
名称 住所

1 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 

2 訪問看護ハッピーリハビリ＆ナースステーション 奈良市六条２－１８－１ 

3 訪問看護ステーションならまち 奈良市六条１丁目１番１２号 

4 訪問看護のうさぎ 奈良市北京終町３６－１ ハピネスハイツ４０４号室

5 一般財団法人　沢井病院　訪問看護ステーション佐保 奈良市法蓮町６０２－１ 

6 ケアステーション和 奈良市法蓮町471-1 

7 八重桜訪問看護ステーションぷらす 奈良市法蓮町４１０－２－２０２ 

8 訪問看護ステーションツルーハート 奈良市法蓮町１９３４－１１ 

9 訪問看護ステーション　あゆみ 奈良市宝来1丁目6番8号 

10 訪問看護ステーション　ビブレ奈良 奈良市肘塚町２９１－９ 奈良市肘塚町テラスハウス

11 社会福祉法人恩賜財団　済生会奈良病院　訪問看護ステーション野の花 奈良市八条４丁目６４３番地 

12 訪問看護ステーションオアシスなら 奈良市二名５－１６０６－４ 

13 訪問看護ステーションいちご 奈良市南紀寺町１丁目２１９ あじさい第３ビル１Ｆ

14 社会医療法人松本快生会　訪問看護ステーション「さわやか」 奈良市鶴舞西町１－１６ マツヨシビル２階

15 訪問看護ステーション　アップル学園前 奈良市中登美ケ丘四丁目３番 

16 訪問看護ステーション　アップル登美ヶ丘 奈良市中登美ヶ丘３丁目１３番２ 

17 けいはんな訪問看護ステーション 奈良市中山町２番１ 

18 訪問看護ステーションあおい（奈良市） 奈良市中山町１２５１－１ 

19 訪問看護ステーション　ひまわり秋篠 奈良市中山町１２４－６ 

20 ハッピーケア奈良 奈良市大宮町六丁目6番地の1 アルファコート204号室

21 ツクイ奈良訪問看護ステーション 奈良市大宮町４丁目２９５－１０ 奈良朝日生命川口ビル３階

22 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

23 スーパー・コートＪＲ奈良駅前　定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所 奈良市大宮町１丁目３番３２号 

