
R5.4.1時点事業所数

訪問看護 介護予防訪問看護

東灘 34 34

灘 23 23

中央 34 32

兵庫 24 24

北 40 37

⾧田 18 18

須磨 20 20

垂水 34 34

西 37 37

総計 264 259

区 事業所番号 事業所-名称 ｻｰﾋﾞｽ種類 事業所-所在地 指定年月日 事業所-直通電話番号 申請者-法人名 申請者-所在地

東灘 2860190012 医療法人明倫会老人訪問看護センター 訪問看護 東灘区本山中町４丁目２−３ サンコー神戸本山ビル３Ｆ 平成12年4月1日 078-451-0005 医療法人明倫会 兵庫県神戸市東灘区本山中町４丁目１−８宮地病院

東灘 2860190012 医療法人明倫会老人訪問看護センター 介護予防訪問看護 東灘区本山中町４丁目２−３ サンコー神戸本山ビル３Ｆ 平成18年4月1日 078-451-0005 医療法人明倫会 兵庫県神戸市東灘区本山中町４丁目１−８宮地病院

東灘 2860190020 東神戸訪問看護ステーションあじさい 訪問看護 東灘区住吉本町２−１９−１ 平成12年4月1日 078-856-7699 医療法人神戸健康共和会 兵庫県神戸市東灘区住吉本町二丁目１９番３号

東灘 2860190020 東神戸訪問看護ステーションあじさい 介護予防訪問看護 東灘区住吉本町２−１９−１ 平成18年4月1日 078-856-7699 医療法人神戸健康共和会 兵庫県神戸市東灘区住吉本町二丁目１９番３号

東灘 2860190046 一般財団法人 神戸在宅医療・介護推進財団 東灘しあわせ訪問看護ステーション 訪問看護 東灘区魚崎中町4丁目3番18号 平成12年4月1日 078-452-6772 一般財団法人神戸在宅医療・介護推進財団 兵庫県神戸市北区しあわせの村1番18号

東灘 2860190046 一般財団法人 神戸在宅医療・介護推進財団 東灘しあわせ訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 東灘区魚崎中町4丁目3番18号 平成18年4月1日 078-452-6772 一般財団法人神戸在宅医療・介護推進財団 兵庫県神戸市北区しあわせの村1番18号

東灘 2860190079 公益財団法人 甲南会 甲南訪問看護ステーション 訪問看護 東灘区向洋町中２丁目１１番 平成13年10月1日 078-854-1156 公益財団法人甲南会 兵庫県神戸市東灘区鴨子ケ原１−５−１６

東灘 2860190079 公益財団法人 甲南会 甲南訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 東灘区向洋町中２丁目１１番 平成18年4月1日 078-854-1156 公益財団法人甲南会 兵庫県神戸市東灘区鴨子ケ原１−５−１６

東灘 2860190103 訪問看護ステーションメリー 訪問看護 東灘区御影中町１丁目７−２７キャッスルハイツ御影１０２号 平成19年6月1日 078-851-1152 株式会社ＫＡＩＯ 兵庫県神戸市灘区岩屋中町２丁目７−２２

東灘 2860190103 訪問看護ステーションメリー 介護予防訪問看護 東灘区御影中町１丁目７−２７キャッスルハイツ御影１０２号 平成19年6月1日 078-851-1152 株式会社ＫＡＩＯ 兵庫県神戸市灘区岩屋中町２丁目７−２２

東灘 2860190111 訪問看護ステーションWelina 訪問看護 東灘区魚崎西町1-6-5 平成20年6月15日 078-821-5026 株式会社ＤＣＴ 兵庫県神戸市東灘区魚崎西町1-6-5

東灘 2860190111 訪問看護ステーションWelina 介護予防訪問看護 東灘区魚崎西町1-6-5 平成20年6月15日 078-821-5026 株式会社ＤＣＴ 兵庫県神戸市東灘区魚崎西町1-6-5

東灘 2860190129 セコム神戸訪問看護ステーション 訪問看護 東灘区住吉宮町６丁目１４−１４ 坂本ビル４F 平成20年8月31日 078-846-0977 セコム医療システム株式会社 東京都渋谷区神宮前１−５−１

東灘 2860190129 セコム神戸訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 東灘区住吉宮町６丁目１４−１４ 坂本ビル４F 平成18年4月1日 078-846-0977 セコム医療システム株式会社 東京都渋谷区神宮前１−５−１

東灘 2860190145 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 訪問看護 東灘区岡本２丁目１０−１５ 平成22年6月1日 078-435-1906 スミリンケアライフ株式会社 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１丁目５−１



東灘 2860190145 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 介護予防訪問看護 東灘区岡本２丁目１０−１５ 平成22年6月1日 078-435-1906 スミリンケアライフ株式会社 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１丁目５−１

東灘 2860190152 ほほえみ訪問看護ステーション 訪問看護 東灘区住吉南町５丁目１０−１８ プライム東御影２０３ 平成23年4月15日 078-851-0333 株式会社ケアステーション 兵庫県神戸市東灘区住吉南町５丁目10-18

東灘 2860190152 ほほえみ訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 東灘区住吉南町５丁目１０−１８ プライム東御影２０３ 平成23年4月15日 078-851-0333 株式会社ケアステーション 兵庫県神戸市東灘区住吉南町５丁目10-18

東灘 2860190186 訪問看護ステーションうさぎ東事業所 訪問看護 東灘区岡本３丁目１０−１６ アメニティーコート１０９号 平成23年12月1日 078-412-8885 コウダイケアサービス株式会社 兵庫県神戸市中央区八幡通３丁目１番１４号サンシポートビル3F

東灘 2860190186 訪問看護ステーションうさぎ東事業所 介護予防訪問看護 東灘区岡本３丁目１０−１６ アメニティーコート１０９号 平成23年12月1日 078-412-8885 コウダイケアサービス株式会社 兵庫県神戸市中央区八幡通３丁目１番１４号サンシポートビル3F

東灘 2860190202 てふてふ訪問看護ステーション 訪問看護 東灘区魚崎南町四丁目１３番９号 神戸魚崎メディエートプラザ１階 平成25年9月1日 078-414-3080 株式会社ＭＯＴ 兵庫県西宮市苦楽園二番町１６番２３号

東灘 2860190202 てふてふ訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 東灘区魚崎南町四丁目１３番９号 神戸魚崎メディエートプラザ１階 平成25年9月1日 078-414-3080 株式会社ＭＯＴ 兵庫県西宮市苦楽園二番町１６番２３号

東灘 2860190210 訪問看護ステーション ひより 訪問看護 東灘区住吉宮町６丁目８−１１ 平成25年10月1日 078-856-3811 株式会社ラーフ 兵庫県神戸市東灘区住吉東町一丁目２番１号

東灘 2860190210 訪問看護ステーション ひより 介護予防訪問看護 東灘区住吉宮町６丁目８−１１ 平成25年10月1日 078-856-3811 株式会社ラーフ 兵庫県神戸市東灘区住吉東町一丁目２番１号

東灘 2860190228 ジャスミン訪問看護ステーション 訪問看護 東灘区深江北町一丁目7番27号 西芦屋ローズプラザ1階A号 平成26年10月1日 078-891-4616 株式会社Ａｌｅｇｒｉａ 兵庫県神戸市東灘区深江北町一丁目7番27号

東灘 2860190228 ジャスミン訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 東灘区深江北町一丁目7番27号 西芦屋ローズプラザ1階A号 平成26年10月1日 078-891-4616 株式会社Ａｌｅｇｒｉａ 兵庫県神戸市東灘区深江北町一丁目7番27号

東灘 2860190236 千種会訪問看護ステーション 訪問看護 東灘区北青木一丁目1番3号 平成26年11月1日 078-431-0001 社会福祉法人千種会 兵庫県神戸市東灘区北青木１丁目１番３号

東灘 2860190236 千種会訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 東灘区北青木一丁目1番3号 平成26年11月1日 078-431-0001 社会福祉法人千種会 兵庫県神戸市東灘区北青木１丁目１番３号

東灘 2860190251 訪問看護ステーション おはあさ 訪問看護 東灘区本山南町8-6-26 東神戸センタービル 平成27年7月1日 078-806-8816 株式会社イマス 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目１番９号

東灘 2860190251 訪問看護ステーション おはあさ 介護予防訪問看護 東灘区本山南町8-6-26 東神戸センタービル 平成27年7月1日 078-806-8816 株式会社イマス 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目１番９号

東灘 2860190269 訪問看護ステーションだんけ 訪問看護 東灘区本山北町１丁目１０−１２ 平成27年8月1日 078-452-6161 一般社団法人暖家舎 兵庫県神戸市東灘区本山北町1-10-12

東灘 2860190269 訪問看護ステーションだんけ 介護予防訪問看護 東灘区本山北町１丁目１０−１２ 平成27年8月1日 078-452-6161 一般社団法人暖家舎 兵庫県神戸市東灘区本山北町1-10-12

東灘 2860190277 ティンカーベル訪問看護ステーション 訪問看護 東灘区田中町三丁目１０番２４号ハイムポワール１０１号 平成28年3月1日 078-855-2205 株式会社TinkerBell 兵庫県神戸市東灘区田中町三丁目１０番２４号

東灘 2860190277 ティンカーベル訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 東灘区田中町三丁目１０番２４号ハイムポワール１０１号 平成28年3月1日 078-855-2205 株式会社TinkerBell 兵庫県神戸市東灘区田中町三丁目１０番２４号

東灘 2860190285 エンジェル訪問看護リハビリステーション 訪問看護 東灘区森北町１丁目５−１１ ２階 平成28年5月1日 078-262-1745 キュアソリューションズ株式会社 兵庫県神戸市東灘区森北町１丁目５−１１ ２階

東灘 2860190285 エンジェル訪問看護リハビリステーション 介護予防訪問看護 東灘区森北町１丁目５−１１ ２階 平成28年5月1日 078-262-1745 キュアソリューションズ株式会社 兵庫県神戸市東灘区森北町１丁目５−１１ ２階

東灘 2860190301 訪問看護ステーション 福楽 訪問看護 東灘区本山北町２丁目３−８ クラッセ岡本１０５号 平成29年5月1日 078-451-2926 株式会社fukura 兵庫県神戸市東灘区本山北町２丁目３−８ クラッセ岡本１０５号

東灘 2860190301 訪問看護ステーション 福楽 介護予防訪問看護 東灘区本山北町２丁目３−８ クラッセ岡本１０５号 平成29年5月1日 078-451-2926 株式会社fukura 兵庫県神戸市東灘区本山北町２丁目３−８ クラッセ岡本１０５号

東灘 2860190335 あっぷ訪問看護ステーション 訪問看護 東灘区御影本町８丁目１３番２２号御影エナムール１階A 平成31年1月1日 078-846-0075 株式会社ドルトアップ 兵庫県神戸市東灘区御影本町８丁目１３番２２号御影エナムール１階A

東灘 2860190335 あっぷ訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 東灘区御影本町８丁目１３番２２号御影エナムール１階A 平成31年1月1日 078-846-0075 株式会社ドルトアップ 兵庫県神戸市東灘区御影本町８丁目１３番２２号御影エナムール１階A

東灘 2860190343 やさしい手訪問看護ステーションかえりえ東灘 訪問看護 東灘区青木３丁目１番４３号 平成31年2月1日 050-1748-6340 株式会社やさしい手 東京都目黒区大橋２丁目２４−３

東灘 2860190343 やさしい手訪問看護ステーションかえりえ東灘 介護予防訪問看護 東灘区青木３丁目１番４３号 平成31年2月1日 050-1748-6340 株式会社やさしい手 東京都目黒区大橋２丁目２４−３

東灘 2860190350 訪問看護ステーションあそ日和 訪問看護 東灘区御影中町４丁目２番１号 スマイリングライフ２階２０３ 令和1年12月1日 078-940-1162 株式会社アソビゴエ 兵庫県神戸市中央区中町通４丁目２番１１号村上ビル３階

東灘 2860190350 訪問看護ステーションあそ日和 介護予防訪問看護 東灘区御影中町４丁目２番１号 スマイリングライフ２階２０３ 令和1年12月1日 078-940-1162 株式会社アソビゴエ 兵庫県神戸市中央区中町通４丁目２番１１号村上ビル３階



東灘 2860190368 クラシ訪問看護ステーション 訪問看護 東灘区本山北町２−１３−５ 令和2年7月1日 078-441-6333 Kurashi株式会社 兵庫県神戸市東灘区本山北町２−１３−５

東灘 2860190368 クラシ訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 東灘区本山北町２−１３−５ 令和2年7月1日 078-441-6333 Kurashi株式会社 兵庫県神戸市東灘区本山北町２−１３−５

東灘 2860190376 うみのほしルルド訪問看護ステーション 訪問看護 東灘区魚崎西町１丁目７番１４号 令和2年7月1日 078-894-3113 社会福祉法人神戸海星会 兵庫県神戸市灘区篠原北町三丁目１１番１５号

東灘 2860190376 うみのほしルルド訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 東灘区魚崎西町１丁目７番１４号 令和2年7月1日 078-894-3113 社会福祉法人神戸海星会 兵庫県神戸市灘区篠原北町三丁目１１番１５号

東灘 2860190384 スマイルアルファ訪問看護ステーション 訪問看護 東灘区本山中町３丁目１番１２号２階 令和2年12月1日 078-779-1603 合同会社スマイルアルファ 兵庫県神戸市東灘区本山中町３丁目１番１２号２階

東灘 2860190384 スマイルアルファ訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 東灘区本山中町３丁目１番１２号２階 令和2年12月1日 078-779-1603 合同会社スマイルアルファ 兵庫県神戸市東灘区本山中町３丁目１番１２号２階

東灘 2860190392 訪問看護ステーションＭＳＣ神戸 訪問看護 東灘区深江本町４−４−２８甲南深江ハイム１０１ 令和3年2月1日 078-452-8861 株式会社ＭＳＣ 大阪府大阪市北区西天満３丁目１３番２０号ASビル６階

東灘 2860190392 訪問看護ステーションＭＳＣ神戸 介護予防訪問看護 東灘区深江本町４−４−２８甲南深江ハイム１０１ 令和3年2月1日 078-452-8861 株式会社ＭＳＣ 大阪府大阪市北区西天満３丁目１３番２０号ASビル６階

東灘 2860190400 訪問看護ステーションパリタ 訪問看護 東灘区深江本町3丁目8−12 21東灘704 令和3年7月1日 078-855-2323 株式会社トリブート 兵庫県神戸市東灘区深江本町３丁目８−１２−７０４

東灘 2860190400 訪問看護ステーションパリタ 介護予防訪問看護 東灘区深江本町3丁目8−12 21東灘704 令和3年7月1日 078-855-2323 株式会社トリブート 兵庫県神戸市東灘区深江本町３丁目８−１２−７０４

東灘 2860190418 jin訪問看護リハビリステーション 訪問看護 東灘区魚崎南町四丁目１２番６号 令和3年8月1日 078-806-8225 株式会社benevo 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町四丁目１２番６号

東灘 2860190418 jin訪問看護リハビリステーション 介護予防訪問看護 東灘区魚崎南町四丁目１２番６号 令和3年8月1日 078-806-8225 株式会社benevo 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町四丁目１２番６号

東灘 2860190426 エストみなとがわ訪問看護ステーション 訪問看護 東灘区本山南町８丁目５−２９−３Ｂ 令和4年4月1日 078-453-5506 医療法人尚生会 兵庫県神戸市兵庫区湊川町３丁目１３番２０号

東灘 2860190426 エストみなとがわ訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 東灘区本山南町８丁目５−２９−３Ｂ 令和4年4月1日 078-453-5506 医療法人尚生会 兵庫県神戸市兵庫区湊川町３丁目１３番２０号

東灘 2860190434 訪問看護ステーション toc  toc 訪問看護 東灘区御影中町２丁目１番１６号 令和4年5月1日 078-262-1050 一般社団法人ｂｅｌｌｅｖｉｅ 兵庫県神戸市東灘区御影中町２丁目１番１６号

東灘 2860190434 訪問看護ステーション toc  toc 介護予防訪問看護 東灘区御影中町２丁目１番１６号 令和4年5月1日 078-262-1050 一般社団法人ｂｅｌｌｅｖｉｅ 兵庫県神戸市東灘区御影中町２丁目１番１６号

東灘 2860190442 訪問看護ステーションわっか 訪問看護 東灘区本山中町４丁目８−３−３０３ 令和4年5月1日 078-452-0236 株式会社リンクス 兵庫県神戸市東灘区本山中町３丁目１番２０−２０４号

東灘 2860190442 訪問看護ステーションわっか 介護予防訪問看護 東灘区本山中町４丁目８−３−３０３ 令和4年5月1日 078-452-0236 株式会社リンクス 兵庫県神戸市東灘区本山中町３丁目１番２０−２０４号

東灘 2860190459 花えみか訪問看護ステーション 訪問看護 東灘区森北町2丁目4番9号202号室 令和4年12月1日 078-855-3102 特定非営利活動法人花えみか 兵庫県神戸市東灘区森北町2丁目4番9号202号室

