
指定小児慢性特定疾病医療機関一覧（訪問看護） 令和4年7月現在

No 区 医療機関名称 医療機関所在地
1 東灘区 スミリンケアライフ株式会社 訪問看護ステーション てとて岡本 東灘区岡本2-10-15
2 東灘区 一般財団法⼈ 神⼾在宅医療・介護推進財団 東灘しあわせ訪問看護ステーション 東灘区魚崎中町4-3-18
3 東灘区 ｊｉｎ訪問看護リハビリステーション 東灘区魚崎南町４−１２−６
4 東灘区 てふてふ訪問看護ステーション 東灘区魚崎南町4-13-9神⼾魚崎メディエートプラザ101
5 東灘区 訪問看護ステーション メリー 東灘区御影中町1-7-27キャッスルハイツ御影102
6 東灘区 訪問看護ステーションあそ日和 東灘区御影中町４−２−１スマイリングハイツ２０３
7 東灘区 あっぷ訪問看護ステーション 東灘区御影本町2-15-25-2Ｆ
8 東灘区 さくら訪問看護リハビリステーション 東灘区住吉宮町3-15-18昴ビル4S
9 東灘区 セコム神⼾訪問看護ステーション 東灘区住吉宮町6-14-14坂本ビル4F

10 東灘区 訪問看護ステーションひより 東灘区住吉宮町6-8-11
11 東灘区 訪問看護ステーションすみれ 東灘区住吉本町1-17-15アポリア住吉303
12 東灘区 東神⼾訪問看護ステーション あじさい 東灘区住吉本町2-19-1
13 東灘区 エンジェル訪問看護リハビリステーション 東灘区森北町1-5-112階
14 東灘区 ジャスミン訪問看護ステーション 東灘区深江北町1-7-27⻄芦屋ローズプラザ1F-A
15 東灘区 訪問看護ステーション パリタ 東灘区深江本町３−８−１２２１東灘７０４号室
16 東灘区 訪問看護ステーション ＭＳＣ神⼾ 東灘区深江本町４−４−２８
17 東灘区 やさしい手 訪問看護ステーションかえりえ東灘 東灘区⻘⽊3-1-43
18 東灘区 スマイルアルファ 訪問看護ステーション 東灘区本⼭中町３−１−１２２階
19 東灘区 訪問看護ステーション おはあさ 東灘区本⼭南町8-6-26東神⼾センタービル
20 東灘区 訪問看護ステーション だんけ 東灘区本⼭北町1-10-12
21 東灘区 クラシ訪問看護ステーション 東灘区本⼭北町２−１３−５
22 灘区 ケアウイング訪問看護ステーション 灘区永手町1-1-182
23 灘区 スミリンケアライフ株式会社 訪問看護ステーション てとて六甲 灘区⼭田町3-1-15六甲アトリエハウス4F
24 灘区 ファースト訪問看護ステーション灘 灘区篠原南町１−５−３
25 灘区 神⼾海星訪問看護ステーション 灘区篠原北町3-9-23-104
26 灘区 ぱれっと訪問看護ステーション 灘区将軍通4-2-20-202、203
27 灘区 訪問看護ステーションさんさん 灘区城内通4-4-21F東
28 灘区 愛のき訪問看護ステーション 灘区新在家南町4-11-10
29 灘区 セントケア訪問看護ステーション六甲 灘区日尾町1-1-5GENERALB.L.D2F
30 灘区 アリア訪問看護ステーション 灘区日尾町2-2-11-3階南
31 中央区 ケアーズ三宮訪問看護リハビリステーション 中央区旭通1-1-1-2071
32 中央区 ケア21メディカル訪問看護・リハビリステーションぴ〜す三宮 中央区磯辺通1-1-18ｶｻﾍﾞﾗ国際ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ306号室
33 中央区 はなうた訪問看護ステーションいそがみ 中央区磯辺通2-2-10ワンノットトレーズビル10F
34 中央区 東神⼾訪問看護ステーション こすもす 中央区旗塚通5-1-25
35 中央区 訪問看護ステーション アスカケアライフ 中央区宮本通3-1-30
36 中央区 とも神⼾訪問看護ステーション 中央区元町通７−１−２
