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市北 淀川区 訪問看護ＳＴここの和 〒532-0031 大阪市淀川区加島4-17-16-103 06-6308-7025 06-6308-7026 hcns.kokonowa@gmail.com 重浦
都島区 なないろ訪問看護ＳＴ 〒534-0021 大阪市都島区都島本通4丁目22−9 なないろビルヂング 06-6928-7707 06-6928-7737 070-2284-8284 yasukohasegawa@nanairo7.com ⻑⾕川
北区 済生会中津病院訪問看護ＳＴ 〒530-0012 大阪市北区芝田2-10-39 06-6105-1341 06-6372-0388 houmonkango@nakatsu.saiseikai.or.jp 友行
旭区 牧訪問看護ＳＴ 〒535-0021 大阪市旭区清水4丁目2-22 06-6953-1222 06-6951-1138 070-6688-3211 e.yatsukawa@maki-group.jp 八津川
東淀川区 訪問看護ＳＴあんさんぶる東淀川出張所リンク 〒533-0021 大阪市東淀川区下新庄2-10-7-107 070-2313-0528 06-6195-5460 info@link-care.com 我妻

市⻄ 福島区 あかり訪問看護ＳＴ 〒536-0022 大阪市福島区吉野3-2-37クラフト福島野田101 06-6460-0239 06-7635-7895 akari.nurse.noda@icloud.com 奧山
此花区 訪問看護ＳＴソレイユ 〒554-0021 大阪市此花区春日出北2-14-27 06-6462-7208 06-6131-5745 soleil@honami.or.jp 相澤
⻄区 アワーズ訪問看護ＳＴ 〒550-0006 大阪市⻄区江之⼦島1‐5‐12‐103 06-6225-3310 06-6225-3320 nanae@awaza-osaka.jp 名苗
大正区 きつこう会多根訪問看護ＳＴ 〒550-0024 大阪市⻄区境川1-2-37 06-6581-1651 06-6581-1671 zaitaku1@tane.or.jp 吉田
⻄淀川区 あおぞら訪問看護ＳＴ 〒555-0032 大阪市⻄淀川区大和田6丁目17番24号 06-6195-2628 06-6475-0114 070-6920-4071 h.sakai@ayumi-aozora.or.jp 酒井
港区 ケイ訪問看護ＳＴ 〒552-0011 大阪市港区3-5-3 06-6583-7502 06-6583-7503 iskwdisk2005@outlook.jp 石川

市東 中央区 大阪市中央訪問看護ＳＴ 〒540-0062 大阪市中央区上本町⻄2-5-25 中央区在宅サービスセンター3階 06-6763-8145 06-6763-8157 080-4458-1503 tyuo-houmonkango@oepa.or.jp 若林
浪速区 愛染園訪問看護ＳＴ 〒556-0006 大阪市浪速区日本橋東３−７−１７−２０１ 06-6634-8945 06-6634-8946 aizenen-simogama@road.ocn.ne.jp 下釜
東成区 訪問看護ＳＴカンタービレ 〒537-0013 大阪市東成区大今⾥南４丁目１３−２８ 06-4306-5858 06-4306-5886 t.kantabire@gmail.com 藤岡
城東区 済生会野江訪問看護ＳＴ 〒536-0002 大阪市城東区今福東２-２-２６ 06-6932-0724 06-6932-0666 noehoumon@educet04.plala.or.jp 横山
天王寺区 訪問看護ＳＴ友楽園 〒543-0042 大阪市天王寺区烏ヶ辻1-8-9-105 06-6772-2933 06-6772-2934 080-3106-6749 tomixyamazaki@yahoo.co.jp 山﨑
生野区 訪問看護ＳＴかっさい 〒544-0003 大阪市生野区小路東6-2-5 06-7161-5793 06-4980-7088 kango@kassai-st.com 平山
鶴見区 アズ訪問看護ＳＴ 〒538-0053 大阪市鶴見区鶴見5-10-26-702 06-4257-6001 06-4257-6002 az.houkan@maia.eonet.ne.jp ⾕川