東灘 2860190459 花えみか訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 東灘区森北町2丁目4番9号202号室 令和4年12月1日 078-855-3102 特定非営利活動法人花えみか 兵庫県神戸市東灘区森北町2丁目4番9号202号室

東灘 2860190467 エイワ訪問看護ステーションみかげ 訪問看護 東灘区住吉山手2丁目11番26号 令和4年12月1日 078-811-3434 株式会社ニッコー・ケイサービスみかげ倶楽部 大阪府大阪市西区本田3丁目2番1号

東灘 2860190467 エイワ訪問看護ステーションみかげ 介護予防訪問看護 東灘区住吉山手2丁目11番26号 令和4年12月1日 078-811-3434 株式会社ニッコー・ケイサービスみかげ倶楽部 大阪府大阪市西区本田3丁目2番1号

東灘 2860190475 訪問看護ステーションあすの木 訪問看護 東灘区住吉宮町6丁目4番15号 令和5年1月1日 050-5526-2497 株式会社あすの木 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町6丁目4番15号

東灘 2860190475 訪問看護ステーションあすの木 介護予防訪問看護 東灘区住吉宮町6丁目4番15号 令和5年1月1日 050-5526-2497 株式会社あすの木 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町6丁目4番15号

灘 2860290010 神戸海星訪問看護ステーション 訪問看護 灘区篠原北町3丁目9番23-104号 平成12年4月1日 078-891-9006 医療法人財団神戸海星病院 兵庫県神戸市灘区篠原北町３丁目１１番１５号

灘 2860290010 神戸海星訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 灘区篠原北町3丁目9番23-104号 平成18年4月1日 078-891-9006 医療法人財団神戸海星病院 兵庫県神戸市灘区篠原北町３丁目１１番１５号

灘 2860290069 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 訪問看護 灘区山田町３丁目１−１５ 六甲アトリエハウス４階 平成12年4月1日 078-571-6582 スミリンケアライフ株式会社 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１丁目５−１

灘 2860290069 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 介護予防訪問看護 灘区山田町３丁目１−１５ 六甲アトリエハウス４階 平成18年4月1日 078-571-6582 スミリンケアライフ株式会社 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１丁目５−１

灘 2860290077 訪問看護ステーションあんず 訪問看護 灘区水道筋５丁目１−１５ ２階 平成12年9月29日 078-802-3661 ろっこう医療生活協同組合 兵庫県神戸市灘区水道筋５丁目１番１５号



灘 2860290077 訪問看護ステーションあんず 介護予防訪問看護 灘区水道筋５丁目１−１５ ２階 平成18年4月1日 078-802-3661 ろっこう医療生活協同組合 兵庫県神戸市灘区水道筋５丁目１番１５号

灘 2860290143 愛のき訪問看護ステーション 訪問看護 灘区新在家南町４丁目１１−１０ 平成16年3月1日 078-805-3100 有限会社梅河 兵庫県神戸市灘区新在家南町４丁目１１−１０

灘 2860290143 愛のき訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 灘区新在家南町４丁目１１−１０ 平成18年4月1日 078-805-3100 有限会社梅河 兵庫県神戸市灘区新在家南町４丁目１１−１０

灘 2860290150 医療法人社団中井病院訪問看護ステーション 訪問看護 灘区大内通６丁目１−３ 平成17年2月15日 078-861-2252 医療法人社団中井病院 兵庫県神戸市灘区大内通６丁目１−３

灘 2860290150 医療法人社団中井病院訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 灘区大内通６丁目１−３ 平成19年4月1日 078-861-2252 医療法人社団中井病院 兵庫県神戸市灘区大内通６丁目１−３

灘 2860290168 ケアウイング訪問看護ステーション 訪問看護 灘区永手町１丁目１−１８２ 平成17年8月15日 078-811-4165 株式会社神戸介護ケアウイング 兵庫県神戸市灘区永手町１丁目１−１８２

灘 2860290168 ケアウイング訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 灘区永手町１丁目１−１８２ 平成18年4月1日 078-811-4165 株式会社神戸介護ケアウイング 兵庫県神戸市灘区永手町１丁目１−１８２

灘 2860290176 しょうせい訪問看護ステーション 訪問看護 灘区鶴甲３丁目１３−１９ 平成17年12月1日 078-805-0881 医療法人昭生病院 兵庫県神戸市中央区上筒井通５丁目１−１６

灘 2860290176 しょうせい訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 灘区鶴甲３丁目１３−１９ 平成18年4月1日 078-805-0881 医療法人昭生病院 兵庫県神戸市中央区上筒井通５丁目１−１６

灘 2860290184 セントケア訪問看護ステーション六甲 訪問看護 灘区日尾町１−１−５ＧＥＮＥＲＡＬ１Ｂ．Ｌ．Ｄ２Ｆ 平成19年4月1日 078-822-2944 セントケア西日本株式会社 兵庫県神戸市中央区多聞通２丁目４−４ブックローン神戸ビル西館９階

灘 2860290184 セントケア訪問看護ステーション六甲 介護予防訪問看護 灘区日尾町１−１−５ＧＥＮＥＲＡＬ１Ｂ．Ｌ．Ｄ２Ｆ 平成19年4月1日 078-822-2944 セントケア西日本株式会社 兵庫県神戸市中央区多聞通２丁目４−４ブックローン神戸ビル西館９階

灘 2860290200 訪問看護ステーションさんさん 訪問看護 灘区城内通４丁目４−２−１階東 平成22年3月1日 078-861-1888 株式会社菩提樹 兵庫県神戸市灘区城内通４丁目４−２−１

灘 2860290200 訪問看護ステーションさんさん 介護予防訪問看護 灘区城内通４丁目４−２−１階東 平成22年3月1日 078-861-1888 株式会社菩提樹 兵庫県神戸市灘区城内通４丁目４−２−１

灘 2860290226 訪問看護ステーションさくらみち神戸 訪問看護 灘区神ノ木通３丁目３‐１６ 1Ｆ 平成23年2月1日 078-881-2288 株式会社リンクル 兵庫県神戸市灘区神ノ木通３丁目３‐１６ 1Ｆ

灘 2860290226 訪問看護ステーションさくらみち神戸 介護予防訪問看護 灘区神ノ木通３丁目３‐１６ 1Ｆ 平成23年2月1日 078-881-2288 株式会社リンクル 兵庫県神戸市灘区神ノ木通３丁目３‐１６ 1Ｆ

灘 2860290234 ニチイケアセンター東神戸訪問看護ステーション 訪問看護 灘区岸地通5丁目2番13号 平成24年1月1日 078-801-8330 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地

灘 2860290234 ニチイケアセンター東神戸訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 灘区岸地通5丁目2番13号 平成24年1月1日 078-801-8330 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地

灘 2860290259 訪問看護ステーション風 訪問看護 灘区城の下通2丁目9番7号 平成25年1月1日 078-761-0606 合同会社贄鷹 兵庫県神戸市灘区城の下通2丁目9番7号

灘 2860290259 訪問看護ステーション風 介護予防訪問看護 灘区城の下通2丁目9番7号 平成25年1月1日 078-761-0606 合同会社贄鷹 兵庫県神戸市灘区城の下通2丁目9番7号

灘 2860290291 かがやき訪問看護ステーション 訪問看護 灘区深田町３丁目１−１６ サンヴィラ六甲道パートⅡ 平成25年10月1日 078-822-6805 医療法人康雄会 兵庫県神戸市灘区備後町３丁目２−１８

灘 2860290291 かがやき訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 灘区深田町３丁目１−１６ サンヴィラ六甲道パートⅡ 平成25年10月1日 078-822-6805 医療法人康雄会 兵庫県神戸市灘区備後町３丁目２−１８

灘 2860290341 ぱれっと訪問看護ステーション 訪問看護 灘区将軍通４丁目２番２０−２０３号 平成28年9月1日 078-200-4072 一般社団法人ＣＡＲＥ 兵庫県神戸市灘区将軍通４丁目２番２０−２０３号

灘 2860290341 ぱれっと訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 灘区将軍通４丁目２番２０−２０３号 平成28年9月1日 078-200-4072 一般社団法人ＣＡＲＥ 兵庫県神戸市灘区将軍通４丁目２番２０−２０３号

灘 2860290358 スナメリ訪問看護ステーション 訪問看護 灘区山田町３丁目１番１５号 六甲アトリエハウス１階 平成28年9月1日 078-262-1521 医療法人赤坂クリニック 兵庫県神戸市灘区山田町３丁目１番１５号 六甲アトリエハウス１階

灘 2860290358 スナメリ訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 灘区山田町３丁目１番１５号 六甲アトリエハウス１階 平成28年9月1日 078-262-1521 医療法人赤坂クリニック 兵庫県神戸市灘区山田町３丁目１番１５号 六甲アトリエハウス１階

灘 2860290366 アリア訪問看護ステーション 訪問看護 灘区日尾町２丁目２−１１−３階南 六甲第２ビル 平成29年4月1日 078-811-1687 CUH企画合同会社 兵庫県神戸市灘区鶴甲２丁目９番１８号３０２

灘 2860290366 アリア訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 灘区日尾町２丁目２−１１−３階南 六甲第２ビル 平成29年4月1日 078-811-1687 CUH企画合同会社 兵庫県神戸市灘区鶴甲２丁目９番１８号３０２

灘 2860290374 訪問看護ステーションふらっと 訪問看護 灘区高徳町１丁目３番９−２ 平成30年8月1日 078-779-6068 合同会社エムケアーズ 兵庫県神戸市灘区桜ケ丘町１６−４７

灘 2860290374 訪問看護ステーションふらっと 介護予防訪問看護 灘区高徳町１丁目３番９−２ 平成30年8月1日 078-779-6068 合同会社エムケアーズ 兵庫県神戸市灘区桜ケ丘町１６−４７



灘 2860290382 訪問看護ステーション オリーブ・リーフ 訪問看護 灘区灘南通６丁目１番２号 ハイツ片山101 令和1年9月1日 078-862-5559 株式会社オリーブ・リーフ 兵庫県神戸市灘区灘南通６丁目１番２号

灘 2860290382 訪問看護ステーション オリーブ・リーフ 介護予防訪問看護 灘区灘南通６丁目１番２号 ハイツ片山101 令和1年9月1日 078-862-5559 株式会社オリーブ・リーフ 兵庫県神戸市灘区灘南通６丁目１番２号

灘 2860290408 訪問看護ステーションほほえみ 訪問看護 灘区備後町５丁目３−１ ウェルブ六甲１番街３０６ 令和2年3月1日 078-599-8116 ウィルブライト株式会社 兵庫県神戸市灘区備後町５丁目３−１−３階

灘 2860290408 訪問看護ステーションほほえみ 介護予防訪問看護 灘区備後町５丁目３−１ ウェルブ六甲１番街３０６ 令和2年3月1日 078-599-8116 ウィルブライト株式会社 兵庫県神戸市灘区備後町５丁目３−１−３階

灘 2860290424 訪問看護ステーションつむぎ 訪問看護 灘区大石東町４丁目５−１１ 令和3年4月1日 078-891-7157 株式会社ＳＰＩＮ 兵庫県神戸市中央区熊内橋通6−1−17

灘 2860290424 訪問看護ステーションつむぎ 介護予防訪問看護 灘区大石東町４丁目５−１１ 令和3年4月1日 078-891-7157 株式会社ＳＰＩＮ 兵庫県神戸市中央区熊内橋通6−1−17

灘 2860290432 ファースト訪問看護ステーション灘 訪問看護 灘区篠原南町１丁目５番３号カルム六甲101号 令和4年4月1日 078-414-7271 株式会社ｆｉｒｓｔ 兵庫県神戸市北区桜森町１２番地の５

灘 2860290432 ファースト訪問看護ステーション灘 介護予防訪問看護 灘区篠原南町１丁目５番３号カルム六甲101号 令和4年4月1日 078-414-7271 株式会社ｆｉｒｓｔ 兵庫県神戸市北区桜森町１２番地の５

灘 2860290440 訪問看護ステーション アスカケアライフ灘 訪問看護 灘区中原通２−１−１８−２０１ 令和4年8月1日 078-862-1122 有限会社アスカケアライフ 兵庫県神戸市中央区宮本通三丁目１番３０号

灘 2860290440 訪問看護ステーション アスカケアライフ灘 介護予防訪問看護 灘区中原通２−１−１８−２０１ 令和4年8月1日 078-862-1122 有限会社アスカケアライフ 兵庫県神戸市中央区宮本通三丁目１番３０号

灘 2860290457 Rehaco訪問看護ステーション 訪問看護 灘区永手町５丁目２番９号サンロイヤル六甲202号 令和5年3月1日 078-862-9550 株式会社アールイーコンセプト 兵庫県神戸市灘区鶴甲1丁目4番15-2号

灘 2860290457 Rehaco訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 灘区永手町５丁目２番９号サンロイヤル六甲202号 令和5年3月1日 078-862-9550 株式会社アールイーコンセプト 兵庫県神戸市灘区鶴甲1丁目4番15-2号

中央 2865190025 一般財団法人 神戸在宅医療・介護推進財団しあわせ訪問看護ステーション 訪問看護 中央区吾妻通５丁目２番２０号 平成12年4月1日 078-242-5454 一般財団法人神戸在宅医療・介護推進財団 兵庫県神戸市北区しあわせの村1番18号

中央 2865190025 一般財団法人 神戸在宅医療・介護推進財団しあわせ訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 中央区吾妻通５丁目２番２０号 平成18年4月1日 078-242-5454 一般財団法人神戸在宅医療・介護推進財団 兵庫県神戸市北区しあわせの村1番18号

中央 2865190033 東神戸訪問看護ステーションこすもす 訪問看護 中央区旗塚通５丁目１−２５ 平成12年4月1日 078-232-3429 医療法人神戸健康共和会 兵庫県神戸市東灘区住吉本町二丁目１９番３号

中央 2865190033 東神戸訪問看護ステーションこすもす 介護予防訪問看護 中央区旗塚通５丁目１−２５ 平成18年4月1日 078-232-3429 医療法人神戸健康共和会 兵庫県神戸市東灘区住吉本町二丁目１９番３号

中央 2865190041 公益社団法人 兵庫県看護協会神戸訪問看護ステーション 訪問看護 中央区下山手通５丁目６−２４兵庫県看護協会会館１階 平成12年4月1日 078-341-1201 公益社団法人兵庫県看護協会 兵庫県神戸市中央区下山手通５−６−２４看護協会会館１階

中央 2865190041 公益社団法人 兵庫県看護協会神戸訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 中央区下山手通５丁目６−２４兵庫県看護協会会館１階 平成18年4月1日 078-341-1201 公益社団法人兵庫県看護協会 兵庫県神戸市中央区下山手通５−６−２４看護協会会館１階

中央 2865190124 訪問看護ステーションうさぎ 訪問看護 中央区八幡通3丁目1番14号 サンシポートビル3F 平成15年7月1日 078-271-8247 コウダイケアサービス株式会社 兵庫県神戸市中央区八幡通3丁目1番14号 サンシポートビル3F

中央 2865190124 訪問看護ステーションうさぎ 介護予防訪問看護 中央区八幡通3丁目1番14号 サンシポートビル3F 平成18年4月1日 078-271-8247 コウダイケアサービス株式会社 兵庫県神戸市中央区八幡通3丁目1番14号 サンシポートビル3F

中央 2865190132 訪問看護ステーションアスカケアライフ 訪問看護 中央区宮本通３−１−３０ 平成15年9月1日 078-221-3139 有限会社アスカケアライフ 兵庫県神戸市中央区宮本通三丁目１番３０号

中央 2865190132 訪問看護ステーションアスカケアライフ 介護予防訪問看護 中央区宮本通３−１−３０ 平成18年4月1日 078-221-3139 有限会社アスカケアライフ 兵庫県神戸市中央区宮本通三丁目１番３０号

中央 2865190173 訪問看護ステーションケア・トラスト 訪問看護 中央区旭通1-1-1 サンピア113-2 平成17年1月1日 078-272-5477 有限会社ケア・トラスト 兵庫県神戸市中央区旭通1丁目1番1−113−2号

中央 2865190173 訪問看護ステーションケア・トラスト 介護予防訪問看護 中央区旭通1-1-1 サンピア113-2 平成18年4月1日 078-272-5477 有限会社ケア・トラスト 兵庫県神戸市中央区旭通1丁目1番1−113−2号

中央 2865190207 サンケア訪問看護ステーション 訪問看護 中央区琴ノ緒町４−３−１３ 平成18年7月1日 078-230-7767 医療法人社団三聖会 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町４−２−５

中央 2865190207 サンケア訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 中央区琴ノ緒町４−３−１３ 平成18年7月1日 078-230-7767 医療法人社団三聖会 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町４−２−５

