい未来へ繋げます。

　訪問看護は地域看護です。

そして地域看護には、病気や症状の看護だけで

なく、日常生活に根付いた支援が必要です。

　よりよい医療や保健・福祉サービスをお届けするために、

各機関と定期的に情報共有を行うなど、密な連携を保つことでご利用者さま

お一人お一人にあった看護をご提供いたします。

うつ病 統合
失調症

双極性
障害

不安
障害

適応
障害

アルコール
依存症

発達
障害

・部屋、家に閉じこもりがちになっている

・掃除や洗濯など身の回りのことがうまく出来ない

・処方されたお薬がきちんと飲めない

・症状や不安、寂しさなどが原因で生活に支障が生じている

・自分の病気や症状を知り、対処できるようになりたい

・生活リズムを整えたい、お酒など止めたいものがある

・外来通院が続かない、途中で行かなくなってしまう

・家族や大切な人に自分のことを理解してほしい

・人間関係がうまくいかず、コミュニケーションに悩んでいる　など



精神保健福祉士がいる
訪問看護ステーション

ご利用者さまをその住み慣れた地域で

支えていくためには、それぞれ地域ごとの

支援団体や、地域施設、福祉サービスを知り、

その特性を専門家（MHSW ＝精神保健福祉士）が

活かしていかなければなりません。

当ステーションは医療機関に属していないため、

よりご利用者さまの立場に立った柔軟な対応を

地域と築いていくことが可能です。

Mental Health Social Worker

医療の看護師と福祉の精神保健福祉士が連携して、

地域の医療機関や保健・福祉サービス機関との

連携の窓口として、ご利用者さまへ切れ目のない医療・

福祉サービスがご提供できるよう支援・調整を担います。

理念として「地域と共に歩み障害を持たれている方々が、

生き生きと安心して暮らせる共生社会の実現を

目指します」を掲げ、誰もがその人らしく暮らせる

共生社会を目指します。

関係機関と連携し、支援者や当事者に対し、

精神疾患についての正しい理解や精神科訪問看護に

ついての講座を行う啓発活動、医療中断や

引きこもりの方へ訪問し、医療に繋げる

アウトリーチ活動に取り組んでいます。

地域医療福祉連携室

わたし
たちの

価値

教育部
　ほっとナビ訪問看護ステーションでは、専門性や技術を備えた
質の高い看護・福祉サービスを提供するため、充実した内部研修
制度を設け、皆が学び日々成長できる環境を整えています。

