
訪問看護ステーション

事業所名(平成28年2月1日現在) 所在地 電話番号
訪問看護ステーションあおい 奈良市あやめ池北一丁目5番5号 0742-51-8039
吉田病院訪問看護ステーションひだまり 奈良市右京3-2-2 0742-71-9070
訪問看護ステーションあさがお 奈良市右京1-3-1、 5-105 0742-71-0200
リハビリ訪問看護ステーションルピナス 奈良市大宮町4-275-5森村第2ビル303号室 0742-30-6585
アクア訪問看護ステーション 奈良市押熊町646番地の3ボナールA202号 0742-81-3988

あいナース学園前訪問看護ステーション
奈良市学園朝日町2番6号ハイマート学園前
302号

0742-51-7662

ハローケア訪問看護ステーション学園前 奈良市学園北一丁目13番10号 0742-51-4112
松本快生会訪問看護ステーション「なでしこ」 奈良市学園大和町五丁目１６ 0742-47-6012
吉田病院訪問看護ステーションほおずき 奈良市西大寺赤田町1-7-1 0742-45-4148
訪問看護ステーション　デューン奈良 奈良市西大寺栄町3番23号サンローゼビル2－ 0742-36-3264
訪問看護ステーションひまわり奈良 奈良市左京4-6-4 0742-70-3555
訪問看護ステーションのぞみ 奈良市三条町321番地の4 0742-81-4734
ぽれぽれ訪問看護ステーション 奈良市四条大路2-860-1 0742-30-5320

みらい精華訪問看護ステーション
奈良市神功五丁目19番地の2エルメゾン神功8
－Ａ

0742-93-4690

訪問看護ステーションライフ 奈良市神功五丁目3-15　ルルデハイツ103 0742-52-2511

訪問看護ステーション　グットライフ
奈良市朱雀1丁目4番地の19グリーンエクセル
マルコウＢ-102

0742-70-5093

訪問看護ステーションポシブル飛鳥 奈良市雑司町368－2 0742-25-2355
松本快生会訪問看護ステーション「さわや 奈良市鶴舞西町1番16号 0742-40-1600
訪問看護ステーション・あいびす 奈良市帝塚山南4丁目11-7 0742-81-7504
訪問看護ステーションアンジェロ 奈良市帝塚山二丁目21番21号 0742-44-3300
訪問看護ステーションアップル登美ヶ丘 奈良市中登美ケ丘三丁目13番2 0742-52-9191
訪問看護ステーションひまわり秋篠 奈良市中山町124-6 0742-95-9961
岡谷会訪問看護ステーションぬくもりポート 奈良市西木辻町200 0742-27-9808
訪問看護ステーションひまわり北之庄 奈良市西九条町二丁目4番地10 0743-65-4510
けいはんな訪問看護ステーション 奈良市二名3-952-1 0742-52-6570
済生会奈良病院訪問看護ステーション野の 奈良市八条四丁目643番地 0742-36-1881
沢井病院訪問看護ステーション佐保 奈良市法蓮町602番地1 0742-26-8511
ケアステーション和 奈良市法蓮町471番地の1 0742-35-7530
訪問看護ステーションツルーハート 奈良市法蓮町1934-11 0742-20-2505
吉田病院訪問看護ステーションほほえみ 奈良市三碓2-1-6-304 0742-41-3655
晃宝会訪問看護ステーションいちご 奈良市南紀寺町1－209　あじさい第3ビル1階 0742-27-4545
ハッピーリハビリ＆ナーステーション 奈良市六条二丁目18番1号 0742-52-8804
医療法人康仁会西の京訪問看護ステーショ
ンかがやき