中央 2865190264 訪問看護ステーションら・ら・ら 訪問看護 中央区割塚通２丁目３−２ 平成22年5月1日 078-862-6018 株式会社officeFine 兵庫県神戸市中央区割塚通２丁目３−２

中央 2865190264 訪問看護ステーションら・ら・ら 介護予防訪問看護 中央区割塚通２丁目３−２ 平成22年5月1日 078-862-6018 株式会社officeFine 兵庫県神戸市中央区割塚通２丁目３−２

中央 2865190298 訪問看護ステーション ブレックス 訪問看護 中央区脇浜町３丁目７−１４ 三和ビル２０１ 平成25年12月1日 078-291-5211 株式会社Ｌｅａｐ 兵庫県神戸市須磨区弥栄台一丁目１３番地１７



中央 2865190298 訪問看護ステーション ブレックス 介護予防訪問看護 中央区脇浜町３丁目７−１４ 三和ビル２０１ 平成25年12月1日 078-291-5211 株式会社Ｌｅａｐ 兵庫県神戸市須磨区弥栄台一丁目１３番地１７

中央 2865190306 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 訪問看護 中央区脇浜町2丁目11番14号 現代神戸ビル1階 平成27年4月1日 078-570-6582 スミリンケアライフ株式会社 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１丁目５−１

中央 2865190306 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 介護予防訪問看護 中央区脇浜町2丁目11番14号 現代神戸ビル1階 平成27年4月1日 078-570-6582 スミリンケアライフ株式会社 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１丁目５−１

中央 2865190314 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 訪問看護 中央区磯辺通一丁目１番１８号 カサベラ国際プラザビル３０６号室 平成27年5月1日 078-231-2621 株式会社ケア２１メディカル 大阪府大阪市北区堂島二丁目２番２号

中央 2865190314 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 介護予防訪問看護 中央区磯辺通一丁目１番１８号 カサベラ国際プラザビル３０６号室 平成27年5月1日 078-231-2621 株式会社ケア２１メディカル 大阪府大阪市北区堂島二丁目２番２号

中央 2865190322 訪問看護ステーションあおいそら 訪問看護 中央区中町通２−３−２ 三共神戸ツインビル８階 平成27年5月1日 078-958-6077 医療法人社団ホームケアクリニックこうべ 兵庫県神戸市中央区中町通２−３−２ 三共神戸ツインビル８階

中央 2865190322 訪問看護ステーションあおいそら 介護予防訪問看護 中央区中町通２−３−２ 三共神戸ツインビル８階 平成27年5月1日 078-958-6077 医療法人社団ホームケアクリニックこうべ 兵庫県神戸市中央区中町通２−３−２ 三共神戸ツインビル８階

中央 2865190330 訪問看護ステーション デューン神戸 訪問看護 中央区相生町４丁目７−１１ 福井梅園ビル２階 平成27年6月1日 078-351-6670 株式会社N・フィールド 大阪府大阪市北区堂島浜１−４−４ アクア堂島東館４階

中央 2865190330 訪問看護ステーション デューン神戸 介護予防訪問看護 中央区相生町４丁目７−１１ 福井梅園ビル２階 平成27年6月1日 078-351-6670 株式会社N・フィールド 大阪府大阪市北区堂島浜１−４−４ アクア堂島東館４階

中央 2865190363 訪問看護ステーション ゆうなぎ 訪問看護 中央区三宮町２丁目１１−１三宮センタービル西館７１１−１号室 平成28年5月1日 078-599-8575 株式会社絆 兵庫県神戸市中央区三宮町２丁目１１−１三宮センタービル西館７１１−１号室

中央 2865190363 訪問看護ステーション ゆうなぎ 介護予防訪問看護 中央区三宮町２丁目１１−１三宮センタービル西館７１１−１号室 平成28年5月1日 078-599-8575 株式会社絆 兵庫県神戸市中央区三宮町２丁目１１−１三宮センタービル西館７１１−１号室

中央 2865190389 とも神戸訪問看護ステーション 訪問看護 中央区元町通７丁目１−２ ネオアージュ神戸元町３０１号 平成29年1月1日 078-360-3800 株式会社トモイガワ 兵庫県神戸市須磨区友が丘三丁目６０番地

中央 2865190389 とも神戸訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 中央区元町通７丁目１−２ ネオアージュ神戸元町３０１号 平成29年1月1日 078-360-3800 株式会社トモイガワ 兵庫県神戸市須磨区友が丘三丁目６０番地

中央 2865190397 マリナーズみなとじま訪問看護ステーション 訪問看護 中央区港島中町４丁目６番地 平成29年1月1日 078-303-8081 一般財団法人神戸マリナーズ厚生会 兵庫県神戸市中央区中山手通七丁目３番１８号

中央 2865190397 マリナーズみなとじま訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 中央区港島中町４丁目６番地 平成29年1月1日 078-303-8081 一般財団法人神戸マリナーズ厚生会 兵庫県神戸市中央区中山手通七丁目３番１８号

中央 2865190405 ケアーズ三宮訪問看護リハビリステーション 訪問看護 中央区旭通１−１−１ サンピア２０７１ 平成29年2月1日 078-221-3011 株式会社アーチ 兵庫県神戸市中央区下山手通３−１２−１ トア山手プラザ６０８−２

中央 2865190405 ケアーズ三宮訪問看護リハビリステーション 介護予防訪問看護 中央区旭通１−１−１ サンピア２０７１ 平成29年2月1日 078-221-3011 株式会社アーチ 兵庫県神戸市中央区下山手通３−１２−１ トア山手プラザ６０８−２

中央 2865190413 訪問看護ステーション サニーピア 訪問看護 中央区波止場町３番１２号 平成29年4月1日 078-331-8635 一般財団法人サニーピア医療保健協会 兵庫県神戸市中央区波止場町3番12号

中央 2865190413 訪問看護ステーション サニーピア 介護予防訪問看護 中央区波止場町３番１２号 平成29年4月1日 078-331-8635 一般財団法人サニーピア医療保健協会 兵庫県神戸市中央区波止場町3番12号

中央 2865190439 ランプ訪問看護ステーション 訪問看護 中央区相生町５丁目１０番１８号 シティビル神戸９０１号 平成29年9月1日 078-335-5805 ＭＩＮＡＳＥ株式会社 兵庫県神戸市中央区相生町５丁目１０番１８号 シティビル神戸９０１号

中央 2865190439 ランプ訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 中央区相生町５丁目１０番１８号 シティビル神戸９０１号 平成29年9月1日 078-335-5805 ＭＩＮＡＳＥ株式会社 兵庫県神戸市中央区相生町５丁目１０番１８号 シティビル神戸９０１号

中央 2865190447 訪問看護ステーション かすがの 訪問看護 中央区野崎通4-1-2 平成30年3月1日 078-242-7410 医療法人財団春日野会 兵庫県神戸市中央区野崎通４丁目１番２号

中央 2865190447 訪問看護ステーション かすがの 介護予防訪問看護 中央区野崎通4-1-2 平成30年3月1日 078-242-7410 医療法人財団春日野会 兵庫県神戸市中央区野崎通４丁目１番２号

中央 2865190454 訪問看護ステーション笑楽 三宮 訪問看護 中央区御幸通２丁目１番６号 ジェイルミナ三宮ビル８０６ 平成30年4月1日 078-414-7625 株式会社ビオネスト 兵庫県神戸市中央区御幸通二丁目1番6号

中央 2865190454 訪問看護ステーション笑楽 三宮 介護予防訪問看護 中央区御幸通２丁目１番６号 ジェイルミナ三宮ビル８０６ 平成30年4月1日 078-414-7625 株式会社ビオネスト 兵庫県神戸市中央区御幸通二丁目1番6号

中央 2865190462 コスモケア訪問看護ステーション 訪問看護 中央区元町通４丁目６−２０−１５０３ 平成30年4月1日 078-382-4125 医療法人社団芙蓉会ハートフルクリニック 兵庫県神戸市中央区元町通４丁目６番１７号

中央 2865190462 コスモケア訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 中央区元町通４丁目６−２０−１５０３ 平成30年4月1日 078-382-4125 医療法人社団芙蓉会ハートフルクリニック 兵庫県神戸市中央区元町通４丁目６番１７号

中央 2865190496 くれない訪問看護ステーション 訪問看護 中央区熊内町４丁目５−１３ メープルレジデンス２０５ 令和1年12月1日 078-241-6611 有限会社ベリー 兵庫県神戸市兵庫区大開通２丁目３−２１−２Ｆ フキ神戸ビル

中央 2865190496 くれない訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 中央区熊内町４丁目５−１３ メープルレジデンス２０５ 令和1年12月1日 078-241-6611 有限会社ベリー 兵庫県神戸市兵庫区大開通２丁目３−２１−２Ｆ フキ神戸ビル



中央 2865190504 訪問看護ステーション ひととき 訪問看護 中央区吾妻通１丁目１−２８ 令和2年4月1日 078-231-6502 フクシクラフト株式会社 兵庫県神戸市中央区磯辺通２丁目２−２５

中央 2865190504 訪問看護ステーション ひととき 介護予防訪問看護 中央区吾妻通１丁目１−２８ 令和2年4月1日 078-231-6502 フクシクラフト株式会社 兵庫県神戸市中央区磯辺通２丁目２−２５

中央 2865190538 ふたば訪問看護ステーション 訪問看護 中央区熊内橋通１丁目９番１２号 令和2年12月1日 078-803-8623 医療法人双葉会 兵庫県明石市大久保町西島434番地の5

中央 2865190538 ふたば訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 中央区熊内橋通１丁目９番１２号 令和2年12月1日 078-803-8623 医療法人双葉会 兵庫県明石市大久保町西島434番地の5

中央 2865190546 レイズ訪問看護ステーション 訪問看護 中央区浜辺通４丁目１−２３三宮ベンチャービル３０８号室 令和2年12月1日 078-200-6019 株式会社エス・アンド・エス 兵庫県西宮市上甲東園４丁目８番１１−１０１号

中央 2865190546 レイズ訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 中央区浜辺通４丁目１−２３三宮ベンチャービル３０８号室 令和2年12月1日 078-200-6019 株式会社エス・アンド・エス 兵庫県西宮市上甲東園４丁目８番１１−１０１号

中央 2865190553 訪問看護ステーション らん 訪問看護 中央区下山手通６丁目１番４号 オフィス下山手７階 令和2年12月1日 078-360-1212 医療法人社団鳳光会 兵庫県神戸市中央区中山手通４丁目１番１１号

中央 2865190553 訪問看護ステーション らん 介護予防訪問看護 中央区下山手通６丁目１番４号 オフィス下山手７階 令和2年12月1日 078-360-1212 医療法人社団鳳光会 兵庫県神戸市中央区中山手通４丁目１番１１号

中央 2865190561 訪問看護ステーション グリーンアップル 中央 訪問看護 中央区東雲通１丁目６−１０ライベス春日野２０２ 令和3年1月1日 078-862-9027 株式会社ＧｒｅｅｎＡｐｐｌｅ 兵庫県神戸市兵庫区上沢通７丁目１−２

中央 2865190561 訪問看護ステーション グリーンアップル 中央 介護予防訪問看護 中央区東雲通１丁目６−１０ライベス春日野２０２ 令和3年1月1日 078-862-9027 株式会社ＧｒｅｅｎＡｐｐｌｅ 兵庫県神戸市兵庫区上沢通７丁目１−２

中央 2865190579 訪問看護ステーションあどさぽ 訪問看護 中央区国香通２丁目３番９号 リフレＳＰビル１階 令和3年6月1日 078-894-3838 株式会社アークニクス 兵庫県神戸市東灘区岡本３丁目２番２号

中央 2865190579 訪問看護ステーションあどさぽ 介護予防訪問看護 中央区国香通２丁目３番９号 リフレＳＰビル１階 令和3年6月1日 078-894-3838 株式会社アークニクス 兵庫県神戸市東灘区岡本３丁目２番２号

中央 2865190587 訪問看護ステーションhabataki 訪問看護 中央区御幸通5丁目2−4プリンスコート701号室 令和4年2月1日 078-600-2885 株式会社泰賀 大阪府大阪市阿倍野区橋本町3番3号

中央 2865190595 訪問看護ステーションわっしぃ 訪問看護 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 令和4年4月1日 078-381-9182 医療法人さんと会 兵庫県神戸市須磨区桜の杜１−１６−２

中央 2865190611 あむKOBE訪問看護ステーション 訪問看護 中央区下山手通７丁目１１番２０号松本ビル１階 令和4年6月1日 078-360-0022 Ａｍｕｇｒｏｕｐ合同会社 兵庫県神戸市中央区中山手通７丁目１１番３０号誠和マンション２０５

中央 2865190611 あむKOBE訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 中央区下山手通７丁目１１番２０号松本ビル１階 令和4年6月1日 078-360-0022 Ａｍｕｇｒｏｕｐ合同会社 兵庫県神戸市中央区中山手通７丁目１１番３０号誠和マンション２０５

中央 2865190629 訪問看護ステーションＡＺ 神戸 訪問看護 中央区東川崎町6-6-6-2-201 令和4年7月1日 078-381-7617 株式会社Ａｆｅｐ 兵庫県西宮市柏堂町10番11-1号

中央 2865190629 訪問看護ステーションＡＺ 神戸 介護予防訪問看護 中央区東川崎町6-6-6-2-201 令和4年7月1日 078-381-7617 株式会社Ａｆｅｐ 兵庫県西宮市柏堂町10番11-1号

中央 2865190637 訪問看護ステーションさくらみちデュオ 訪問看護 中央区中町通３丁目１-15-902 令和5年2月1日 078-381-9562 株式会社リンクル 兵庫県神戸市灘区神ノ木通３丁目３番１６号Ｙコート神ノ木１階

中央 2865190637 訪問看護ステーションさくらみちデュオ 介護予防訪問看護 中央区中町通３丁目１-15-902 令和5年2月1日 078-381-9562 株式会社リンクル 兵庫県神戸市灘区神ノ木通３丁目３番１６号Ｙコート神ノ木１階

兵庫 2860590039 みなとがわ訪問看護ステーション 訪問看護 兵庫区菊水町5−2−3 平成12年4月1日 078-521-9180 医療法人尚生会 兵庫県神戸市兵庫区湊川町３−１３−２０

兵庫 2860590039 みなとがわ訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 兵庫区菊水町5−2−3 平成18年4月1日 078-521-9180 医療法人尚生会 兵庫県神戸市兵庫区湊川町３−１３−２０

兵庫 2860590047 訪問看護ステーションみさき 訪問看護 兵庫区磯之町１−１ケインズリカービル２階 平成12年4月1日 078-681-1130 医療法人一輝会 兵庫県神戸市中央区北⾧狭通５−３−５

兵庫 2860590047 訪問看護ステーションみさき 介護予防訪問看護 兵庫区磯之町１−１ケインズリカービル２階 平成18年4月1日 078-681-1130 医療法人一輝会 兵庫県神戸市中央区北⾧狭通５−３−５

兵庫 2860590070 ひょうご訪問看護研究センター 訪問看護 兵庫区馬場町１７−９ 平成12年5月1日 078-371-7634 有限会社ひょうごホームナーシング研究センター 兵庫県神戸市兵庫区馬場町１７−９

兵庫 2860590070 ひょうご訪問看護研究センター 介護予防訪問看護 兵庫区馬場町１７−９ 平成18年4月1日 078-371-7634 有限会社ひょうごホームナーシング研究センター 兵庫県神戸市兵庫区馬場町１７−９

兵庫 2860590161 訪問看護ステーションあさんて・はな 訪問看護 兵庫区塚本通６丁目１−３サンシャイングレート兵庫２０１号 平成20年11月1日 078-578-3340 株式会社なごみ 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通４丁目１番１号兵庫駅前ビル201

兵庫 2860590161 訪問看護ステーションあさんて・はな 介護予防訪問看護 兵庫区塚本通６丁目１−３サンシャイングレート兵庫２０１号 平成20年11月1日 078-578-3340 株式会社なごみ 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通４丁目１番１号兵庫駅前ビル201

兵庫 2860590179 訪問看護ステーション神楽 訪問看護 兵庫区松本通７丁目１−３９中居建設ビル３階 平成21年2月1日 078-954-8560 医療法人社団渾深会 兵庫県神戸市兵庫区大開通８丁目２番２−１０２



兵庫 2860590179 訪問看護ステーション神楽 介護予防訪問看護 兵庫区松本通７丁目１−３９中居建設ビル３階 平成21年2月1日 078-954-8560 医療法人社団渾深会 兵庫県神戸市兵庫区大開通８丁目２番２−１０２

兵庫 2860590203 一般財団法人 神戸在宅医療・介護推進財団 兵庫しあわせ訪問看護ステーション 訪問看護 兵庫区大開通１丁目１−１神鉄ビル１０階 平成22年10月1日 078-515-5252 一般財団法人神戸在宅医療・介護推進財団 兵庫県神戸市北区しあわせの村1番18号