市南 住之江区 南港病院訪問看護ＳＴ 〒559-0015 大阪市住之江区北加賀屋2-11-8-303号室 06-6685-0190 06-6685-7477 takahashi@nanko-hp.com 高橋
住吉区 阪和訪問看護ＳＴ 〒558-0042 大阪市住吉区殿辻１−９−１４ 06-6698-3550 06-6698-3555 hanwakaigo@kinshukai.or.jp 中川
東住吉区 訪問看護ＳＴありく東住吉 〒546-0042 大阪市東住吉区⻄今川2-14-12サンライフ1階C号 06-4302-5935 06-4302-5936 hiromia-ariku@fkmedica.co.jp 東
阿倍野区 訪問看護ＳＴ帝塚山もも 〒545-0021 大阪市阿倍野区阪南町1-47-1 松井ビル2F 06-6628-3108 06-6628-3705 houkanmomo@icloud.com 米原
⻄成区 山王訪問看護ＳＴ 〒557-0001 大阪市⻄成区山王2−14−15 06-6630-6213 06-6630-6214 yoshimura611@gmail.com 吉村
平野区 ハピネス訪問看護ＳＴ 〒547-0044 大阪市平野区平野本町1-8-32 ビス平野2階 06-6777-6852 06-6777-6892 come-hapines@crocus.ocn.ne.jp 上田
高槻市 高槻日赤訪問看護ＳＴ 〒569-1096 高槻市阿武野１の１の１ 072-696-1601 072-696-1601 homon-st@takatsuki.jrc.or.jp 原田
寝屋川市 アズワン訪問看護ＳＴ 〒572-0082 寝屋川市香⾥本通町11-18 ヨシデンビル3階 072-834-0205 072-834-0206 medicare.as-one@hb.tp1.jp 井上ゆ

東大阪市 医療法人恵生会めぐみ訪問看護ＳＴ 〒579-8036 東大阪市鷹殿町20番29号 072-980-5770 072-980-5758 megumihoumon@keiseikai.or.jp 村山
八尾市 桃李訪問看護ＳＴ 〒581-0837 八尾市緑が丘5-137 072-999-6668 072-999-6662 touri@snow.ocn.ne.jp 井上博

堺市 シャローム訪問看護ＳＴ 〒590-0048 堺市堺区⼀条通３−２ 072-224-7707 072-224-7705 matsui@kaigo-shalom.co.jp 松井
池田保健所 訪問看護ＳＴアールドビーブル 〒562-0012 箕⾯市⽩島１丁目１１−８−２ 072-735-7223 072-735-7224 art-de-vivre@angel.email.ne.jp ⽩坂
茨木保健所 済生会茨木訪問看護ＳＴ 〒567-0036 茨木市上穂積1-2-27 072-623-0500 072-668-3141 homon@ibaraki.saiseikai.or.jp ⻄森
守口保健所 ハルニレ訪問看護ＳＴ 〒570-0021 守口市八雲東町2-74-11イーストタウンハイツＢ  06-6486-9636 06-6486-9637 yosimasu12080808@gmail.com 吉田
四條畷保健所 交野市医師会訪問看護ＳＴ 〒576-0034 交野市天野が原町５−５−１ 交野市⽴健康増進センター３階 072-893-8885 072-895-1102 katano-houmon.st@support.email.ne.jp 田淵
藤井寺保健所 メディケア・リハビリ訪問看護ＳＴ 〒583-0024 藤井寺市藤井寺2-5-4 NTT藤井寺ビル2階 072-931-2136 072-931-2137 shimizu@medi-care.co.jp 清水
富田林保健所 喜志訪問看護ＳＴ 〒584-0013 富田林市桜井町1-4-3 080-2413-6042 0721-25-9139 t.tankai@teijin.co.jp 淡海
和泉保健所 和郷訪問看護ＳＴ 〒594-0071 和泉市府中町1-22-21-102 0725-90-4853 0725-90-4843 y.kondou@wagou850.com 近藤
岸和田保健所 医療法人にしだJクリニック 〒596-0044 岸和田市⻄之内町39-44 072-441-2244 072-448-6646 junko@nishidaj.clinic 菊池
泉佐野保健所 訪問看護ＳＴ ナース栄公 〒598-0013 泉佐野市中町３-４-５ 072-461-1131 072-464-2115 houmon@sanokinen.jp ⻄本
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