24 なら訪問看護リハビリステーション 奈良市大安寺二丁目３番１３号 

25 あかり訪問看護ステーション 奈良市大安寺2丁目7番5号1階 

26 訪問看護ステーション七葉 奈良市石木町５８０番地 

27 医療法人岡谷会　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 

28 吉田病院精神科訪問看護ステーション道 奈良市西大寺赤田町１丁目７番１号 

29 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 

30 訪問看護ステーションひまわり北之庄 奈良市西九条町２－４－１０ ウェルズ２１西九条１０３号室

31 訪問看護ステーション　あい 奈良市杉ケ町３２－４　ブレスト１番館４０２ 

32 ジョイライフ訪問看護ステーション 奈良市神殿町162-18　インナミマンション205号 

33 訪問看護ステーション　アトム 奈良市神殿町158 グランドハイツ森川106

34 訪問看護ステーションライフ 奈良市神功５－３－１５ ルルデハイツ１０３

35 みらい精華訪問看護ステーション 奈良市神功５－１９－２ エルメゾン神功８－Ａ

36 訪問看護ステーション　オレガノ 奈良市松陽台4丁目21-3 ミールム松陽台B201号室

37 訪問看護ステーショングットライフ 奈良市朱雀５－３－１０ 

38 医療法人新仁会　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 

39 ぽれぽれ訪問看護ステーション 奈良市四条大路２－８６０－１ 

40 訪問看護ステーションみのり　奈良 奈良市三条添川町１－５　サンフェアリーⅢ５０３号 

41 ハローケア訪問看護ステーション奈良 奈良市三条大路５丁目１番２８号 

42 訪問看護ステーションｐｉｅｃｅｓ 奈良市三碓６丁目１０番４８ コスモプラザ大神２０３号

43 訪問看護ステーション　あったかい 奈良市三碓6-8-4 

44 吉田病院　訪問看護ステーションほほえみポート 奈良市三碓２丁目１番６号３Ｆ４号室 

45 訪問看護ステーションポシブル飛鳥 奈良市雑司町３６８－２ 

46 訪問看護ステーションひまわり奈良 奈良市左京４－６－４ 

47 訪問看護ステーション佐保の里 奈良市佐保台2丁目902番地241 

48 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２－６ ハイマート学園前３０２号

49 社会医療法人松本快生会　訪問看護ステーション「なでしこ」 奈良市学園大和町５－１６ 

50 訪問看護ステーション穏笑 奈良市押熊町３９５番１　梅守マンション２０３号 

51 訪問看護ステーションこもれび 奈良市押熊町1110-1 

52 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 

53 訪問看護ステーションあさがお 奈良市右京１－３－１，５－１０５ 

54 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 



名称 住所

55 あすならホーム高田訪問看護ステーション 大和高田市礒野南町５番１５号 

56 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１７－２２ 

57 オークリー訪問看護ステーション 大和高田市東三倉堂町18－27 

58 ゆい訪問看護ステーション 大和高田市土庫３－３３２－７ ＭＫビル２０１号

59 訪問看護ステーションまっしろ 大和高田市中三倉堂１－６－３０－２ 

60 医療法人　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 

61 訪問看護ステーションさく 大和高田市大字市場７６６番地２１ 

62 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 

63 訪問看護ステーション　希望 大和高田市神楽3-1-20　サンプラザ神楽306号 

64 訪問看護ステーション人楽 大和高田市神楽２５４－３ 

65 訪問看護ステーションはる 大和高田市市場７７４－１ 

66 医療法人西井会　訪問看護ステーションさらら 大和高田市根成柿３２１－１ 

67 一般社団法人　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 

68 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 

69 訪問看護ステーションはれやか 大和郡山市北郡山町３１１－６ 

70 ハローケア訪問看護ステーション大和郡山 大和郡山市美濃庄町733-1 

71 大和園平和訪問看護ステーション 大和郡山市美濃庄町236番地1 

72 郡山訪問看護ステーションゆう 大和郡山市田中町７５８ 

73 大和郡山病院附属訪問看護ステーション 大和郡山市朝日町１－６２ 

74 訪問看護ステーションもぁ 大和郡山市泉原町６３６１－７　Ｂ－１０１ 

75 医療法人岡谷会　訪問看護ステーションあじさい 大和郡山市新町３０５－７０ 

76 医療法人社団田北会　訪問看護ステーションなのはな 大和郡山市城南町３－２５ 

77 リハビリ訪問看護ステーション ルピナス郡山 大和郡山市小泉町553-5 リバーフィールド205号室 

78 訪問看護ステーションあずみ 大和郡山市小泉町２９９６－４１ 

79 訪問看護ステーションたいむ 大和郡山市小泉町２７３３－２ 

80 あすなら苑訪問看護ステーション 大和郡山市宮堂町字青木160番7 

81 訪問看護ステーションＩｒｉｅ 大和郡山市額田部北町５４６－３ 

82 あすならホーム山の辺訪問看護ステーション 天理市別所町246 

83 ＪＯＹＯＵＳ　ＬＩＦＥ 天理市富堂町２２３番地の８ 

84 訪問看護ステーション　アルタス 天理市田井庄町１１７番地５ ル・ヴィラージュ１１７　２０１号

85 訪問看護ステーションみみずく 天理市丹波市町３０２ 

86 訪問看護ステーションほのか 天理市前栽町７０－１ 

87 訪問看護ステーションあかり 天理市川原城町８４１ 

88 訪問看護ステーション夢未来 天理市西長柄町４５３－２ 

89 天理訪問看護ステーションひまわりⅡ 天理市三島町１２５－１ 

90 訪問看護ステーションかしの木 橿原市木原町９０－３ 

91 リハビリ訪問看護ステーションやまと 橿原市木原町１５４－５９ 

92 ケント訪問看護ステーション　橿原 橿原市法花寺町５４－１ 

93 訪問看護ステーションみそら 橿原市内膳町４－４３－６ 

94 訪問看護ステーションつる 橿原市中曽司町１９４－６　２階 

95 あすならホーム畝傍訪問看護ステーション 橿原市大久保町287-1 

96 訪問看護ステーションひのか 橿原市石川町117番2 

97 ソフィアメディ訪問看護ステーション橿原 橿原市常盤町４９５－１－２Ｆ 

98 訪問看護ステーション　ツー・ライフ 橿原市菖蒲町4丁目506-1 

99 公益社団法人奈良県看護協会立　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 橿原市福祉センターやわらぎの郷内