兵庫 2860590203 一般財団法人 神戸在宅医療・介護推進財団 兵庫しあわせ訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 兵庫区大開通１丁目１−１神鉄ビル１０階 平成22年10月1日 078-515-5252 一般財団法人神戸在宅医療・介護推進財団 兵庫県神戸市北区しあわせの村1番18号

兵庫 2860590229 訪問看護ステーションいろは 訪問看護 兵庫区駅南通3丁目4-32ケイアンドエスビル兵庫駅南2F 平成25年9月1日 078-686-1226 ケアアンドサポート株式会社 兵庫県神戸市兵庫区駅南通3丁目4-32

兵庫 2860590229 訪問看護ステーションいろは 介護予防訪問看護 兵庫区駅南通3丁目4-32ケイアンドエスビル兵庫駅南2F 平成25年9月1日 078-686-1226 ケアアンドサポート株式会社 兵庫県神戸市兵庫区駅南通3丁目4-32

兵庫 2860590237 訪問看護ステーションSano(サーノ) 訪問看護 兵庫区浜山通二丁目４番１０号 平成26年4月1日 078-652-7551 医療法人社団坂上医院 兵庫県神戸市兵庫区浜山通二丁目４番１０号

兵庫 2860590237 訪問看護ステーションSano(サーノ) 介護予防訪問看護 兵庫区浜山通二丁目４番１０号 平成26年4月1日 078-652-7551 医療法人社団坂上医院 兵庫県神戸市兵庫区浜山通二丁目４番１０号

兵庫 2860590245 訪問看護ステーション グリーンアップル 訪問看護 兵庫区下沢通７丁目２−２６ 平成26年11月1日 078-578-9000 株式会社ＧｒｅｅｎＡｐｐｌｅ 兵庫県神戸市兵庫区上沢通７丁目１−２

兵庫 2860590245 訪問看護ステーション グリーンアップル 介護予防訪問看護 兵庫区下沢通７丁目２−２６ 平成26年11月1日 078-578-9000 株式会社ＧｒｅｅｎＡｐｐｌｅ 兵庫県神戸市兵庫区上沢通７丁目１−２

兵庫 2860590252 みどり訪問看護ステーション 訪問看護 兵庫区兵庫町１丁目４番６号 平成27年5月1日 078-686-0156 医療法人社団せんだん会 兵庫県神戸市兵庫区大開通２丁目２−１

兵庫 2860590252 みどり訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 兵庫区兵庫町１丁目４番６号 平成27年5月1日 078-686-0156 医療法人社団せんだん会 兵庫県神戸市兵庫区大開通２丁目２−１

兵庫 2860590260 訪問看護ステーション めぐみ 訪問看護 兵庫区湊川町９丁目８−９ 平成27年9月1日 078-512-0271 株式会社めぐみ 兵庫県神戸市兵庫区湊川町９丁目８−９

兵庫 2860590260 訪問看護ステーション めぐみ 介護予防訪問看護 兵庫区湊川町９丁目８−９ 平成27年9月1日 078-512-0271 株式会社めぐみ 兵庫県神戸市兵庫区湊川町９丁目８−９

兵庫 2860590310 リハビリ訪問看護ステーション蕾 訪問看護 兵庫区西上橘通１丁目１番２３号 ヴィラ神戸Ⅱ１０１号室 平成28年4月1日 078-599-7990 株式会社Ｓｔｅｐｓ 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通一丁目１番２３号 ヴィラ神戸Ⅱ１０１号室

兵庫 2860590310 リハビリ訪問看護ステーション蕾 介護予防訪問看護 兵庫区西上橘通１丁目１番２３号 ヴィラ神戸Ⅱ１０１号室 平成28年4月1日 078-599-7990 株式会社Ｓｔｅｐｓ 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通一丁目１番２３号 ヴィラ神戸Ⅱ１０１号室

兵庫 2860590377 あい訪問看護ステーション 訪問看護 兵庫区下沢通３丁目４番３号 平成30年7月1日 078-521-0226 医療法人社団大有会 兵庫県神戸市兵庫区上沢通３丁目１番４号

兵庫 2860590377 あい訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 兵庫区下沢通３丁目４番３号 平成30年7月1日 078-521-0226 医療法人社団大有会 兵庫県神戸市兵庫区上沢通３丁目１番４号

兵庫 2860590401 吉田病院訪問看護ステーション 訪問看護 兵庫区大開通９丁目２番１１号 昴ビル１階 平成31年2月1日 078-511-1005 社会医療法人榮昌会 兵庫県神戸市兵庫区大開通９丁目２番６号

兵庫 2860590401 吉田病院訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 兵庫区大開通９丁目２番１１号 昴ビル１階 平成31年2月1日 078-511-1005 社会医療法人榮昌会 兵庫県神戸市兵庫区大開通９丁目２番６号

兵庫 2860590419 はれ訪問看護ステーション 訪問看護 兵庫区兵庫町１丁目１番３１号 マリス神戸WING103号室 令和1年10月1日 078-686-0877 株式会社ＫＯＫＯ 兵庫県神戸市兵庫区兵庫町１丁目１番３１号 マリス神戸WING103号室

兵庫 2860590419 はれ訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 兵庫区兵庫町１丁目１番３１号 マリス神戸WING103号室 令和1年10月1日 078-686-0877 株式会社ＫＯＫＯ 兵庫県神戸市兵庫区兵庫町１丁目１番３１号 マリス神戸WING103号室

兵庫 2860590427 訪問看護ステーションＣＯＮＮＥＣＴ 訪問看護 兵庫区羽坂通２丁目１番９号いせやビル２F 令和3年2月1日 078-945-7978 合同会社ＣＯＮＮＥＣＴ 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通２丁目１番９号いせやビル２F

兵庫 2860590427 訪問看護ステーションＣＯＮＮＥＣＴ 介護予防訪問看護 兵庫区羽坂通２丁目１番９号いせやビル２F 令和3年2月1日 078-945-7978 合同会社ＣＯＮＮＥＣＴ 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通２丁目１番９号いせやビル２F

兵庫 2860590435 訪問看護ステーション あゆーす 訪問看護 兵庫区楠谷町30-5 令和3年4月1日 078-599-7939 株式会社ゴラッソ 兵庫県神戸市兵庫区大同町２丁目５番１２号

兵庫 2860590435 訪問看護ステーション あゆーす 介護予防訪問看護 兵庫区楠谷町30-5 令和3年4月1日 078-599-7939 株式会社ゴラッソ 兵庫県神戸市兵庫区大同町２丁目５番１２号

兵庫 2860590443 訪問看護ステーション チャオ 訪問看護 兵庫区荒田町１丁目７−１２ 令和3年9月1日 078-515-8277 株式会社MoiLife 兵庫県神戸市兵庫区荒田町１丁目７−１２

兵庫 2860590443 訪問看護ステーション チャオ 介護予防訪問看護 兵庫区荒田町１丁目７−１２ 令和3年9月1日 078-515-8277 株式会社MoiLife 兵庫県神戸市兵庫区荒田町１丁目７−１２

兵庫 2860590450 訪問看護ステーション サーマルケア 訪問看護 兵庫区笠松通６丁目１−１７ モウトハウス１B 令和3年11月1日 078-224-5468 株式会社サーマルケア 兵庫県神戸市兵庫区笠松通６丁目１−１７

兵庫 2860590450 訪問看護ステーション サーマルケア 介護予防訪問看護 兵庫区笠松通６丁目１−１７ モウトハウス１B 令和3年11月1日 078-224-5468 株式会社サーマルケア 兵庫県神戸市兵庫区笠松通６丁目１−１７



兵庫 2860590468 訪問看護ステーション リハメイト神戸 訪問看護 兵庫区兵庫町２丁目１番１９号 令和3年12月1日 078-671-8001 メディカルズ株式会社 愛媛県松山市緑町２丁目３番地６

兵庫 2860590468 訪問看護ステーション リハメイト神戸 介護予防訪問看護 兵庫区兵庫町２丁目１番１９号 令和3年12月1日 078-671-8001 メディカルズ株式会社 愛媛県松山市緑町２丁目３番地６

兵庫 2860590476 みんなのかかりつけ訪問看護ステーション神戸 訪問看護 兵庫区浜崎通5番24号エスペラール神戸0503号室 令和4年5月1日 078-599-7724 株式会社デザインケア 愛知県名古屋市中村区名駅2丁目38番2号

兵庫 2860590476 みんなのかかりつけ訪問看護ステーション神戸 介護予防訪問看護 兵庫区浜崎通5番24号エスペラール神戸0503号室 令和4年5月1日 078-599-7724 株式会社デザインケア 愛知県名古屋市中村区名駅2丁目38番2号

兵庫 2860590484 訪問看護ステーション DESIR 訪問看護 兵庫区下沢通７丁目２−２ ＩＭＳビル３階 令和4年7月1日 078-381-8219 BIGUNDER株式会社 兵庫県神戸市兵庫区下沢通2丁目2-29

兵庫 2860590484 訪問看護ステーション DESIR 介護予防訪問看護 兵庫区下沢通７丁目２−２ ＩＭＳビル３階 令和4年7月1日 078-381-8219 BIGUNDER株式会社 兵庫県神戸市兵庫区下沢通2丁目2-29

兵庫 2860590492 ぐっどきゅあ訪問看護ステーション 訪問看護 兵庫区東山町2丁目12-1-1 令和5年1月1日 078-945-8288 株式会社グッドケア 兵庫県神戸市兵庫区菊水町8丁目2番1号

兵庫 2860590492 ぐっどきゅあ訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 兵庫区東山町2丁目12-1-1 令和5年1月1日 078-945-8288 株式会社グッドケア 兵庫県神戸市兵庫区菊水町8丁目2番1号

兵庫 2860590500 神戸百年記念病院附属 訪問看護ステーション すこやか 訪問看護 兵庫区御崎町１丁目９番１号 令和5年2月1日 078-330-5091 医療法人社団顕鐘会 兵庫県神戸市兵庫区御崎町１丁目９番１号

兵庫 2860590500 神戸百年記念病院附属 訪問看護ステーション すこやか 介護予防訪問看護 兵庫区御崎町１丁目９番１号 令和5年2月1日 078-330-5091 医療法人社団顕鐘会 兵庫県神戸市兵庫区御崎町１丁目９番１号

⾧田 2860690052 訪問看護ステーションつばさ 訪問看護 ⾧田区腕塚町2丁目2-10 クリエイト第２ビル202 平成12年4月1日 078-646-2371 神戸医療生活協同組合 兵庫県神戸市⾧田区腕塚町２丁目２−１０

⾧田 2860690052 訪問看護ステーションつばさ 介護予防訪問看護 ⾧田区腕塚町2丁目2-10 クリエイト第２ビル202 平成18年4月1日 078-646-2371 神戸医療生活協同組合 兵庫県神戸市⾧田区腕塚町２丁目２−１０

⾧田 2860690086 適寿訪問看護ステーション 訪問看護 ⾧田区花山町２丁目１１−２３−２０２ 平成15年11月1日 078-612-6831 医療法人社団康人会 兵庫県神戸市⾧田区花山町２丁目１１番３２号

⾧田 2860690086 適寿訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 ⾧田区花山町２丁目１１−２３−２０２ 平成18年4月1日 078-612-6831 医療法人社団康人会 兵庫県神戸市⾧田区花山町２丁目１１番３２号

⾧田 2860690136 ハーティ訪問看護ステーション 訪問看護 ⾧田区久保町４丁目２−１ 平成19年7月1日 078-611-2810 有限会社ハーティ 兵庫県神戸市⾧田区駒ケ林町四丁目19番6号

⾧田 2860690136 ハーティ訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 ⾧田区久保町４丁目２−１ 平成19年7月1日 078-611-2810 有限会社ハーティ 兵庫県神戸市⾧田区駒ケ林町四丁目19番6号

⾧田 2860690151 神戸大山訪問看護ステーション 訪問看護 ⾧田区三番町２丁目２番１５ 平成26年8月1日 078-595-9326 社会医療法人社団正峰会 兵庫県西脇市黒田庄町田高３１３番地

⾧田 2860690151 神戸大山訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 ⾧田区三番町２丁目２番１５ 平成26年8月1日 078-595-9326 社会医療法人社団正峰会 兵庫県西脇市黒田庄町田高３１３番地

⾧田 2860690169 医療法人社団十善会 野瀬訪問看護ステーションつながり 訪問看護 ⾧田区二葉町５丁目１番３６号 平成26年12月1日 078-611-3211 医療法人社団十善会 兵庫県神戸市⾧田区二葉町５丁目１番２１

⾧田 2860690169 医療法人社団十善会 野瀬訪問看護ステーションつながり 介護予防訪問看護 ⾧田区二葉町５丁目１番３６号 平成26年12月1日 078-611-3211 医療法人社団十善会 兵庫県神戸市⾧田区二葉町５丁目１番２１

⾧田 2860690177 うぃるけあ訪問看護ステーション 訪問看護 ⾧田区苅藻通3丁目7-4 平成27年4月1日 078-671-8088 株式会社ウィル・インターナショナル 兵庫県神戸市⾧田区苅藻通3丁目7-4

⾧田 2860690177 うぃるけあ訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 ⾧田区苅藻通3丁目7-4 平成27年4月1日 078-671-8088 株式会社ウィル・インターナショナル 兵庫県神戸市⾧田区苅藻通3丁目7-4

⾧田 2860690193 訪問看護ステーション リエゾン神戸 訪問看護 ⾧田区松野通３丁目７−２１−２０１ 平成28年6月1日 078-747-0858 リエゾンKOBE株式会社 兵庫県神戸市垂水区清玄町３１番地の１０

⾧田 2860690193 訪問看護ステーション リエゾン神戸 介護予防訪問看護 ⾧田区松野通３丁目７−２１−２０１ 平成28年6月1日 078-747-0858 リエゾンKOBE株式会社 兵庫県神戸市垂水区清玄町３１番地の１０

⾧田 2860690201 プラスト訪問看護ステーション 訪問看護 ⾧田区腕塚町5丁目3-1-111アスタくにづか1番館南棟1F 平成28年7月1日 078-646-3660 株式会社PLAST 兵庫県神戸市⾧田区腕塚町四丁目２−１

⾧田 2860690201 プラスト訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 ⾧田区腕塚町5丁目3-1-111アスタくにづか1番館南棟1F 平成28年7月1日 078-646-3660 株式会社PLAST 兵庫県神戸市⾧田区腕塚町四丁目２−１

⾧田 2860690227 訪問看護ステーション さざなみ 訪問看護 ⾧田区大日丘町３丁目１５−１０ 平成28年7月1日 078-646-2636 合同会社凪 兵庫県神戸市須磨区千歳町一丁目１番３号

⾧田 2860690227 訪問看護ステーション さざなみ 介護予防訪問看護 ⾧田区大日丘町３丁目１５−１０ 平成28年7月1日 078-646-2636 合同会社凪 兵庫県神戸市須磨区千歳町一丁目１番３号

⾧田 2860690235 訪問看護ステーション はれ 訪問看護 ⾧田区若松町２丁目１番１３号 ２階 平成29年5月1日 078-754-5035 一般社団法人サンコン 兵庫県神戸市⾧田区若松町２丁目１番１３号 ２階



⾧田 2860690235 訪問看護ステーション はれ 介護予防訪問看護 ⾧田区若松町２丁目１番１３号 ２階 平成29年5月1日 078-754-5035 一般社団法人サンコン 兵庫県神戸市⾧田区若松町２丁目１番１３号 ２階

⾧田 2860690243 訪問看護ステーションルーナ 訪問看護 ⾧田区菅原通４丁目２０３番地の２ 平成30年12月1日 078-515-6988 株式会社リヒト 兵庫県神戸市⾧田区菅原通４丁目２０３番地の２

⾧田 2860690243 訪問看護ステーションルーナ 介護予防訪問看護 ⾧田区菅原通４丁目２０３番地の２ 平成30年12月1日 078-515-6988 株式会社リヒト 兵庫県神戸市⾧田区菅原通４丁目２０３番地の２

⾧田 2860690250 あかり訪問看護ステーション 訪問看護 ⾧田区松野通３丁目６番６号１階 令和1年11月1日 078-646-2040 株式会社あかり 兵庫県神戸市⾧田区片山町３丁目５番１１号 ネオハイツ片山町201号

⾧田 2860690250 あかり訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 ⾧田区松野通３丁目６番６号１階 令和1年11月1日 078-646-2040 株式会社あかり 兵庫県神戸市⾧田区片山町３丁目５番１１号 ネオハイツ片山町201号

⾧田 2860690268 神戸朝日訪問看護ステーション 訪問看護 ⾧田区房王寺町３丁目６番13号 令和2年11月1日 078-691-7711 医療法人社団秀英会 兵庫県神戸市⾧田区房王寺町３丁目５番25号神戸朝日病院

⾧田 2860690268 神戸朝日訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 ⾧田区房王寺町３丁目６番13号 令和2年11月1日 078-691-7711 医療法人社団秀英会 兵庫県神戸市⾧田区房王寺町３丁目５番25号神戸朝日病院