37 中央区 一般財団法⼈ 神⼾在宅医療・介護推進財団 しあわせ訪問看護ステーション 中央区吾妻通5-2-20
38 中央区 訪問看護ステーション わっしぃ 中央区港島中町３−１−２ポートアベニュー南棟１階３号室
39 中央区 マリナーズみなとじま訪問看護ステーション 中央区港島中町4-6
40 中央区 訪問看護ステーション らん 中央区中⼭手通4-10-3-102
41 中央区 医療法⼈社団杏園舎 小沢医院 そよ樹訪問看護ステーション 中央区中⼭手通7-23-7
42 中央区 訪問看護ステーション グリーンアップル中央 中央区東雲通１−６−１０ライベス春日野２０２
43 中央区 訪問看護ステーション ＡＺ 神⼾ 中央区東川崎町６−６−６−２２０１号
44 中央区 訪問看護ココロステーションミモ神⼾ 中央区⼋幡通１丁⽬１−１９
45 中央区 スミリンケアライフ株式会社 訪問看護ステーションてとて摩耶 中央区脇浜町2-11-14現代神⼾ビル１F
46 中央区 訪問看護ステーション ブレックス 中央区脇浜町3-7-14三和ビル201
47 兵庫区 訪問看護ステーションいろは 兵庫区駅南通3-4-32ケイアンドエスビル兵庫駅南2F
48 兵庫区 訪問看護ステーション グリーンアップル 兵庫区下沢通７−２−２６
49 兵庫区 訪問看護ステーション チャオ 兵庫区荒田町１−７−１２
50 兵庫区 訪問看護ステーション神楽 兵庫区松本通7-1-39中居建設ビル3F
51 兵庫区 一般財団法⼈ 神⼾在宅医療・介護推進財団 兵庫しあわせ訪問看護ステーション 兵庫区大開通1-1-1神鉄ビル10F
52 兵庫区 みんなのかかりつけ訪問看護ステーション神⼾ 兵庫区浜崎通５番２４号
53 兵庫区 訪問看護ステーションSano（サーノ） 兵庫区浜⼭通2-4-10
54 兵庫区 訪問看護ステーション リハメイト神⼾ 兵庫区兵庫町２−１−１９
55 兵庫区 訪問看護ステーション めぐみ 兵庫区湊川町9-8-9
56 北区 なごみ介護センター なごみ訪問看護ステーション 北区⼭田町下谷上字かんじゃ7-3
57 北区 やすらぎ訪問看護ステーション 北区⼭田町小部字惣六畑⼭8-18
58 北区 訪問看護ステーション ぷくぷく 北区⼭田町上谷上字古々⼭２９番地３３９
59 北区 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構神⼾中央病院附属訪問看護ステーション 北区惣⼭町丁⽬１−１
60 北区 聖隷訪問看護ステーション北神⼾ 北区谷上⻄町27-6-201
61 北区 訪問看護ステーションおてだま 北区唐櫃台２−１９−１４
62 北区 兵庫県済生会訪問看護ステーション 北区藤原台中町5-1-1
63 北区 ネオライフサポート訪問看護ステーション 北区⼋多町中888
64 北区 訪問看護ステーションまほし 北区有馬町199-28エイジングコート有馬1階
65 北区 訪問看護ステーション ありま 北区有馬町字⼭田⼭1819-2
66 北区 有限会社 大道 訪問看護ステーションわかば 北区有野台8-1-1
67 北区 訪問看護ステーション メディカトレア 北区鈴蘭台⻄町2-22-3
68 北区 訪問看護ステーション なでしこ 北区鈴蘭台東町1-9-15
69 北区 訪問看護ステーション カモミール 北区鈴蘭台南９−２−７Ｂ１０３
70 北区 訪問看護ステーション リ・ホーム 北区鈴蘭台南町3-12-14
71 北区 アテンティブ訪問看護ステーション 北区鈴蘭台北町3-12-16-107
72 ⻑田区 プラスト訪問看護ステーション ⻑田区腕塚町５−３−１−１１１
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No 区 医療機関名称 医療機関所在地