100 訪問看護ステーションあおい（橿原市） 橿原市四分町８２－１ 

101 公益社団法人　奈良県看護協会立橿原訪問看護ステーション 橿原市四分町２５２－１ 

102 ユーティー訪問看護ステーション 橿原市御坊町１５２ 

103 奈ファミ良訪問看護ステーション 橿原市葛本町７３番地の１－１０７ 

104 東友訪問看護ステーション 橿原市雲梯町１４６番地の１ 

105 桜井市訪問看護ステーションさくら 桜井市大福４１２－１ 

106 医療法人社団岡田会　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内１Ｆ

107 花笑み訪問看護ステーション 桜井市大字川合265-6 グリーンコロナル402

108 訪問看護ステーションはなみず木 桜井市上之宮９－１ 



名称 住所

109 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 

110 パームリハビリ訪問看護ステーション 桜井市戒重３３１ラポール桜井１０５ 

111 訪問看護ステーションサポートｎｏｗ 桜井市戒重２９０－６　Ｃー１０２号 

112 訪問看護ステーション　ユーアンドティー 五條市田園１丁目１－３ 

113 隅田クラブ訪問看護ステーション 五條市今井４－１－１ 

114 ケアテック指定訪問看護ステーション五条 五條市今井１丁目９番地３３ 

115 訪問看護ステーション大和 御所市北十三１２６番地 

116 御所訪問看護ステーション 御所市池之内１０６４ 

117 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 

118 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

119 阪奈中央訪問看護ステーション 生駒市俵口町４４４－１ 

120 訪問看護ステーション　エリクシール 生駒市白庭台６丁目１０－１ 

121 訪問看護ステーションひまわり生駒 生駒市東生駒１丁目５０９ 

122 ばくリハビリ訪問看護ステーション 生駒市東新町6番23号 

123 訪問看護ステーションつみき 生駒市東新町４－２３－４０２ 

124 ハーモニー訪問看護ステーション 生駒市東新町４－２０　石丸ビル２Ｆ 

125 一般財団法人生駒メディカルセンター　訪問看護ステーション 生駒市東新町１番３号 

126 訪問看護ステーションくるみ 生駒市東松ケ丘５－２２ 

127 訪問看護ステーションるーく 生駒市東山町４３３－５ 

128 ピース訪問看護ステーション生駒 生駒市中菜畑２丁目973-6 

129 訪問看護ステーションこころ生駒 生駒市西松ケ丘３番５７号 エルミタージュ雅１０Ｆ号室

130 訪問看護ステーション　ハビリス 生駒市上町２番地１ 

131 訪問看護ステーションのぞみ 生駒市小明町５６０番地３ 

132 一般財団法人生駒メディカルセンター　北訪問看護ステーション 生駒市あすか野北２丁目１２番１３号 生駒市介護予防支援施設２階

133 訪問看護ステーション縁 香芝市良福寺６０９－１ 

134 ある訪問看護ステーション 香芝市畑４－５５９－５ 

135 訪問看護ステーション真ごころ 香芝市畑３－９２６－１ 

136 訪問看護ステーションひまわり香芝 香芝市高208 

137 医療法人藤井会　藤井会香芝訪問看護ステーション 香芝市穴虫５４番地１　フレグロー二上１階 

138 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号

139 ソフィアメディ訪問看護ステーション香芝 香芝市すみれ野１丁目１７－３ 

140 ナビケア訪問看護ステーションかつらぎ 葛城市林堂４７ 

141 いろは訪問看護ステーション 葛城市北花内616-1 

142 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 

143 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

144 公益社団法人奈良県看護協会立　宇陀訪問看護ステーション 宇陀市榛原萩原１５５－４ 

145 訪問看護ステーション優心 生駒郡平群町三里７１０ パステラルコートＢ棟１０２号

146 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丁目９－３３ 

147 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 

148 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 

149 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 

150 訪問看護ステーションまるまる 磯城郡三宅町石見４８７番３ 

151 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 

152 カラーズ訪問リハビリ・看護ステーション 磯城郡田原本町八尾559-3 MMTハイツA棟102号室

153 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 

154 ハローケア訪問看護ステーション田原本 磯城郡田原本町新町16-10 

155 ほっとナビ訪問看護ステーション 磯城郡田原本町新町１３番地５　ブルジュール１０３ 

156 国保中央病院訪問看護ステーション 磯城郡田原本町宮古４０４－１ 

157 六花訪問看護ステーション 北葛城郡上牧町上牧５３７－１６ 

158 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 

159 ここり訪問看護ステーション 北葛城郡王寺町本町２丁目２９－１６ 

160 六花訪問看護ステーション・広陵 北葛城郡広陵町平尾６１０番地１ 

161 訪問看護ステーション　ミストラル真美 北葛城郡広陵町馬見中２丁目１６－３７－１０２ 

162 ベルケア訪問看護ステーション 北葛城郡広陵町大字中151-4 



名称 住所

163 訪問看護ステーションこころ 北葛城郡広陵町みささぎ台３５－１７－１０１ 

164 訪問看護ステーション結心 北葛城郡河合町大輪田1977 

165 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 

166 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 

167 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 

168 南和広域医療企業団　南奈良訪問看護ステーション 吉野郡大淀町大字福神８番１ 

169 美吉野園訪問看護ステーション 吉野郡大淀町下渕８８７－２ 

170 大淀町訪問看護ステーション 吉野郡大淀町下渕１２２３ 

171 訪問看護ステーションまつば 吉野郡下市町新住１５５－１ 