⾧田 2860690276 カリーナ神戸訪問看護ステーション 訪問看護 ⾧田区御蔵通１丁目９３−３０１ 令和3年2月1日 078-335-7561 合同会社ＬＧＳ 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町２丁目１４番３号

⾧田 2860690276 カリーナ神戸訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 ⾧田区御蔵通１丁目９３−３０１ 令和3年2月1日 078-335-7561 合同会社ＬＧＳ 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町２丁目１４番３号

⾧田 2860690284 訪問看護ステーション めばえ 訪問看護 ⾧田区庄田町３丁目２−１３−Ａ１０３ 令和3年2月1日 078-647-5336 株式会社Happy 兵庫県神戸市⾧田区二葉町１丁目１番８号

⾧田 2860690284 訪問看護ステーション めばえ 介護予防訪問看護 ⾧田区庄田町３丁目２−１３−Ａ１０３ 令和3年2月1日 078-647-5336 株式会社Happy 兵庫県神戸市⾧田区二葉町１丁目１番８号

⾧田 2860690292 訪問看護ステーションつばめ 訪問看護 ⾧田区房王寺町７丁目１−７ 令和3年1月11日 078-646-7007 有限会社シー・エル・エッチ 兵庫県神戸市中央区中山手通７丁目８−５

⾧田 2860690292 訪問看護ステーションつばめ 介護予防訪問看護 ⾧田区房王寺町７丁目１−７ 令和3年1月11日 078-646-7007 有限会社シー・エル・エッチ 兵庫県神戸市中央区中山手通７丁目８−５

⾧田 2860690318 ＳＯＭＰＯケア 神戸 訪問看護 訪問看護 ⾧田区大橋町4丁目1-10 令和4年7月1日 078-646-7531 ＳＯＭＰＯケア株式会社 東京都品川区東品川4丁目12番8号

⾧田 2860690318 ＳＯＭＰＯケア 神戸 訪問看護 介護予防訪問看護 ⾧田区大橋町4丁目1-10 令和4年7月1日 078-646-7531 ＳＯＭＰＯケア株式会社 東京都品川区東品川4丁目12番8号

⾧田 2860690326 訪問看護ステーション 珊瑚 訪問看護 ⾧田区⾧楽町６丁目２番29号 令和5年4月1日 078-742-8335 株式会社ロックリーヴル 兵庫県神戸市⾧田区⾧楽町６丁目２番29号

⾧田 2860690326 訪問看護ステーション 珊瑚 介護予防訪問看護 ⾧田区⾧楽町６丁目２番29号 令和5年4月1日 078-742-8335 株式会社ロックリーヴル 兵庫県神戸市⾧田区⾧楽町６丁目２番29号

須磨 2860790027 もみじ訪問看護ステーション 訪問看護 須磨区磯馴町４丁目１の６ 平成12年4月1日 078-732-3715 医療法人社団慈恵会 兵庫県神戸市須磨区磯馴町４−１−６

須磨 2860790027 もみじ訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 須磨区磯馴町４丁目１の６ 平成18年4月1日 078-732-3715 医療法人社団慈恵会 兵庫県神戸市須磨区磯馴町４−１−６

須磨 2860790068 訪問看護コスモサービス 訪問看護 須磨区妙法寺字地子田1035-2 平成14年9月1日 078-741-2066 有限会社コスモサービス 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字地子田1035-2

須磨 2860790068 訪問看護コスモサービス 介護予防訪問看護 須磨区妙法寺字地子田1035-2 平成18年4月1日 078-741-2066 有限会社コスモサービス 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字地子田1035-2

須磨 2860790084 北須磨訪問看護・リハビリセンター 訪問看護 須磨区多井畑字地獄谷12-2-203 平成16年5月1日 078-741-4001 医療法人社団慈恵会 兵庫県神戸市須磨区磯馴町４−１−６

須磨 2860790084 北須磨訪問看護・リハビリセンター 介護予防訪問看護 須磨区多井畑字地獄谷12-2-203 平成18年4月1日 078-741-4001 医療法人社団慈恵会 兵庫県神戸市須磨区磯馴町４−１−６

須磨 2860790100 訪問看護・リハビリステーションわたぼうし 訪問看護 須磨区妙法寺字藪中１２４２ 平成17年5月1日 078-741-5291 医療法人社団林山朝日診療所 兵庫県神戸市⾧田区林山町７-５

須磨 2860790100 訪問看護・リハビリステーションわたぼうし 介護予防訪問看護 須磨区妙法寺字藪中１２４２ 平成18年4月1日 078-741-5291 医療法人社団林山朝日診療所 兵庫県神戸市⾧田区林山町７-５

須磨 2860790134 MEIN HAUS 訪問看護ステーション 訪問看護 須磨区大手町６−２−１１ 平成18年7月15日 078-731-0055 医療法人社団思葉会 兵庫県神戸市須磨区大田町２丁目３−７

須磨 2860790134 MEIN HAUS 訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 須磨区大手町６−２−１１ 平成18年7月15日 078-731-0055 医療法人社団思葉会 兵庫県神戸市須磨区大田町２丁目３−７

須磨 2860790159 訪問看護ステーションすまぁと 訪問看護 須磨区多井畑東町６番１ 平成19年5月1日 078-795-4108 株式会社神戸在宅リハビリテーション事業団 兵庫県神戸市須磨区多井畑東町１７−８

須磨 2860790159 訪問看護ステーションすまぁと 介護予防訪問看護 須磨区多井畑東町６番１ 平成19年5月1日 078-795-4108 株式会社神戸在宅リハビリテーション事業団 兵庫県神戸市須磨区多井畑東町１７−８



須磨 2860790175 訪問看護ステーションふくろう 訪問看護 須磨区戎町５丁目３−１２−２０１号 平成20年11月1日 078-736-5366 有限会社セキモリ企画 兵庫県神戸市須磨区関守町１丁目１−１９

須磨 2860790175 訪問看護ステーションふくろう 介護予防訪問看護 須磨区戎町５丁目３−１２−２０１号 平成20年11月1日 078-736-5366 有限会社セキモリ企画 兵庫県神戸市須磨区関守町１丁目１−１９

須磨 2860790183 ハートフルケア訪問看護・リハビリステーション 訪問看護 須磨区白川台３丁目６７番１６ 平成20年11月1日 078-959-6006 ハートフルケア株式会社 兵庫県神戸市須磨区白川台３丁目６７番１６

須磨 2860790183 ハートフルケア訪問看護・リハビリステーション 介護予防訪問看護 須磨区白川台３丁目６７番１６ 平成20年11月1日 078-959-6006 ハートフルケア株式会社 兵庫県神戸市須磨区白川台３丁目６７番１６

須磨 2860790209 訪問看護ステーションかおり 訪問看護 須磨区神の谷６丁目３−１１３−２０３号 平成23年12月1日 078-754-9877 株式会社村田 兵庫県神戸市須磨区神の谷６丁目３−１１３−２０３号

須磨 2860790209 訪問看護ステーションかおり 介護予防訪問看護 須磨区神の谷６丁目３−１１３−２０３号 平成23年12月1日 078-754-9877 株式会社村田 兵庫県神戸市須磨区神の谷６丁目３−１１３−２０３号

須磨 2860790225 セントケア訪問看護ステーション須磨 訪問看護 須磨区菅の台6-25 平成27年2月1日 078-797-8951 セントケア西日本株式会社 兵庫県神戸市中央区多聞通２丁目４−４ブックローン神戸ビル西館９階

須磨 2860790225 セントケア訪問看護ステーション須磨 介護予防訪問看護 須磨区菅の台6-25 平成27年2月1日 078-797-8951 セントケア西日本株式会社 兵庫県神戸市中央区多聞通２丁目４−４ブックローン神戸ビル西館９階

須磨 2860790241 訪問看護ステーションチームＮｕ 訪問看護 須磨区須磨寺町二丁目７番５号メディック須磨寺２Ｆ 平成27年8月1日 078-739-5670 株式会社ドクターミール 兵庫県神戸市須磨区関守町一丁目１番１４号

須磨 2860790241 訪問看護ステーションチームＮｕ 介護予防訪問看護 須磨区須磨寺町二丁目７番５号メディック須磨寺２Ｆ 平成27年8月1日 078-739-5670 株式会社ドクターミール 兵庫県神戸市須磨区関守町一丁目１番１４号

須磨 2860790258 まる訪問看護ステーション 訪問看護 須磨区離宮西町２丁目２−１ 離宮ビル101 平成28年5月1日 078-731-6662 株式会社ミツヨシ 兵庫県神戸市須磨区離宮西町２丁目２−１−１０１

須磨 2860790258 まる訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 須磨区離宮西町２丁目２−１ 離宮ビル101 平成28年5月1日 078-731-6662 株式会社ミツヨシ 兵庫県神戸市須磨区離宮西町２丁目２−１−１０１

須磨 2860790266 ＹＵＡＩ訪問看護ステーション 訪問看護 須磨区友が丘４丁目１−１０１ D１棟２１５号 平成29年6月1日 078-797-9200 社会福祉法人北須磨保育ｾﾝﾀｰ 兵庫県神戸市須磨区友が丘３−１０７

須磨 2860790266 ＹＵＡＩ訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 須磨区友が丘４丁目１−１０１ D１棟２１５号 平成29年6月1日 078-797-9200 社会福祉法人北須磨保育ｾﾝﾀｰ 兵庫県神戸市須磨区友が丘３−１０７

須磨 2860790274 訪問看護ステーション明芳 訪問看護 須磨区大田町６丁目１−１５ 平成30年4月1日 078-742-6825 株式会社訪問看護ステーション明芳 兵庫県神戸市須磨区大田町６丁目１−１５

須磨 2860790274 訪問看護ステーション明芳 介護予防訪問看護 須磨区大田町６丁目１−１５ 平成30年4月1日 078-742-6825 株式会社訪問看護ステーション明芳 兵庫県神戸市須磨区大田町６丁目１−１５

須磨 2860790282 心と絆・ここな訪問看護ステーション 訪問看護 須磨区戎町４丁目１番２７号 令和1年9月1日 078-734-6717 株式会社クロスゾーン 兵庫県神戸市須磨区戎町４丁目１番２７号

須磨 2860790282 心と絆・ここな訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 須磨区戎町４丁目１番２７号 令和1年9月1日 078-734-6717 株式会社クロスゾーン 兵庫県神戸市須磨区戎町４丁目１番２７号

須磨 2860790290 須磨ヤマシン訪問看護ステーション 訪問看護 須磨区西落合２丁目２番９号 住宅型有料老人ホーム さんよう名谷内 令和1年11月1日 078-742-7715 株式会社ヤマシン 和歌山県和歌山市西浜1660番地の180

須磨 2860790290 須磨ヤマシン訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 須磨区西落合２丁目２番９号 住宅型有料老人ホーム さんよう名谷内 令和1年11月1日 078-742-7715 株式会社ヤマシン 和歌山県和歌山市西浜1660番地の180

須磨 2860790308 凌駕さくら訪問看護ステーション 訪問看護 須磨区権現町３丁目６−４東須磨プラザ２０３号 令和2年6月1日 078-735-3886 社会福祉法人三桂会 兵庫県神戸市垂水区名谷町１５４７−１

須磨 2860790308 凌駕さくら訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 須磨区権現町３丁目６−４東須磨プラザ２０３号 令和2年6月1日 078-735-3886 社会福祉法人三桂会 兵庫県神戸市垂水区名谷町１５４７−１

須磨 2860790316 訪問看護リハステーション結 訪問看護 須磨区磯馴町２−３−２２ハイツ須磨２０４ 令和2年9月1日 078-747-0268 有限会社松の花 兵庫県神戸市兵庫区湊町一丁目３−６ライオンズマンション神戸湊町公園２０３号

須磨 2860790316 訪問看護リハステーション結 介護予防訪問看護 須磨区磯馴町２−３−２２ハイツ須磨２０４ 令和2年9月1日 078-747-0268 有限会社松の花 兵庫県神戸市兵庫区湊町一丁目３−６ライオンズマンション神戸湊町公園２０３号

須磨 2860790340 訪問看護ステーション３８ 訪問看護 須磨区須磨浦通4丁目8番6号 令和3年10月1日 078-754-6972 合同会社１９２１ 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通4丁目8番6号

須磨 2860790340 訪問看護ステーション３８ 介護予防訪問看護 須磨区須磨浦通4丁目8番6号 令和3年10月1日 078-754-6972 合同会社１９２１ 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通4丁目8番6号

須磨 2860790357 ありす訪問看護神戸ステーション 訪問看護 須磨区戎町1丁目5−2 102号室 令和4年12月1日 078-732-6677 株式会社Ｂｒａｎｃｈｅｓ 福岡県福岡市博多区祇園町2−11

須磨 2860790357 ありす訪問看護神戸ステーション 介護予防訪問看護 須磨区戎町1丁目5−2 102号室 令和4年12月1日 078-732-6677 株式会社Ｂｒａｎｃｈｅｓ 福岡県福岡市博多区祇園町2−11

垂水 2860890017 訪問看護ステーション舞子台 訪問看護 垂水区舞子台7丁目２−１ 平成12年4月1日 078-783-9999 医療法人浩生会 兵庫県神戸市垂水区舞子台７丁目２−１



垂水 2860890017 訪問看護ステーション舞子台 介護予防訪問看護 垂水区舞子台7丁目２−１ 平成18年4月1日 078-783-9999 医療法人浩生会 兵庫県神戸市垂水区舞子台７丁目２−１

垂水 2860890025 ゆりかご訪問看護ステーション 訪問看護 垂水区小束山本町２丁目１０−２６−２０３ 平成12年4月1日 078-787-2070 医療法人社団新国内科医院 兵庫県神戸市垂水区小束山本町２丁目１０−２６

垂水 2860890025 ゆりかご訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 垂水区小束山本町２丁目１０−２６−２０３ 平成18年4月1日 078-787-2070 医療法人社団新国内科医院 兵庫県神戸市垂水区小束山本町２丁目１０−２６

垂水 2860890033 パール訪問看護センター 訪問看護 垂水区本多聞２丁目３３−１８ 平成12年4月1日 078-785-7650 有限会社パール訪問看護センター 兵庫県神戸市垂水区本多聞２丁目３３−１８

垂水 2860890033 パール訪問看護センター 介護予防訪問看護 垂水区本多聞２丁目３３−１８ 平成18年4月1日 078-785-7650 有限会社パール訪問看護センター 兵庫県神戸市垂水区本多聞２丁目３３−１８

垂水 2860890041 一般財団法人神戸在宅医療・介護推進財団西部しあわせ訪問看護ステーション 訪問看護 垂水区星陵台４丁目４−３７ 垂水区医師会館１階 平成12年4月1日 078-787-7201 一般財団法人神戸在宅医療・介護推進財団 兵庫県神戸市北区しあわせの村1番18号

垂水 2860890041 一般財団法人神戸在宅医療・介護推進財団西部しあわせ訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 垂水区星陵台４丁目４−３７ 垂水区医師会館１階 平成18年4月1日 078-787-7201 一般財団法人神戸在宅医療・介護推進財団 兵庫県神戸市北区しあわせの村1番18号

垂水 2860890108 タツミ訪問看護舞子ステーション 訪問看護 垂水区星陵台1丁目5−1−301 平成18年2月15日 078-787-8744 タツミ商事株式会社 兵庫県神戸市西区桜が丘東町２丁目８−１３

垂水 2860890108 タツミ訪問看護舞子ステーション 介護予防訪問看護 垂水区星陵台1丁目5−1−301 平成18年4月1日 078-787-8744 タツミ商事株式会社 兵庫県神戸市西区桜が丘東町２丁目８−１３

垂水 2860890124 すみれ訪問看護ステーション 訪問看護 垂水区名谷町字湯屋谷２２４５−１ 平成18年12月15日 078-793-8204 医療法人社団菫会 兵庫県神戸市須磨区東白川台１丁目１−１

垂水 2860890124 すみれ訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 垂水区名谷町字湯屋谷２２４５−１ 平成18年12月15日 078-793-8204 医療法人社団菫会 兵庫県神戸市須磨区東白川台１丁目１−１

垂水 2860890132 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 訪問看護 垂水区五色山１丁目４−５リヴァージュ垂水五色山１階Ａ号室 平成21年4月1日 078-704-6101 スミリンケアライフ株式会社 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１丁目５−１

垂水 2860890132 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 介護予防訪問看護 垂水区五色山１丁目４−５リヴァージュ垂水五色山１階Ａ号室 平成21年4月1日 078-704-6101 スミリンケアライフ株式会社 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１丁目５−１

垂水 2860890165 訪問看護ステーション日向 訪問看護 垂水区潮見が丘１丁目5番26号 平成22年7月1日 078-766-6030 合同会社エムケーコーポレーション 兵庫県神戸市垂水区仲田１丁目４−２０