常に質の高いサービスを
ご提供するために

ほっとナビ訪問看護ステーションでは、看護師・精神保健福祉士など

スタッフたちが働きやすい環境づくりを目指しています。

スタッフが笑顔で働けるステーションだからこそ、

ご利用者さまにより良い看護サービスをご提供できると考えています。

プライベートも充実出来て、

イキイキと笑顔でお仕事をしています！

担当スタッフがコロコロ変わる…

　　ということが起こりにくいです。

　ライフワークバランスを大切にできる職場です。

　結婚・子育てなどでライフステージが変わっても、

　働き続けやすいステーションです。

　性別や年齢などに関係なく、
　皆が働きやすい環境を構築しています。

様々なスタッフが居るので、

ご要望に応じたスタッフがお伺いいたします！

教 育 理 念
経営理念及び事業理念に基づき、専門職としての向上心及び

人間としての成熟を追求し、質の高い看護サービス、
福祉サービスを提供できる職員を育成します。



＼東京都・大阪府・奈良県全エリアに設置！／

お薬のご相談

精神保健福祉士は、ご利用者さまやご家族さまの生活に関するご相談を受けて、

様々な制度や利用できる福祉サービスのご紹介等を行っています。

ご利用者さまのご希望やご意向を尊重し、理想の実現のために共に考えていきます。

　・訪問看護師と連携し、主治医や関係機関との提携

　・関係機関と協力しながら、積極的に情報や支援をお届け

　・精神科・心療内科に特化した訪問看護ならではの啓蒙活動

◆ 地域医療福祉連携室

看護師／精神保健福祉士が連携し、
ご利用者さまやご家族さまをサポートをいたします。

地域医療福祉連携室は、ご利用者さまがご自身の容態に適した医療・福祉サービスを

受けることができるように、地域の医療機関や福祉関係諸機関と連絡を取り合って、

調整したり支援したりする役割を担っています。

ご利用者さまやご家族さまから日々の暮らしについてのご相談を受け、

介護保険の紹介や各福祉サービスの紹介などアドバイスやサポートを行います。

私たちはご利用者さまやご家族さまが抱える心理的・社会的・経済的問題に

関するお悩みを共に解決できるように取り組みます。

精神科・心療内科に特化した訪問看護で、病気や障害によって生じる「生きづらさ」を緩和するために、

ご利用者さまご自身が「どのような生活を送りたいのか」という希望を共にお探しいたします。

また、病状の機微にも目を配りながら、服薬支援や、医療機関・福祉機関・行政と連携を取りながら

サポートをいたします。

　　・症状のご相談（症状の観察、悪化の早期発見、身体合併症の観察など）

　　・お薬のご相談（服薬の援助、副反応の観察・早期発見）

　　・日常生活での助言や援助（食事・睡眠・衛生管理・対人関係など）

　　・コミュニケーションスキルの向上に向けたサポート

　　・主治医や関係機関への連絡や相談

　　・ご家族さまからの相談に対するサポート　など

◆ 精神保健福祉士

◆ 看護師 病状観察と健康のご相談

・体温測定　・脈拍測定

・血圧測定　・心のケア

・酸素飽和度のチェック　など

定期的に訪問することで、症状の変化や悪化を

早期に発見いたします。

ご利用者さまやご家族さまとのご相談をはじめ、

対応方法の助言、内服薬のご支援などを行います。

かかりつけの医師と連携を取り、

心身の状況に応じて必要なケアを行います。

・正しいお薬の飲み方

・お薬の作用、副作用の有無

・お薬の内容の説明

お薬をきちんと服用できるように

お手伝いをいたします。

・爪切り

・清拭

・洗髪

ご利用者さまの身体・周囲を清潔に保つ

お手伝いをいたします。

散歩やデイケア・作業所の見学の際に

サポートやアドバイスを行います。

看護サービス内容
　専門知識を持つ看護師が定期的に訪問して
お話を伺いながら、生活支援はもちろん、医療的な
アドバイス等を行います。 地域の医療機関、自治体など
とも密に連携し、　「訪問看護ステーション」ならではの
手厚いサービスを提供いたします。

Service
1

Service
2

Service
3

Service
4

Service
5

認知症・精神疾患のご相談

日常生活面での看護

社会復帰へのサポート

Mental Health Social Worker

Visiting Nurse

Regional Medical Welfare
Cooperation Office



医療保険の方の場合  介護保険の方の場合

各種保険に応じた割合の負担 　ご利用者時間に応じた費用の 1～ 3割負担
症状

統合失調症　（男性　40 代）

薬の飲み忘れが多く、幻聴と妄想が悪化。周囲との人間関係が不安定と
なってしまい、就労支援も休むことが多くなり引きこもりがちと
なっていました。

サポート内容 精神的支援・お薬の支援・症状のご相談・生活のご相談

ほっとナビ訪問看護導入後

ご利用者さまの

現在

ご自宅で定期的な訪問看護を受けることで、薬が規則的に服用

できるようになり、幻聴と妄想も改善し症状が安定。

周囲との人間関係も良くなり、元気よく就労支援にも通われ、

楽しく日常生活を送られています。

症状

発達障害・うつ病　（女性　20 代）

就労移行支援事業所に通われていましたが就職に対する不安や
ストレスが強まり不眠が悪化、就労移行支援事業所へ通うことも
休みがちとなっていました。

サポート内容
精神的支援・お薬の支援・症状のご相談・生活のご相談
社会復帰へのサポート

ほっとナビ訪問看護導入後

ご利用者さまの

現在

ご自宅で定期的な訪問看護を受けることにより、就職に対する不安や

悩みを話せることでストレスも軽減し、次第に眠れるようになり生活

リズムも安定。休まずに就労移行支援事業所に通い、就職も前向きに考えるこ

とができました。

症状

アルコール依存症　（男性　40 代）

アルコール依存症専門病院を退院され一人暮らしで断酒されていましたが、
ストレスから再飲酒を繰り返してしまい、作業所へ通うことや普段通りの
日常生活もままならない状態になっていました。

サポート内容
精神的支援・お薬の支援・症状のご相談・生活のご相談
社会復帰へのサポート

ほっとナビ訪問看護導入後

ご利用者さまの

現在

医療機関との連携を密にしご自宅で定期的な訪問看護を受けることで

ストレスの緩和につながり、断酒を継続できるようになりました。

作業所への通所も再開され、自分らしい生活を送ることができる

ようになりました。

訪問看護ご利用の流れ

STEP1 　ご相談受付
まずはお電話で当ステーションまでご連絡をお願いいたします。

訪問看護を利用するには、主治医の指示書が必要になりますので、

精神科・心療内科の主治医とご相談していただきます。

STEP2 　主治医と相談

STEP3 　面 談
ご自宅や入院先の病院などで訪問看護師と面談を行い、訪問看護の内容に

ついてご説明し、ケアの目標や利用回数、日時などを決定します。

訪問看護に関する疑問もどうぞお聞かせください。

症状を確認しながら病院などと連携し、ご利用者さまの生活をサポートいたします。

STEP4　サービス開始

ご利用料金について

※ただし、自立支援医療（精神通院医療）を受けられておられる方は、
　医療費助成制度を利用することが可能です。

事 例 紹 介
一人ひとりのお悩みに合わせたサポート内容をご紹介いたします。



事業所一覧

●住吉 本町営業所
〒 541-0056　大阪府大阪市中央区久太郎町 3 丁目 1 番 11 号　VORT 御堂筋本町Ⅱ 8 階
TEL：06-4963-3697 FAX：06-4993-3698