73 須磨区 もみじ訪問看護ステーション 須磨区磯馴町4-1-6
74 須磨区 心と絆・ここな訪問看護ステーション 須磨区戎町4-1-27
75 須磨区 訪問看護ステーション ふくろう 須磨区戎町5-3-12-201
76 須磨区 訪問看護ステーション かおり 須磨区神の谷6-3-113-203
77 須磨区 訪問看護ステーションチームNu 須磨区須磨寺町2-7-5-2Ｆ
78 須磨区 セントケア訪問看護ステーション須磨 須磨区菅の台6-25
79 須磨区 須磨ヤマシン訪問看護ステーション 須磨区⻄落合2-2-9住宅型有料⽼⼈ホームさんよう名谷内
80 須磨区 北須磨訪問看護・リハビリセンター 須磨区多井畑字地獄谷12-2-203
81 須磨区 訪問看護ステーション すまぁと 須磨区多井畑東町6-1
82 須磨区 医療法⼈社団 思葉会 MEIN HAUS 訪問看護ステーション 須磨区大手町6-2-11
83 須磨区 つかさ訪問看護ステーション 須磨区妙法寺ぬめり石348-2-601
84 須磨区 訪問看護コスモサービス 須磨区妙法寺字地子田1035-2
85 須磨区 訪問看護・リハビリステーションわたぼうし 須磨区妙法寺字薮中1242
86 須磨区 YUAI訪問看護ステーション 須磨区友が丘3-126
87 垂水区 スミリンケアライフ株式会社 訪問看護ステーション てとて垂水 垂水区五色⼭１−４−５
88 垂水区 おかもと訪問看護ステーション垂水 垂水区霞ケ丘6-8-5-202
89 垂水区 訪問看護ステーション sorato 神⼾ 垂水区狩口台7-12-21
90 垂水区 ツクイ神⼾訪問看護ステーション 垂水区神陵台3-2-1
91 垂水区 一般財団法⼈ 神⼾在宅医療・介護推進財団 ⻄部しあわせ訪問看護ステーション 垂水区星陵台4-4-37
92 垂水区 こころっこ訪問看護ステーション 垂水区千鳥が丘3-19-9
93 垂水区 ドレミ訪問看護ステーション神⼾⻄ 垂水区大町1-1-11
94 垂水区 クリオ訪問看護・リハビリステーション 垂水区南多聞台５丁⽬４番７号
95 垂水区 訪問看護ステーション せんす 垂水区本多聞1-6-8
96 垂水区 パール訪問看護センター 垂水区本多聞2-33-18
97 垂水区 未来訪問看護ステーション 垂水区名谷町1734-419
98 垂水区 ユニバーサル訪問看護ステーション リハ・リハ 垂水区名谷町字横尾１８２５−１
99 ⻄区 訪問看護･リハステーションラヴィー ⻄区伊川谷町有瀬1248-1

100 ⻄区 神⼾すみれ訪問看護リハビリステーション ⻄区伊川谷町有瀬1524-3-1F北側
101 ⻄区 訪問看護・リハビリステーション  わたぼうしＷＥＳＴ ⻄区井吹台⻄町３丁⽬１８−６
102 ⻄区 若草訪問看護ステーション ⻄区押部谷町栄191-1
103 ⻄区 フェニックス訪問看護ステーション ⻄区岩岡町岩岡917-13
104 ⻄区 みどり訪問看護ステーション ⻄区枝吉1-12
105 ⻄区 たまつ訪問看護ステーション ⻄区持子3-3持子ビル202
106 ⻄区 ⻄神⼾訪問看護ステーション･みかん ⻄区秋葉台3-2-247
107 ⻄区 訪問看護ステーション つなぐ ⻄区春日台3-1-7-204
108 ⻄区 総合リハ訪問看護ステーション ⻄区曙町１０７０
109 ⻄区 リハビリ訪問看護ステーション ファミリア神⼾ ⻄区池上２−３７−１
110 ⻄区 訪問看護ステーションきらり ⻄区中野1-18-3
111 ⻄区 おひさま訪問看護ステーション ⻄区櫨谷町福谷882
112 ⻄区 訪問看護ステーションファースト ⻄区美穂が丘5-101-8
113 ⻄区 訪問看護ステーション リハ・リハ ⻄区北別府1-3-2
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