垂水 2860890165 訪問看護ステーション日向 介護予防訪問看護 垂水区潮見が丘１丁目5番26号 平成22年7月1日 078-766-6030 合同会社エムケーコーポレーション 兵庫県神戸市垂水区仲田１丁目４−２０

垂水 2860890181 クリオ訪問看護・リハビリステーション 訪問看護 垂水区南多聞台5丁目4番7号 平成23年12月1日 078-742-7283 株式会社ピュア・クリオ 兵庫県神戸市垂水区南多聞台５丁目4番7号

垂水 2860890181 クリオ訪問看護・リハビリステーション 介護予防訪問看護 垂水区南多聞台5丁目4番7号 平成23年12月1日 078-742-7283 株式会社ピュア・クリオ 兵庫県神戸市垂水区南多聞台５丁目4番7号

垂水 2860890199 未来訪問看護ステーション 訪問看護 垂水区名谷町1734-419 平成24年6月1日 078-754-7821 株式会社美・ロード 兵庫県神戸市垂水区名谷町1734番地の419

垂水 2860890199 未来訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 垂水区名谷町1734-419 平成24年6月1日 078-754-7821 株式会社美・ロード 兵庫県神戸市垂水区名谷町1734番地の419

垂水 2860890207 訪問看護ステーション せんす 訪問看護 垂水区本多聞1丁目6-8 平成25年8月1日 078-782-0800 株式会社せんす 兵庫県神戸市垂水区本多聞1丁目6-8

垂水 2860890207 訪問看護ステーション せんす 介護予防訪問看護 垂水区本多聞1丁目6-8 平成25年8月1日 078-782-0800 株式会社せんす 兵庫県神戸市垂水区本多聞1丁目6-8

垂水 2860890223 ドレミ訪問看護ステーション神戸西 訪問看護 垂水区大町１丁目１番１１号 平成26年1月1日 078-704-3330 株式会社リライフ 兵庫県神戸市垂水区大町一丁目１番１１号

垂水 2860890223 ドレミ訪問看護ステーション神戸西 介護予防訪問看護 垂水区大町１丁目１番１１号 平成26年1月1日 078-704-3330 株式会社リライフ 兵庫県神戸市垂水区大町一丁目１番１１号

垂水 2860890231 訪問看護・リハビリステーション スリーツリー 訪問看護 垂水区王居殿3丁目25-1 平成27年5月1日 078-742-6411 ｍｕｌｔｉｐｌｙｐｌｕｓｃｏｍｍｕｎｉｔｙ合同会社 兵庫県神戸市垂水区王居殿3丁目25-1

垂水 2860890231 訪問看護・リハビリステーション スリーツリー 介護予防訪問看護 垂水区王居殿3丁目25-1 平成27年5月1日 078-742-6411 ｍｕｌｔｉｐｌｙｐｌｕｓｃｏｍｍｕｎｉｔｙ合同会社 兵庫県神戸市垂水区王居殿3丁目25-1

垂水 2860890256 エイワ訪問看護ステーション たるみ 訪問看護 垂水区名谷町１８７４ 平成28年4月1日 078-747-0255 株式会社ニッコー・ケイサービス 大阪府大阪市西区本田３丁目２番1号

垂水 2860890256 エイワ訪問看護ステーション たるみ 介護予防訪問看護 垂水区名谷町１８７４ 平成28年4月1日 078-747-0255 株式会社ニッコー・ケイサービス 大阪府大阪市西区本田３丁目２番1号

垂水 2860890264 たるみのもり訪問看護ステーション 訪問看護 垂水区旭が丘２丁目３番２号 平成28年6月1日 078-706-1100 株式会社フォレスト訪問看護ステーション 兵庫県神戸市垂水区旭が丘２丁目３番２号

垂水 2860890264 たるみのもり訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 垂水区旭が丘２丁目３番２号 平成28年6月1日 078-706-1100 株式会社フォレスト訪問看護ステーション 兵庫県神戸市垂水区旭が丘２丁目３番２号



垂水 2860890272 こころっこ訪問看護ステーション 訪問看護 垂水区千鳥が丘３丁目１８番１１号ロックポートビル２F 平成28年7月1日 078-706-6501 医療法人社団あおぞら会 兵庫県神戸市垂水区千鳥が丘３丁目１９番９号

垂水 2860890272 こころっこ訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 垂水区千鳥が丘３丁目１８番１１号ロックポートビル２F 平成28年7月1日 078-706-6501 医療法人社団あおぞら会 兵庫県神戸市垂水区千鳥が丘３丁目１９番９号

垂水 2860890280 訪問看護ステーション ココニコ 訪問看護 垂水区舞多聞東１丁目５番４号 平成29年2月1日 078-223-5525 合同会社ココニコ 兵庫県神戸市垂水区舞多聞東１丁目５番４号

垂水 2860890280 訪問看護ステーション ココニコ 介護予防訪問看護 垂水区舞多聞東１丁目５番４号 平成29年2月1日 078-223-5525 合同会社ココニコ 兵庫県神戸市垂水区舞多聞東１丁目５番４号

垂水 2860890298 おかもと訪問看護ステーション垂水 訪問看護 垂水区霞ケ丘６丁目８−５ ベラヴィスタ垂水２０２号 平成29年7月1日 078-704-2555 株式会社おかもと 大阪府寝屋川市池田旭町２４番２２号 サンライズ柴田１０３号

垂水 2860890298 おかもと訪問看護ステーション垂水 介護予防訪問看護 垂水区霞ケ丘６丁目８−５ ベラヴィスタ垂水２０２号 平成29年7月1日 078-704-2555 株式会社おかもと 大阪府寝屋川市池田旭町２４番２２号 サンライズ柴田１０３号

垂水 2860890314 訪問看護ステーションふぃじかるこんでぃしょにんぐ 訪問看護 垂水区塩屋町三丁目２５番２−４０５号 塩屋住宅二号棟 平成30年5月1日 078-754-6556 合同会社PhysicalConditioning 兵庫県神戸市垂水区塩屋町三丁目２５番２−４０５号

垂水 2860890314 訪問看護ステーションふぃじかるこんでぃしょにんぐ 介護予防訪問看護 垂水区塩屋町三丁目２５番２−４０５号 塩屋住宅二号棟 平成30年5月1日 078-754-6556 合同会社PhysicalConditioning 兵庫県神戸市垂水区塩屋町三丁目２５番２−４０５号

垂水 2860890322 ひまわり訪問看護ステーション 訪問看護 垂水区福田４丁目２番２２号 ゴールドクレスト垂水301号室 平成30年7月1日 078-798-7759 一般社団法人ひまわり 兵庫県神戸市垂水区福田４丁目２番２２号

垂水 2860890322 ひまわり訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 垂水区福田４丁目２番２２号 ゴールドクレスト垂水301号室 平成30年7月1日 078-798-7759 一般社団法人ひまわり 兵庫県神戸市垂水区福田４丁目２番２２号

垂水 2860890348 オービーホーム訪問看護ステーション 訪問看護 垂水区名谷町字猿倉２７３−７ 平成31年4月1日 078-706-3644 社会福祉法人丸 兵庫県神戸市垂水区名谷町字猿倉２７３−７

垂水 2860890348 オービーホーム訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 垂水区名谷町字猿倉２７３−７ 平成31年4月1日 078-706-3644 社会福祉法人丸 兵庫県神戸市垂水区名谷町字猿倉２７３−７

垂水 2860890363 訪問看護ステーション sorato 神戸 訪問看護 垂水区狩口台７丁目１２−２１ 令和2年5月1日 078-647-8996 株式会社あかね 兵庫県洲本市宇原２２８２

垂水 2860890363 訪問看護ステーション sorato 神戸 介護予防訪問看護 垂水区狩口台７丁目１２−２１ 令和2年5月1日 078-647-8996 株式会社あかね 兵庫県洲本市宇原２２８２

垂水 2860890371 順心会訪問看護ステーション学園都市 訪問看護 垂水区小束台８６８−３７ 令和2年7月1日 078-754-9164 社会医療法人社団順心会 兵庫県加古川市別府町別府８６５番１

垂水 2860890371 順心会訪問看護ステーション学園都市 介護予防訪問看護 垂水区小束台８６８−３７ 令和2年7月1日 078-754-9164 社会医療法人社団順心会 兵庫県加古川市別府町別府８６５番１

垂水 2860890397 ツクイ神戸訪問看護ステーション 訪問看護 垂水区神陵台三丁目２−１ 令和2年10月1日 078-787-2021 株式会社ツクイ 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目６番１号

垂水 2860890397 ツクイ神戸訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 垂水区神陵台三丁目２−１ 令和2年10月1日 078-787-2021 株式会社ツクイ 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目６番１号

垂水 2860890405 訪問看護ステーションファミリー・ホスピス神戸垂水 訪問看護 垂水区学が丘5丁目１−２ 令和3年6月1日 078-742-7575 ファミリー・ホスピス株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目3番1号新東京ビル2階

垂水 2860890405 訪問看護ステーションファミリー・ホスピス神戸垂水 介護予防訪問看護 垂水区学が丘5丁目１−２ 令和3年6月1日 078-742-7575 ファミリー・ホスピス株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目3番1号新東京ビル2階

垂水 2860890413 ふたば訪問看護ステーション 垂水 訪問看護 垂水区福田4丁目3番21号 令和3年8月1日 078-742-6691 医療法人双葉会 兵庫県明石市大久保町西島434番地の5

垂水 2860890413 ふたば訪問看護ステーション 垂水 介護予防訪問看護 垂水区福田4丁目3番21号 令和3年8月1日 078-742-6691 医療法人双葉会 兵庫県明石市大久保町西島434番地の5

垂水 2860890421 神戸徳洲会訪問看護ステーション 訪問看護 垂水区千代が丘１丁目１−１２サニーハイツ３４号 令和3年10月1日 078-707-1685 医療法人徳洲会 大阪府大阪市北区梅田１丁目３番１−１２００号

垂水 2860890421 神戸徳洲会訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 垂水区千代が丘１丁目１−１２サニーハイツ３４号 令和3年10月1日 078-707-1685 医療法人徳洲会 大阪府大阪市北区梅田１丁目３番１−１２００号

垂水 2860890439 彩樹の訪問看護ステーション ことのは 訪問看護 垂水区福田４−４−２３ 平井マンション103号 令和3年12月1日 078-709-3352 株式会社イーノ 兵庫県神戸市垂水区御霊町5番26号

垂水 2860890439 彩樹の訪問看護ステーション ことのは 介護予防訪問看護 垂水区福田４−４−２３ 平井マンション103号 令和3年12月1日 078-709-3352 株式会社イーノ 兵庫県神戸市垂水区御霊町5番26号

垂水 2860890447 ユニバーサル訪問看護ステーション リハ・リハ 訪問看護 垂水区名谷町字横尾1825−1 令和4年4月1日 078-742-8245 株式会社ＲＥＨＡ・ＬＩＢＥＲＯ 兵庫県神戸市垂水区学が丘１丁目12-11

垂水 2860890447 ユニバーサル訪問看護ステーション リハ・リハ 介護予防訪問看護 垂水区名谷町字横尾1825−1 令和4年4月1日 078-742-8245 株式会社ＲＥＨＡ・ＬＩＢＥＲＯ 兵庫県神戸市垂水区学が丘１丁目12-11

垂水 2860890454 訪問看護ステーションしおや助っ人 訪問看護 垂水区塩屋町4丁目3−40−204 令和4年5月1日 078-955-7772 株式会社しおやナーシング 兵庫県神戸市垂水区塩屋町1丁目1番18−202号



垂水 2860890454 訪問看護ステーションしおや助っ人 介護予防訪問看護 垂水区塩屋町4丁目3−40−204 令和4年5月1日 078-955-7772 株式会社しおやナーシング 兵庫県神戸市垂水区塩屋町1丁目1番18−202号

垂水 2860890462 正峰会訪問看護ステーション 訪問看護 垂水区名谷町丸尾４５３−５ 令和4年6月1日 078-704-1720 社会医療法人社団正峰会 兵庫県西脇市黒田庄町田高３１３番地

垂水 2860890462 正峰会訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 垂水区名谷町丸尾４５３−５ 令和4年6月1日 078-704-1720 社会医療法人社団正峰会 兵庫県西脇市黒田庄町田高３１３番地

垂水 2860890470 セントケア訪問看護ステーション垂水 訪問看護 垂水区日向２−１−１−２０５ 令和4年10月1日 078-709-1289 セントケア西日本株式会社 兵庫県神戸市中央区多聞通２丁目４−４ブックローン神戸ビル西館９階

垂水 2860890470 セントケア訪問看護ステーション垂水 介護予防訪問看護 垂水区日向２−１−１−２０５ 令和4年10月1日 078-709-1289 セントケア西日本株式会社 兵庫県神戸市中央区多聞通２丁目４−４ブックローン神戸ビル西館９階

垂水 2860890488 ハピネス訪問看護ステーション 訪問看護 垂水区西舞子２丁目１-46日成ビル３Ｆ 令和5年3月1日 050-8885-7505 株式会社ハピネス 兵庫県神戸市垂水区西舞子２丁目１-46日成ビル３Ｆ

垂水 2860890488 ハピネス訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 垂水区西舞子２丁目１-46日成ビル３Ｆ 令和5年3月1日 050-8885-7505 株式会社ハピネス 兵庫県神戸市垂水区西舞子２丁目１-46日成ビル３Ｆ

垂水 2860890496 たるみな訪問看護ステーション 訪問看護 垂水区宮本町１−２８ 令和5年4月1日 078-706-7305 株式会社ニッコー・ケイサービス 大阪府大阪市西区本田３丁目２番1号

垂水 2860890496 たるみな訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 垂水区宮本町１−２８ 令和5年4月1日 078-706-7305 株式会社ニッコー・ケイサービス 大阪府大阪市西区本田３丁目２番1号

西 2865290023 医療法人社団仁有会ふれあい訪問看護センター 訪問看護 西区伊川谷町有瀬字屋敷前１４３２番地１ハーベスピア１階 平成12年4月1日 078-976-2626 医療法人社団仁有会 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬字屋敷前１４３２番地１

西 2865290023 医療法人社団仁有会ふれあい訪問看護センター 介護予防訪問看護 西区伊川谷町有瀬字屋敷前１４３２番地１ハーベスピア１階 平成18年4月1日 078-976-2626 医療法人社団仁有会 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬字屋敷前１４３２番地１

西 2865290080 カトレア訪問看護ステーション 訪問看護 西区南別府２丁目15-12 平成12年4月1日 078-974-7010 医療法人社団阿部医院 兵庫県明石市朝霧町３丁目１５−１２

西 2865290080 カトレア訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 西区南別府２丁目15-12 平成18年4月1日 078-974-7010 医療法人社団阿部医院 兵庫県明石市朝霧町３丁目１５−１２

西 2865290098 訪問看護ステーションにじ 訪問看護 西区前開南町１丁目１９番６ 平成12年4月1日 078-975-9575 神戸医療生活協同組合 兵庫県神戸市⾧田区腕塚町２丁目２−１０

西 2865290098 訪問看護ステーションにじ 介護予防訪問看護 西区前開南町１丁目１９番６ 平成18年4月1日 078-975-9575 神戸医療生活協同組合 兵庫県神戸市⾧田区腕塚町２丁目２−１０

西 2865290106 たまつ訪問看護ステーション 訪問看護 西区持子３丁目３番地持子ビル２０２号 平成12年4月1日 078-926-0945 特定医療法人誠仁会 兵庫県明石市大久保町大窪字五反田２０９５−１

西 2865290106 たまつ訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 西区持子３丁目３番地持子ビル２０２号 平成18年4月1日 078-926-0945 特定医療法人誠仁会 兵庫県明石市大久保町大窪字五反田２０９５−１

西 2865290148 訪問看護ステーションリハ・リハ 訪問看護 西区北別府１丁目３-２ 平成15年5月1日 078-995-8643 株式会社セラピット 兵庫県神戸市西区前開南町２丁目１３−５

西 2865290148 訪問看護ステーションリハ・リハ 介護予防訪問看護 西区北別府１丁目３-２ 平成18年4月1日 078-995-8643 株式会社セラピット 兵庫県神戸市西区前開南町２丁目１３−５

西 2865290163 訪問看護・リハステーションラヴィ− 訪問看護 西区伊川谷町有瀬1248-1 平成16年1月1日 078-974-3033 株式会社ラヴィ− 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬1248-1

西 2865290163 訪問看護・リハステーションラヴィ− 介護予防訪問看護 西区伊川谷町有瀬1248-1 平成18年4月1日 078-974-3033 株式会社ラヴィ− 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬1248-1

西 2865290189 訪問看護ステーションクローバー 訪問看護 西区大沢１丁目４−８ 平成17年6月15日 078-969-1605 医療法人社団東峰会 兵庫県神戸市西区岩岡町西脇８３８番地

西 2865290189 訪問看護ステーションクローバー 介護予防訪問看護 西区大沢１丁目４−８ 平成18年4月1日 078-969-1605 医療法人社団東峰会 兵庫県神戸市西区岩岡町西脇８３８番地