奈良市六条町99-2 0742-35-1123

訪問看護ステーションならまち 奈良市六条1-3-41 0742-53-8808
奈良春日病院訪問看護ステーションこまどり 奈良市鹿野園町1212-1 0742-23-6599
大和高田市訪問看護ステーション 大和高田市礒野北町1-2 0745-53-8153
訪問看護ステーションはる 大和高田市市場774-1 0745-25-2086
訪問看護ステーション人楽 大和高田市神楽254-6セゾンド神楽201 0745-44-9948
ゆい訪問看護ステーション 大和高田市土庫3-332-7MKビル201号 0745-52-2164
酒本医院訪問看護ステーションあおぞら 大和高田市中今里町1-34 0745-25-1887
アイデルリハビリ訪問看護ステーション 大和高田市西坊城51-1 0745-43-7180
訪問看護ステーションきらら 大和高田市根成柿321-1 0745-53-1167
土庫病院訪問看護ステーションそよかぜ 大和高田市日之出町11－14 0745-23-5914
訪問看護ステーションファミリー 大和郡山市北郡山町525-5 0743-54-7007
訪問看護ステーションたいむ 大和郡山市小泉町2733-2 0743-85-6776
訪問看護ステーションもぁ 大和郡山市泉原町6361-7 B101 0743-20-0616
田北会訪問看護ステーションなのはな 大和郡山市城南町3-25 0743-54-0299
岡谷会訪問看護ステーションあじさい 大和郡山市新町305-92 0743-55-3370
郡山訪問看護ステーションゆう 大和郡山市田中町758 0743-55-0027
大和郡山市医師会立訪問看護ステーション
やすらぎ

大和郡山市本庄町317-2 0743-57-0588

訪問看護ステーションあかり 天理市川原城町841 0743-62-6528
医療法人宮城会訪問看護ステーションみみ 天理市丹波市町302 0743-63-1016
訪問看護ステーション夢未来 天理市西長柄町453-2 0743-67-3305
天理訪問看護ステーションひまわりⅡ 天理市別所町241-4 0743-62-3334
橿原友紘会訪問看護ステーションひのか 橿原市石川町117-2 0744-26-1801
訪問看護ステーションかしの木 橿原市木原町90-3 0744-20-2228
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ユーティー訪問看護ステーション 橿原市葛本町220-6 0744-20-3353
平成記念病院訪問看護ステーションあおい 橿原市四条町823-3 0744-21-6262
奈良県看護協会立橿原訪問看護ステーショ 橿原市四分町252-1 0744-29-0611
ゆうけいの里訪問看護ステーション 橿原市新賀町87-1 0744-21-1226
訪問看護ステーション橿原 橿原市田中町70-15 0744-26-2423
奈良県看護協会立橿原訪問看護ステーショ
ンやわらぎの郷