●住吉 長堀橋営業所
〒 542-0081　大阪府大阪市中央区南船場 1 丁目 10-19　アクトセンバビル 402 号室
TEL：06-6786-8615 FAX：06-6786-8734

●松原 医療機関コード：4890188　介護保険事務所番号：2764890188

〒 580-0043　大阪府松原市阿保 3 丁目 5 番 21 号　MC ビル 3 階
TEL：072-333-3887 FAX：072-333-3888

●住吉 住之江営業所
〒 559-0004　大阪府大阪市住之江区住之江 2-12-21　遥ビル 203 号
TEL：06-6671-1088 FAX：06-6671-1089

●八尾
〒 581-0869　大阪府八尾市桜ヶ丘 1-88　ベルドミール桜ヶ丘 201 号
TEL：072-920-4573 FAX：072-920-4574

●住吉
〒 558-0015　大阪府大阪市住吉区我孫子西 2 丁目 2-15　ステップビル 3 階
TEL：06-6695-5300 FAX：06-6695-5301

●八尾 東大阪営業所
〒 577-0841　大阪府東大阪市足代 3-1-7　リップル布施南ビル 4 階 406 号室
TEL：06-6729-2217 FAX：06-6729-2218

●松原 堺三国ヶ丘営業所
〒 590-0024　大阪府堺市堺区向陵中町 4 丁 5-27　中谷ビル 2 階 206 号
TEL：072-260-4050 FAX：072-260-4051

●大和高田 医療機関コード：0290118　介護保険事務所番号：2960290118

〒 635-0072　奈良県大和高田市有井 58-1　豊富ビル 2 階 5 号室　
TEL：0745-23-6600 FAX：0745-23-6601

●大和郡山 医療機関コード：0390165　介護保険事務所番号：2960390165

〒 639-1056　奈良県大和郡山市泉原町 10-4
TEL：0743-85-5917 FAX：0743-85-5918

●中野 医療機関コード：7392806　介護保険事務所番号：1361490251

〒 165-0032　東京都中野区鷺宮 3 丁目 15-19　ラタン・サギノミヤⅡ 1 階
TEL：03-5327-8785 FAX：03-5327-8786

●中野新宿営業所
〒 160-0023　東京都新宿区西新宿 6 丁目 2 番 3 号　新宿アイランドアネックス 403 号
TEL：03-6258-1217 FAX：03-6258-1218

●和泉府中　　　　株式会社 MI パートナー運営 医療機関コード：0590535

〒 594-0071　大阪府和泉市府中町 2-1-3　南海和泉府中ビル 4 階
TEL：0725-45-1777 FAX：0725-45-1776

●田原本 医療機関コード：2090045　介護保険事務所番号：2962090045

〒 636-0312　奈良県磯城郡田原本町新町 13-5　ブルジュール 103 号
TEL：0744-34-2270 FAX：0744-34-2271

サ ー ビ ス 提 供 地 域  
エリアを問わず、交通費は頂戴いたしません。

東京都　TOKYO

大阪府　OSAKA

奈良県　 NARA

　中野区、杉並区、新宿区、練馬区

大阪市内
　平野区、東住吉区、住之江区、天王寺区、阿倍野区、
　浪速区、西成区、大正区、生野区、東成区、住吉区、
　中央区、北区、都島区、西区、福島区、城東区、鶴見区

堺市内
　北区、東区、美原区、堺区、南区、中区、西区

松原市、藤井寺市、柏原市、羽曳野市、東大阪市、
八尾市、高石市、狭山市、富田林市、大東市、和泉市、
岸和田市、泉大津市

　田原本町、川西町、三宅町、広陵町、大淀町、高取町、
　奈良市、天理市、桜井市、大和高田市、大和郡山市、
　香芝市、橿原市

0745-23-6600

072-333-3887

03-5327-8785

東京都・大阪府・奈良県全エリアに、
「地域医療福祉連携室」を設置しています。



会 社 概 要

ほっとナビ訪問看護

営業時間のご案内
時間：8：30 ～ 17：30（時間外でも必要があればご相談に応じます）
曜日：月・火・水・木・金
休み：土・日・祝日・年末年始（12/30 ～ 1/3）

https://www.hotnavi.co.jp
スマートフォンの方はこちら▶

専門医療従事者として質の高い医療看護を提供し、地域社会に必要とされる在宅医療を目指します。

事業理念地域と共に歩み、

障害を持たれている方々が、

生き生きと安心して暮らせる

共生社会の実現を

目指します。

経営理念

商号 株式会社ほっとナビ

事務所名 ほっとナビ訪問看護ステーション

資本金 5,000 万円

会社設立日 平成 26 年 10 月

本社所在地 〒 541-0056
大阪府大阪市中央区久太郎町 3 丁目 1 番 11 号　VORT 御堂筋本町Ⅱ　8 階

電話番号 06-6786-8615

代表取締役社長 阪本　勝

取締役副社長 橋本　直樹

取締役医師 仲山　彰俊

監査役 北條　明宏

事業内容
● 精神科・心療内科に特化した訪問看護ステーション
● 精神科・心療内科に特化した
　 ほっとナビ訪問看護ステーションフランチャイズ運営事業