西 2865290205 西神戸訪問看護ステーション・みかん 訪問看護 西区秋葉台３丁目２−２４７ 平成19年1月1日 078-995-0041 有限会社パレス・ケアーセンター 兵庫県神戸市西区秋葉台２丁目１−２０４

西 2865290205 西神戸訪問看護ステーション・みかん 介護予防訪問看護 西区秋葉台３丁目２−２４７ 平成19年1月1日 078-995-0041 有限会社パレス・ケアーセンター 兵庫県神戸市西区秋葉台２丁目１−２０４

西 2865290213 総合リハ訪問看護ステーション 訪問看護 西区曙町１０７０番地 総合リハビリテーションセンター 平成19年1月15日 078-923-0726 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 兵庫県神戸市西区曙町１０７０番地

西 2865290213 総合リハ訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 西区曙町１０７０番地 総合リハビリテーションセンター 平成19年1月15日 078-923-0726 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 兵庫県神戸市西区曙町１０７０番地

西 2865290221 ゆい 訪問看護ステーション 訪問看護 西区前開南町1丁目３−８ 平成20年5月1日 078-975-2228 株式会社結 兵庫県神戸市西区前開南町１丁目３−８

西 2865290221 ゆい 訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 西区前開南町1丁目３−８ 平成20年5月1日 078-975-2228 株式会社結 兵庫県神戸市西区前開南町１丁目３−８



西 2865290247 フェニックス訪問看護ステーション 訪問看護 西区岩岡町岩岡９１７−１３ 平成20年12月1日 078-967-6900 医療法人社団一功会 兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡９１７−１２

西 2865290247 フェニックス訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 西区岩岡町岩岡９１７−１３ 平成20年12月1日 078-967-6900 医療法人社団一功会 兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡９１７−１２

西 2865290254 訪問看護ステーション詩音 訪問看護 西区神出町広谷３７８−１０７ 平成21年1月15日 080-5716-5713 合同会社ふじ 兵庫県神戸市西区神出町広谷３７８−１０７

西 2865290254 訪問看護ステーション詩音 介護予防訪問看護 西区神出町広谷３７８−１０７ 平成21年1月15日 080-5716-5713 合同会社ふじ 兵庫県神戸市西区神出町広谷３７８−１０７

西 2865290262 みどり訪問看護ステーション 訪問看護 西区枝吉一丁目１２番地 平成23年4月1日 078-923-0881 ヒューマンライフサービス株式会社 兵庫県神戸市西区枝吉１丁目１７番地

西 2865290262 みどり訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 西区枝吉一丁目１２番地 平成23年4月1日 078-923-0881 ヒューマンライフサービス株式会社 兵庫県神戸市西区枝吉１丁目１７番地

西 2865290270 おひさま訪問看護ステーション 訪問看護 西区櫨谷町福谷882 平成23年5月1日 078-995-9630 株式会社グッドプランニング 兵庫県神戸市北区南五葉２丁目１−３２−１

西 2865290270 おひさま訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 西区櫨谷町福谷882 平成23年5月1日 078-995-9630 株式会社グッドプランニング 兵庫県神戸市北区南五葉２丁目１−３２−１

西 2865290296 訪問看護ステーションきらり 訪問看護 西区中野１丁目１８−３ 平成24年4月1日 078-928-7170 特定非営利活動法人リハケア神戸 兵庫県神戸市西区宮下１丁目５−２

西 2865290296 訪問看護ステーションきらり 介護予防訪問看護 西区中野１丁目１８−３ 平成24年4月1日 078-928-7170 特定非営利活動法人リハケア神戸 兵庫県神戸市西区宮下１丁目５−２

西 2865290312 訪問看護ステーションファースト 訪問看護 西区美穂が丘5丁目101-8-1 平成27年4月1日 078-915-7093 医療法人社団おばやしクリニック 兵庫県神戸市西区押部谷町栄329-1

西 2865290312 訪問看護ステーションファースト 介護予防訪問看護 西区美穂が丘5丁目101-8-1 平成27年4月1日 078-915-7093 医療法人社団おばやしクリニック 兵庫県神戸市西区押部谷町栄329-1

西 2865290338 訪問看護ステーション 秋桜 訪問看護 西区北別府５丁目２４−９ バージンブリッジⅡ１Ｆ 平成28年4月1日 078-915-8702 株式会社シャーンティ 兵庫県神戸市西区岩岡町野中６３６−２

西 2865290338 訪問看護ステーション 秋桜 介護予防訪問看護 西区北別府５丁目２４−９ バージンブリッジⅡ１Ｆ 平成28年4月1日 078-915-8702 株式会社シャーンティ 兵庫県神戸市西区岩岡町野中６３６−２

西 2865290346 神戸すみれ訪問看護リハビリステーション 訪問看護 西区伊川谷町有瀬1524-3 陽光ビル１Ｆ北側 平成28年4月1日 078-945-5956 株式会社ＰＲＩＭＥＣＡＲＥ 兵庫県神戸市西区伊川谷町別府９２−１

西 2865290346 神戸すみれ訪問看護リハビリステーション 介護予防訪問看護 西区伊川谷町有瀬1524-3 陽光ビル１Ｆ北側 平成28年4月1日 078-945-5956 株式会社ＰＲＩＭＥＣＡＲＥ 兵庫県神戸市西区伊川谷町別府９２−１

西 2865290361 あいのわ訪問看護ステーション 訪問看護 西区高塚台３丁目２番地の４ 平成29年2月1日 078-990-0657 株式会社ＪＩＮ 兵庫県神戸市西区竹の台４丁目３番地の１

西 2865290361 あいのわ訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 西区高塚台３丁目２番地の４ 平成29年2月1日 078-990-0657 株式会社ＪＩＮ 兵庫県神戸市西区竹の台４丁目３番地の１

西 2865290379 訪問看護ステーションサンビラこうべ 訪問看護 西区神出町宝勢７７４−１７３ 平成29年10月1日 078-389-4165 社会福祉法人恩徳福祉会 大阪府吹田市岸部南１丁目４−２４

西 2865290379 訪問看護ステーションサンビラこうべ 介護予防訪問看護 西区神出町宝勢７７４−１７３ 平成29年10月1日 078-389-4165 社会福祉法人恩徳福祉会 大阪府吹田市岸部南１丁目４−２４

西 2865290387 リハビリ訪問看護ステーション ファミリア神戸 訪問看護 西区池上2丁目37−1 平成29年12月1日 078-975-7250 株式会社S＆S 大阪府大東市氷野3-3-17-405

西 2865290387 リハビリ訪問看護ステーション ファミリア神戸 介護予防訪問看護 西区池上2丁目37−1 平成29年12月1日 078-975-7250 株式会社S＆S 大阪府大東市氷野3-3-17-405

西 2865290403 訪問看護ステーション かえりえ伊川谷 訪問看護 西区伊川谷町有瀬５５８−６ 平成30年10月1日 050-1748-6337 株式会社やさしい手 東京都目黒区大橋２丁目２４−３

西 2865290403 訪問看護ステーション かえりえ伊川谷 介護予防訪問看護 西区伊川谷町有瀬５５８−６ 平成30年10月1日 050-1748-6337 株式会社やさしい手 東京都目黒区大橋２丁目２４−３

西 2865290411 訪問看護ステーション ガーデンライフファミリー神戸西 訪問看護 西区玉津町出合２２０−１ 平成31年3月1日 078-926-1237 医療法人社団友幸会 兵庫県姫路市家島町真浦字片山２３７９−１

西 2865290411 訪問看護ステーション ガーデンライフファミリー神戸西 介護予防訪問看護 西区玉津町出合２２０−１ 平成31年3月1日 078-926-1237 医療法人社団友幸会 兵庫県姫路市家島町真浦字片山２３７９−１

西 2865290429 訪問看護ステーションつなぐ 訪問看護 西区春日台３丁目１番地７−２０４ 令和1年10月1日 078-963-2233 一般社団法人つなぐ福祉会 兵庫県神戸市西区春日台５丁目８番地の９

西 2865290429 訪問看護ステーションつなぐ 介護予防訪問看護 西区春日台３丁目１番地７−２０４ 令和1年10月1日 078-963-2233 一般社団法人つなぐ福祉会 兵庫県神戸市西区春日台５丁目８番地の９

西 2865290437 訪問看護ステーション グレース 訪問看護 西区伊川谷町潤和1803番地の23 令和2年2月1日 078-995-9543 株式会社Grace 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和1803番地の23



西 2865290437 訪問看護ステーション グレース 介護予防訪問看護 西区伊川谷町潤和1803番地の23 令和2年2月1日 078-995-9543 株式会社Grace 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和1803番地の23

西 2865290452 訪問看護ステーション カラフル 訪問看護 西区南別府１丁目２１番１号グッドライフ伊川谷202号室 令和2年5月1日 078-940-8799 医療法人社団向原クリニック 兵庫県神戸市西区大津和１丁目７番８号

西 2865290452 訪問看護ステーション カラフル 介護予防訪問看護 西区南別府１丁目２１番１号グッドライフ伊川谷202号室 令和2年5月1日 078-940-8799 医療法人社団向原クリニック 兵庫県神戸市西区大津和１丁目７番８号

西 2865290460 訪問看護ステーショングッドサービス 訪問看護 西区伊川谷町別府１１４−１３ミサワヒルズ203 令和2年6月1日 078-940-8583 合同会社グッド 兵庫県神戸市西区伊川谷町別府１１４−１３−２０３

西 2865290460 訪問看護ステーショングッドサービス 介護予防訪問看護 西区伊川谷町別府１１４−１３ミサワヒルズ203 令和2年6月1日 078-940-8583 合同会社グッド 兵庫県神戸市西区伊川谷町別府１１４−１３−２０３

西 2865290494 さきそぴあ訪問看護ステーション 訪問看護 西区玉津町出合２０３番の２ 令和3年4月1日 078-925-6333 株式会社ゆずりはパートナー 兵庫県姫路市飯田１丁目１１番地

西 2865290494 さきそぴあ訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 西区玉津町出合２０３番の２ 令和3年4月1日 078-925-6333 株式会社ゆずりはパートナー 兵庫県姫路市飯田１丁目１１番地

西 2865290502 伊川谷すみれ訪問看護ステーション 訪問看護 西区池上２丁目４−２ 令和3年4月1日 078-974-9909 医療法人社団菫会 兵庫県神戸市須磨区東白川台１丁目１番地１

西 2865290502 伊川谷すみれ訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 西区池上２丁目４−２ 令和3年4月1日 078-974-9909 医療法人社団菫会 兵庫県神戸市須磨区東白川台１丁目１番地１

西 2865290510 訪問看護・リハビリステーションわたぼうしWEST 訪問看護 西区井吹台西町３丁目１８−６ 令和3年5月1日 078-990-5710 医療法人社団林山朝日診療所 兵庫県神戸市⾧田区林山町７番地の５

西 2865290510 訪問看護・リハビリステーションわたぼうしWEST 介護予防訪問看護 西区井吹台西町３丁目１８−６ 令和3年5月1日 078-990-5710 医療法人社団林山朝日診療所 兵庫県神戸市⾧田区林山町７番地の５

西 2865290528 アンズ訪問看護ステーション神戸 訪問看護 西区桜が丘中町３丁目２番地の３ ジョイフル42号 令和3年12月1日 078-939-5141 株式会社ＴＯＷＡ 兵庫県神戸市西区桜が丘中町３丁目２−３

西 2865290528 アンズ訪問看護ステーション神戸 介護予防訪問看護 西区桜が丘中町３丁目２番地の３ ジョイフル42号 令和3年12月1日 078-939-5141 株式会社ＴＯＷＡ 兵庫県神戸市西区桜が丘中町３丁目２−３

西 2865290536 うらら訪問看護ステーション 訪問看護 西区白水２丁目３-21 令和4年1月1日 078-940-9972 株式会社グット・ケア 兵庫県神戸市西区宮下２丁目６番２０号 藤ハイツB棟２０２号室

西 2865290536 うらら訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 西区白水２丁目３-21 令和4年1月1日 078-940-9972 株式会社グット・ケア 兵庫県神戸市西区宮下２丁目６番２０号 藤ハイツB棟２０２号室

西 2865290544 池内訪問看護ステーション 訪問看護 西区玉津町高津橋３４９番地Ｃ棟１０３号室 令和4年3月1日 078-939-3320 株式会社Ｕｎｉｔｙ 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋３４９番地Ｃ棟１０３号室

西 2865290544 池内訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 西区玉津町高津橋３４９番地Ｃ棟１０３号室 令和4年3月1日 078-939-3320 株式会社Ｕｎｉｔｙ 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋３４９番地Ｃ棟１０３号室

西 2865290551 訪問看護ステーション アポロ 訪問看護 西区高雄台24−28−204 令和4年3月1日 078-600-2870 合同会社ＡＰＯＬＬＯ 兵庫県三木市志染町青山2丁目11番地の7

西 2865290551 訪問看護ステーション アポロ 介護予防訪問看護 西区高雄台24−28−204 令和4年3月1日 078-600-2870 合同会社ＡＰＯＬＬＯ 兵庫県三木市志染町青山2丁目11番地の7

西 2865290569 訪問看護ステーション 絆 訪問看護 西区竜が岡４丁目２０番１４号アーク竜が岡Ａー２Ｆ 令和4年4月1日 078-945-6527 株式会社Ｒ＆Ｙ 埼玉県川越市霞ケ関北２丁目６番地１ー１０３号

西 2865290569 訪問看護ステーション 絆 介護予防訪問看護 西区竜が岡４丁目２０番１４号アーク竜が岡Ａー２Ｆ 令和4年4月1日 078-945-6527 株式会社Ｒ＆Ｙ 埼玉県川越市霞ケ関北２丁目６番地１ー１０３号

西 2865290577 若草訪問看護ステーション 訪問看護 西区押部谷町栄１９１−１ 令和4年9月1日 078-995-3851 医療法人社団和敬会 兵庫県三木市大塚１丁目５番８９号

西 2865290577 若草訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 西区押部谷町栄１９１−１ 令和4年9月1日 078-995-3851 医療法人社団和敬会 兵庫県三木市大塚１丁目５番８９号

西 2865290585 訪問看護ステーション haru  style 神戸 訪問看護 西区水谷３丁目１３−１３ ダイワ運輸 本社ビルＡ 令和4年12月1日 078-224-5120 Ｉｎｆｉｎｉ株式会社 兵庫県神戸市北区松宮台１丁目５番地の１８

西 2865290585 訪問看護ステーション haru  style 神戸 介護予防訪問看護 西区水谷３丁目１３−１３ ダイワ運輸 本社ビルＡ 令和4年12月1日 078-224-5120 Ｉｎｆｉｎｉ株式会社 兵庫県神戸市北区松宮台１丁目５番地の１８

北 2865090019 聖隷訪問看護ステーション北神戸 訪問看護 北区谷上西町２７番地６ クリアーレ岡崎２０１号室 平成12年4月1日 078-582-2500 社会福祉法人聖隷福祉事業団 静岡県浜松市中区元城町２１８番地２６

北 2865090019 聖隷訪問看護ステーション北神戸 介護予防訪問看護 北区谷上西町２７番地６ クリアーレ岡崎２０１号室 平成18年4月1日 078-582-2500 社会福祉法人聖隷福祉事業団 静岡県浜松市中区元城町２１８番地２６

北 2865090027 訪問看護ステーションありま 訪問看護 北区有馬町字山田山1819-2 平成12年4月1日 078-903-5566 医療法人甲風会 兵庫県神戸市北区有馬町字山田山１８１９−２

北 2865090027 訪問看護ステーションありま 介護予防訪問看護 北区有馬町字山田山1819-2 平成18年4月1日 078-903-5566 医療法人甲風会 兵庫県神戸市北区有馬町字山田山１８１９−２



北 2865090035 やすらぎ訪問看護ステーション 訪問看護 北区山田町小部字惣六畑山８−１８ 平成12年4月1日 078-596-6050 社会福祉法人やすらぎ福祉会 兵庫県神戸市北区山田町小部字惣六畑山８番地の８８

北 2865090035 やすらぎ訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 北区山田町小部字惣六畑山８−１８ 平成18年4月1日 078-596-6050 社会福祉法人やすらぎ福祉会 兵庫県神戸市北区山田町小部字惣六畑山８番地の８８

北 2865090043 独立行政法人地域医療機能推進機構神戸中央病院附属訪問看護ステーション 訪問看護 北区惣山町２−１−１ 平成12年4月1日 078-594-8839 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京都港区高輪３丁目２２−１２

北 2865090043 独立行政法人地域医療機能推進機構神戸中央病院附属訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 北区惣山町２−１−１ 平成18年4月1日 078-594-8839 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京都港区高輪３丁目２２−１２

北 2865090050 訪問看護ステーション“ラポール” 訪問看護 北区山田町下谷上字門口10番3 平成12年4月1日 078-582-1153 医療法人社団健心会 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字梅木谷３７番３