橿原市十市町63-1 0744-25-0222

訪問看護ステーションデューン橿原 橿原市内膳町1-3-10陽光ビル3階 0744-24-3520
医療法人良翔会訪問看護ステーションみそ 橿原市内膳町4-43-6 0744-29-6671
医療法人吉川医院訪問看護ステーション花 橿原市中曽司町172-8 0744-21-0188
訪問看護ステーションはなみず木 桜井市上之宮9-1 0744-46-0868
桜井市訪問看護ステーションさくら 桜井市金屋136-1 0744-45-5311
岡田会訪問看護ステーションアップル 桜井市大豆越104-1やまのべグリーンヒルズ 0744-45-0604
医療法人医眞会訪問看護ステーションみわ 桜井市三輪496-1 0744-44-1122
隅田クラブ訪問看護ステーション 五條市今井4-1-1 0747-26-2100
ケアテック指定訪問看護ステーション五条 五條市今井4-3-3 0747-26-2456
御所訪問看護ステーション 御所市池之内1064 0745-64-2072
生駒メディカルセンター北訪問看護ステー 生駒市あすか野北2-12-13 0743-71-1150
スマイルさくらリハビリ訪問看護ステーション 生駒市北田原町1132-52 0743-79-1480
訪問看護ステーションるーく 生駒市さつき台2-451-204-102 0743-77-7001
訪問看護ステーションるーく 生駒市さつき台2-451-204-102 0743-77-7001
和幸会阪奈中央訪問看護ステーション 生駒市俵口町444-1 0743-73-9418
いこいの家訪問看護ステーション 生駒市俵口町814-1 ハイネス生駒302号 0743-70-8303
訪問看護ステーションメディケアジャパン奈 生駒市中菜畑2-973-6白鳩マンション1階 0743-73-7441
訪問看護ステーションひまわり生駒 生駒市東生駒1-509 0743-85-7228
生駒メディカルセンター訪問看護ステーショ 生駒市東新町1-3 0743-75-3961
ハローケア訪問看護ステーション香芝 香芝市瓦口2180グランメール香芝202 0745-71-2300
ナビケア訪問看護ステーションかつらぎ 葛城市北花内651ハニープラザヨコタ103号 0745-44-9847
訪問看護ステーションぬくもり 香芝市下田西2-7-61　3号館 0745-71-1177
二上ファミリー訪問看護ステーション 香芝市畑4-559-5 0745-76-0086
訪問看護ステーション真ごころ 香芝市畑3-926-1 0745-51-6333
優慶会訪問看護ステーションまみの里 香芝市真美ケ丘4-16-1 0745-79-2526
訪問看護ステーション縁 香芝市良福寺609-1-102 0745-43-7555
訪問看護ステーション四つ葉のクローバー 宇陀市菟田野古市場470 0745-84-2950
奈良県看護協会立宇陀訪問看護ステーショ 宇陀市榛原萩原155-4 0745-82-6603
アンフィニ訪問看護ステーション 宇陀市榛原萩原2494タケグチハイツ3号102 0745-82-6653
みむろ訪問看護ステーション 生駒郡斑鳩町稲葉車瀬2-5-18 0745-75-9234
訪問看護ステーションほっとプラザ 生駒郡斑鳩町小吉田2-7-15 0745-70-0002
ライフケア訪問看護ステーション 生駒郡三郷町勢野東4-3-20 0745-31-5799
訪問看護ステーションピノキオ 生駒郡三郷町立野南3-1-18 0745-31-0030
ハローケア訪問看護ステーションしぎさん 生駒郡三郷町立野南2-9-33 0745-73-2360
訪問看護ステーション優心 生駒郡平群町竜田川3-1-8-106 0745-51-2001
ニチイケアセンター田原本訪問看護ステー
ション

磯城郡田原本町唐古528-2エコサイトC号 0744-34-1620

エール訪問看護リハビリステーション 磯城郡田原本町千代373-1 0744-46-9651
こころ訪問看護ステーション 磯城郡田原本町薬王寺137-6 0744-32-0544
六花訪問看護ステーション 北葛城郡上牧町上牧537-10 0745-43-6987
訪問看護ステーションやまびこ 北葛城郡上牧町下牧1-2-25 0745-32-6825
訪問看護ステーションメディケアジャパン上
牧店

北葛城郡上牧町片岡台2-13-25グリーンハイ
ツ2階

0745-73-7100

訪問看護ステーション西大和 北葛城郡河合町高塚台1-8-1 0745-33-2255
訪問看護ステーションそらまめ星和台 北葛城郡河合町星和台2-1-17 0745-31-3001
訪問看護ステーションはるかぜ 北葛城郡河合町穴闇81-8 0745-57-1033
大淀訪問看護ステーション 吉野郡大淀町下渕1223 0747-52-1941
美吉野園訪問看護ステーション 吉野郡大淀町下渕887-2 0747-55-4005
訪問看護ステーションまつば 吉野郡下市町新住155－1 0747-52-9966
訪問看護ステーションぱらそる 吉野郡十津川村野尻306 0746-67-0188
吉野たらちね訪問看護ステーション 吉野郡吉野町上市2072-1 0746-32-5825
訪問看護ステーション四つ葉のクローバー 吉野郡吉野町上市2060-1燦上市2-A 0746-34-2110
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