北 2865090050 訪問看護ステーション“ラポール” 介護予防訪問看護 北区山田町下谷上字門口10番3 平成18年4月1日 078-582-1153 医療法人社団健心会 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字梅木谷３７番３

北 2865090068 訪問看護ステーションなでしこ 訪問看護 北区鈴蘭台東町１丁目９−１５ 平成12年4月1日 078-594-7611 医療法人神戸健康共和会 兵庫県神戸市東灘区住吉本町二丁目１９番３号

北 2865090068 訪問看護ステーションなでしこ 介護予防訪問看護 北区鈴蘭台東町１丁目９−１５ 平成18年4月1日 078-594-7611 医療法人神戸健康共和会 兵庫県神戸市東灘区住吉本町二丁目１９番３号

北 2865090076 兵庫県済生会訪問看護ステーション 訪問看護 北区藤原台中町５丁目１−１ 平成12年4月1日 078-987-2204 社会福祉法人恩賜財団済生会支部兵庫県済生会 兵庫県神戸市北区藤原台中町５丁目１−１

北 2865090076 兵庫県済生会訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 北区藤原台中町５丁目１−１ 平成18年4月1日 078-987-2204 社会福祉法人恩賜財団済生会支部兵庫県済生会 兵庫県神戸市北区藤原台中町５丁目１−１

北 2865090092 有限会社大道訪問看護ステーションわかば 訪問看護 北区有野台８丁目１−１ 平成14年8月1日 078-987-3399 有限会社大道 兵庫県神戸市北区有野台８丁目１−１

北 2865090092 有限会社大道訪問看護ステーションわかば 介護予防訪問看護 北区有野台８丁目１−１ 平成18年4月1日 078-987-3399 有限会社大道 兵庫県神戸市北区有野台８丁目１−１

北 2865090100 なごみ介護センターなごみ訪問看護ステーション 訪問看護 北区山田町下谷上字かんじゃ７番3号 平成15年1月15日 078-586-0756 医療法人社団恕和会 兵庫県神戸市北区松が枝町３丁目１−７４

北 2865090100 なごみ介護センターなごみ訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 北区山田町下谷上字かんじゃ７番3号 平成18年4月1日 078-586-0756 医療法人社団恕和会 兵庫県神戸市北区松が枝町３丁目１−７４

北 2865090159 トーク訪問看護ステーション 訪問看護 北区星和台7丁目4番地の11 平成17年7月1日 078-595-1199 株式会社交通救護センタークサカ 兵庫県神戸市北区星和台7丁目4番地の11

北 2865090183 高木クリニック訪問看護ステーション 訪問看護 北区南五葉２丁目１−３３ 平成19年11月15日 078-592-3650 株式会社優成 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町２丁目３−３２

北 2865090183 高木クリニック訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 北区南五葉２丁目１−３３ 平成19年11月15日 078-592-3650 株式会社優成 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町２丁目３−３２

北 2865090191 医療法人社団六心会訪問看護ステーションルシエール神戸 訪問看護 北区鹿の子台北町8丁目11番1号 平成20年2月15日 078-950-2775 医療法人社団六心会 兵庫県神戸市北区道場町日下部字中ノゴウ１７８８番地

北 2865090191 医療法人社団六心会訪問看護ステーションルシエール神戸 介護予防訪問看護 北区鹿の子台北町8丁目11番1号 平成20年2月15日 078-950-2775 医療法人社団六心会 兵庫県神戸市北区道場町日下部字中ノゴウ１７８８番地

北 2865090209 訪問看護ステーションまほし 訪問看護 北区有馬町１９９−２８エイジングコート有馬１階 平成21年6月1日 078-907-6620 医療法人社団まほし会 兵庫県神戸市北区山田町上谷上字古々谷１２−３

北 2865090209 訪問看護ステーションまほし 介護予防訪問看護 北区有馬町１９９−２８エイジングコート有馬１階 平成21年6月1日 078-907-6620 医療法人社団まほし会 兵庫県神戸市北区山田町上谷上字古々谷１２−３

北 2865090233 訪問看護ステーションリ・ホーム 訪問看護 北区鈴蘭台南町三丁目12-14 平成23年4月1日 078-907-5696 株式会社ソリシス 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町三丁目12番14号

北 2865090233 訪問看護ステーションリ・ホーム 介護予防訪問看護 北区鈴蘭台南町三丁目12-14 平成23年4月1日 078-907-5696 株式会社ソリシス 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町三丁目12番14号

北 2865090241 訪問看護ステーション花の里 訪問看護 北区藤原台中町6丁目9番1号 平成23年5月1日 078-982-7580 株式会社ROFAcare 兵庫県神戸市北区有野台３丁目３−７

北 2865090241 訪問看護ステーション花の里 介護予防訪問看護 北区藤原台中町6丁目9番1号 平成23年5月1日 078-982-7580 株式会社ROFAcare 兵庫県神戸市北区有野台３丁目３−７

北 2865090258 信訪問看護ステーション 訪問看護 北区鈴蘭台北町４丁目１−１６ウィル鈴蘭台１階 平成23年6月1日 078-761-4081 株式会社ふくろう 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町４丁目１−１６

北 2865090258 信訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 北区鈴蘭台北町４丁目１−１６ウィル鈴蘭台１階 平成23年6月1日 078-761-4081 株式会社ふくろう 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町４丁目１−１６

北 2865090266 訪問看護ステーション ありまこうげん北神 訪問看護 北区⾧尾町上津４６６３番地の３ 平成24年9月1日 078-986-1157 社会医療法人寿栄会 兵庫県神戸市北区⾧尾町上津４６６３−３

北 2865090266 訪問看護ステーション ありまこうげん北神 介護予防訪問看護 北区⾧尾町上津４６６３番地の３ 平成24年9月1日 078-986-1157 社会医療法人寿栄会 兵庫県神戸市北区⾧尾町上津４６６３−３



北 2865090290 訪問看護ステーションメディカトレア 訪問看護 北区鈴蘭台西町二丁目２２番３号 平成26年1月1日 078-591-5755 医療法人社団顕修会 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町二丁目２１番５号

北 2865090290 訪問看護ステーションメディカトレア 介護予防訪問看護 北区鈴蘭台西町二丁目２２番３号 平成26年1月1日 078-591-5755 医療法人社団顕修会 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町二丁目２１番５号

北 2865090308 神戸アドベンチスト病院訪問看護ステーション 訪問看護 北区有野台8丁目4番1号 平成26年7月1日 078-981-4902 セブンスデー・アドベンチスト教団 神奈川県横浜市旭区上川井町８４６

北 2865090308 神戸アドベンチスト病院訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 北区有野台8丁目4番1号 平成26年7月1日 078-981-4902 セブンスデー・アドベンチスト教団 神奈川県横浜市旭区上川井町８４６

北 2865090332 訪問看護ステーション リ・ダイヤモンド 訪問看護 北区鈴蘭台南町１丁目４−３ 平成28年9月1日 078-595-8988 株式会社リ・ダイヤモンド 兵庫県神戸市北区大原２丁目１０−１

北 2865090332 訪問看護ステーション リ・ダイヤモンド 介護予防訪問看護 北区鈴蘭台南町１丁目４−３ 平成28年9月1日 078-595-8988 株式会社リ・ダイヤモンド 兵庫県神戸市北区大原２丁目１０−１

北 2865090357 ネオライフサポート 訪問看護ステーション 訪問看護 北区八多町中８８８番地 平成29年4月1日 078-951-1327 株式会社ネオライフサポート 兵庫県神戸市北区八多町中８９４番地

北 2865090357 ネオライフサポート 訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 北区八多町中８８８番地 平成29年4月1日 078-951-1327 株式会社ネオライフサポート 兵庫県神戸市北区八多町中８９４番地

北 2865090381 アテンティブ訪問看護ステーション 訪問看護 北区山田町小部字宮ノ前2番地1 平成30年3月1日 078-595-7312 合同会社アテンティブ 兵庫県神戸市北区松宮台２丁目４番地の１

北 2865090381 アテンティブ訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 北区山田町小部字宮ノ前2番地1 平成30年3月1日 078-595-7312 合同会社アテンティブ 兵庫県神戸市北区松宮台２丁目４番地の１

北 2865090399 こころ訪問看護ステーション神戸北 訪問看護 北区山田町下谷上字門口４−１ ４Ｆ 平成30年4月1日 078-582-1278 有限会社雄峯 兵庫県西宮市城ケ堀町２番１９号

北 2865090399 こころ訪問看護ステーション神戸北 介護予防訪問看護 北区山田町下谷上字門口４−１ ４Ｆ 平成30年4月1日 078-582-1278 有限会社雄峯 兵庫県西宮市城ケ堀町２番１９号

北 2865090407 訪問看護ステーションうさぎ北事業所 訪問看護 北区鈴蘭台西町１丁目１６−３ 平成30年10月1日 078-596-6375 コウダイケアサービス株式会社 兵庫県神戸市中央区八幡通三丁目１番１４号 サンシポートビル３F

北 2865090407 訪問看護ステーションうさぎ北事業所 介護予防訪問看護 北区鈴蘭台西町１丁目１６−３ 平成30年10月1日 078-596-6375 コウダイケアサービス株式会社 兵庫県神戸市中央区八幡通三丁目１番１４号 サンシポートビル３F

北 2865090415 訪問看護ステーションきみどり 訪問看護 北区緑町７丁目１−２６ ラムール山の街ビル１階 令和1年9月1日 078-586-5678 株式会社ユメゾウ 兵庫県神戸市北区緑町５丁目２番７号

北 2865090415 訪問看護ステーションきみどり 介護予防訪問看護 北区緑町７丁目１−２６ ラムール山の街ビル１階 令和1年9月1日 078-586-5678 株式会社ユメゾウ 兵庫県神戸市北区緑町５丁目２番７号

北 2865090423 かえで訪問看護ステーション 訪問看護 北区鳴子２丁目１７−２ サクセス星和台２０３ 令和1年10月1日 078-595-7023 株式会社ラフアンドケア 兵庫県神戸市北区鳴子２丁目１７−２サクセス星和台２０３

北 2865090423 かえで訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 北区鳴子２丁目１７−２ サクセス星和台２０３ 令和1年10月1日 078-595-7023 株式会社ラフアンドケア 兵庫県神戸市北区鳴子２丁目１７−２サクセス星和台２０３

北 2865090431 ほのか訪問看護ステーション 訪問看護 北区菖蒲が丘１丁目５３４−５９ メディケアレジデンス神戸北３Ｆ 令和1年11月1日 078-952-0663 フロンティア・メディカル株式会社 兵庫県神戸市北区菖蒲が丘１丁目５３４−５９ メディケアレジデンス神戸北1Ｆ

北 2865090431 ほのか訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 北区菖蒲が丘１丁目５３４−５９ メディケアレジデンス神戸北３Ｆ 令和1年11月1日 078-952-0663 フロンティア・メディカル株式会社 兵庫県神戸市北区菖蒲が丘１丁目５３４−５９ メディケアレジデンス神戸北1Ｆ

北 2865090449 訪問看護ステーション カモミール 訪問看護 北区鈴蘭台南町９丁目２番７号B103 令和2年4月1日 078-595-7952 合同会社カモト 兵庫県神戸市北区杉尾台２丁目１１−７

北 2865090449 訪問看護ステーション カモミール 介護予防訪問看護 北区鈴蘭台南町９丁目２番７号B103 令和2年4月1日 078-595-7952 合同会社カモト 兵庫県神戸市北区杉尾台２丁目１１−７

北 2865090456 訪問看護ステーションはなみずき 訪問看護 北区有野台２丁目１−１６−７０３ 令和2年7月1日 078-907-5212 医療法人社団医啓会 兵庫県神戸市北区有野台2丁目1-9

北 2865090456 訪問看護ステーションはなみずき 介護予防訪問看護 北区有野台２丁目１−１６−７０３ 令和2年7月1日 078-907-5212 医療法人社団医啓会 兵庫県神戸市北区有野台2丁目1-9

北 2865090464 ひなた訪問看護ステーション 訪問看護 北区山田町上谷上字古々山２９番２２１カワイケビル２階A 令和3年2月1日 078-907-5508 特定非営利活動法人ひやしんす 兵庫県神戸市北区山田町上谷上字古々山２９番２２１カワイケビル３階

北 2865090464 ひなた訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 北区山田町上谷上字古々山２９番２２１カワイケビル２階A 令和3年2月1日 078-907-5508 特定非営利活動法人ひやしんす 兵庫県神戸市北区山田町上谷上字古々山２９番２２１カワイケビル３階

北 2865090472 アネックス湊川訪問看護ステーション 訪問看護 北区南五葉６丁目１０番１２号 令和3年5月1日 078-591-3331 医療法人尚生会 兵庫県神戸市兵庫区湊川町３丁目１３番２０号

北 2865090472 アネックス湊川訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 北区南五葉６丁目１０番１２号 令和3年5月1日 078-591-3331 医療法人尚生会 兵庫県神戸市兵庫区湊川町３丁目１３番２０号

北 2865090480 訪問看護ステーションココエル西大池 訪問看護 北区西大池２丁目７番４９号 令和3年5月1日 078-586-2833 株式会社ビオネスト 兵庫県神戸市中央区御幸通２丁目１番６号



北 2865090480 訪問看護ステーションココエル西大池 介護予防訪問看護 北区西大池２丁目７番４９号 令和3年5月1日 078-586-2833 株式会社ビオネスト 兵庫県神戸市中央区御幸通２丁目１番６号

北 2865090498 訪問看護ステーションおてだま 訪問看護 北区唐櫃台２丁目２３−８ コープからと１階 令和3年5月1日 078-597-6588 株式会社おてだま 兵庫県神戸市北区唐櫃台２丁目１９番１４号

北 2865090498 訪問看護ステーションおてだま 介護予防訪問看護 北区唐櫃台２丁目２３−８ コープからと１階 令和3年5月1日 078-597-6588 株式会社おてだま 兵庫県神戸市北区唐櫃台２丁目１９番１４号

北 2865090506 こうほく訪問看護ステーション 訪問看護 北区有野中町１丁目１８番８号 令和3年6月1日 078-595-8555 医療法人社団甲北会 兵庫県神戸市北区有野中町１丁目１８番３６号

北 2865090506 こうほく訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 北区有野中町１丁目１８番８号 令和3年6月1日 078-595-8555 医療法人社団甲北会 兵庫県神戸市北区有野中町１丁目１８番３６号

北 2865090514 訪問看護ステーション らっく 訪問看護 北区山田町上谷上字古々山２９番地の２２３ １０１号 令和3年9月1日 078-586-5910 合同会社ＤＥＮ 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃３２８５番地の２２

北 2865090514 訪問看護ステーション らっく 介護予防訪問看護 北区山田町上谷上字古々山２９番地の２２３ １０１号 令和3年9月1日 078-586-5910 合同会社ＤＥＮ 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃３２８５番地の２２

北 2865090522 エナジーグループ・ハイテック神戸訪問看護サービス 訪問看護 北区筑紫が丘７−１０−９ 令和3年12月1日 078-597-6785 株式会社エナジー 兵庫県神戸市北区筑紫が丘７−１０−９

北 2865090530 訪問看護ステーション彩 訪問看護 北区緑町３丁目１番３０号 令和4年1月1日 078-224-5485 合同会社彩 兵庫県神戸市北区緑町３丁目１番３０号

北 2865090530 訪問看護ステーション彩 介護予防訪問看護 北区緑町３丁目１番３０号 令和4年1月1日 078-224-5485 合同会社彩 兵庫県神戸市北区緑町３丁目１番３０号

北 2865090548 訪問看護ステーションぷくぷく 訪問看護 北区山田町上谷上字古々山２９番地３３９ｂｌａｎｃｕｂｅ大池１０３ 令和4年4月1日 078-907-5420 一般社団法人ぷくぷく 兵庫県神戸市北区山田町上谷上字古々山２９番地３３９ｂｌａｎｃｕｂｅ大池１０３

北 2865090555 訪問看護ステーション ここりんく 訪問看護 北区鳴子２丁目１７−２サクセス星和台 令和4年4月1日 078-958-5361 一般社団法人日本終末期ケア協会 兵庫県神戸市北区桂木３丁目３２−２−１０１

北 2865090555 訪問看護ステーション ここりんく 介護予防訪問看護 北区鳴子２丁目１７−２サクセス星和台 令和4年4月1日 078-958-5361 一般社団法人日本終末期ケア協会 兵庫県神戸市北区桂木３丁目３２−２−１０１

北 2865090563 北神戸ヤマシン訪問看護ステーション 訪問看護 北区鹿の子台南町１−１１−１０ LIVELY１０５ 令和4年9月1日 078-940-4881 株式会社ヤマシン 和歌山県和歌山市西浜1660番地の180

北 2865090563 北神戸ヤマシン訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 北区鹿の子台南町１−１１−１０ LIVELY１０５ 令和4年9月1日 078-940-4881 株式会社ヤマシン 和歌山県和歌山市西浜1660番地の180


