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洲本市 訪問看護ステーション sorato 淡路 洲本市宇原2282番地 育成・更生 令和3年4月1日

洲本市 あべいすと訪問看護リハビリセンター 洲本市宇原483-2 育成・更生 令和5年4月1日

洲本市 共生訪問看護ステーション 洲本市物部3-3-8 育成・更生 令和4年11月1日

芦屋市 エスペランザ訪問看護リハビリステーション  芦屋市精道町12-17号ハイツ芦屋201号 育成・更生 平成30年1月1日

芦屋市 訪問看護ステーションゆめか芦屋 芦屋市呉川町4番26号2階 育成・更生 令和4年2月1日

芦屋市 訪問看護ステーション創謙 芦屋市大原町2-6-204 育成・更生 令和5年2月1日

伊丹市 アナザースカイ訪問看護リハビリステーション 伊丹市山田1丁目4-10ﾋﾞｭｰﾗｰMITA301号 育成・更生 令和5年4月1日

伊丹市 いたみバラ診療所訪問看護 伊丹市荒牧6-16-2 育成・更生 平成31年2月1日

伊丹市 いろは訪問看護ステーション 伊丹市鈴原町8-62-1 育成・更生 令和2年3月1日

伊丹市  社会福祉法人　伊丹市社会福祉事業団伊丹市訪問看護ステーション 伊丹市中野西1-141 育成・更生 平成30年8月1日

伊丹市 星優訪問看護ステーション 伊丹市桜ヶ丘1-3-23 育成・更生 平成31年3月1日

伊丹市 ちえの和訪問看護ステーション 伊丹市鴻池5丁目6-6 育成・更生 平成30年3月1日

伊丹市 訪問看護ステーション もっと 伊丹市春日丘六丁目20番地1伊丹坂ハイツ105号 育成・更生 平成30年7月1日

伊丹市 訪問看護ステーションJAM 伊丹市清水1-1-18-101 育成・更生 平成31年2月1日

伊丹市 訪問看護ステーションMSC　兵庫 伊丹市寺本3-2　昆陽の里ｺｰﾎﾟﾗｽ503 育成・更生 平成31年4月1日

伊丹市 訪問看護リハビリステーション　シェアりは 伊丹市昆陽池1-37-10 育成・更生 平成30年5月1日

伊丹市 ラルジュ伊丹訪問看護ステーション 伊丹市西台2丁目5番22 育成・更生 平成30年11月1日

伊丹市 リリー訪問看護ステーション 伊丹市瑞穂町3丁目62番地3 育成・更生 令和2年4月1日

伊丹市 訪問看護ステーションよつば 伊丹市森本2-146-101　インペリアル高山 育成・更生 令和4年10月1日

相生市 訪問看護ステーション相生 相生市双葉2丁目19－4 育成・更生 令和3年4月1日

豊岡市 訪問看護ステーションひだか 豊岡市日高町岩中81番地 育成・更生 平成30年4月1日

豊岡市 在宅看護センター豊岡リハビリ対応型訪問看護ステーション 豊岡市日高町祢布969-1ハイツまゆの郷1-F 育成・更生 令和3年9月1日

加古川市 あゆみ会訪問看護ステーション 加古川市加古川町中津211-6 育成・更生 令和1年7月1日

加古川市 せいりょう園訪問看護ステーション 加古川市野口町長砂95-32 育成・更生 平成31年3月1日

加古川市 ドレミ訪問看護ステーション 加古川市別府町新野辺2086 育成・更生 令和2年3月1日

加古川市 訪問看護ステーションうららか 加古川市尾上町長田517-41 育成・更生 平成29年9月1日

加古川市 訪問看護リハビリステーション　ｹｱﾌﾘｰ 加古川市野口町良野1524アーク平野A-7 育成・更生 令和4年7月1日

加古川市 訪問看護ステーション３５８ 加古川市別府町別府571-16 育成・更生 令和2年9月1日

加古川市 リハビリ訪問看護ステーショングループ華 加古川市加古川町南備後51-7 育成・更生 令和3年9月1日

加古川市 社会医療法人社団順心会　順心会訪問看護ステーション加古川 加古川市神野町神野186-10 育成・更生 令和3年9月1日

加古川市 訪問看護ステーションはりま 加古川市尾上町池田621-1 更生 令和4年3月1日

加古川市 訪問看護ステーションちゅら　かこがわ 加古川市志方町上冨木668 育成・更生 令和4年4月1日

加古川市 訪問看護ステーションほーぷ 加古川市加古川町大野814-1-3 育成・更生 令和5年5月1日

赤穂市 赤穂市訪問看護ステーション 赤穂市加里屋3289-1 育成・更生 令和1年5月1日

西脇市  社会医療法人社団　正峰会桜丘訪問看護ステーション 西脇市黒田庄町田高313 育成・更生 平成31年3月1日

宝塚市 やすらぎ訪問看護ステーション 宝塚市小林2丁目10-17 育成・更生 令和1年11月1日

宝塚市 医療法人社団六心会 訪問看護ステーション ルシエール 宝塚市山本丸橋2-22-1 育成・更生 平成31年3月1日

宝塚市 ここちリハビリ訪問看護センター 宝塚市安倉2丁目15－4 育成・更生 令和2年7月1日

宝塚市 ステップこはま訪問看護ステーション 宝塚市小浜4-5-6 育成・更生 平成31年3月1日

宝塚市 聖隷訪問看護ステーション宝塚 宝塚市中州1-9-16 育成・更生 平成31年3月1日

宝塚市 聖隷訪問看護ステーション山本 宝塚市切畑字長尾山5－321 育成・更生 平成30年11月1日

宝塚市 宝塚市社会福祉協議会光明訪問看護ステーション 宝塚市光明町10-24 育成・更生 平成31年3月1日

宝塚市 はぁね訪問看護ステーション 宝塚市中筋９－１１－３６－２０５ 育成・更生 令和2年5月1日

宝塚市 ひかり訪問看護ステーション 宝塚市川面3-24-9 育成・更生 平成31年3月1日

宝塚市 訪問看護ステーション憩 宝塚市寿町９番５号 育成・更生 令和2年5月1日

宝塚市 訪問看護ステーション　スイッチオン宝塚 宝塚市高司5丁目2－2 育成・更生 令和4年5月1日

宝塚市 訪問看護ステーション雅 宝塚市泉町16－10 育成・更生 令和2年1月1日

宝塚市 訪問看護ステーションやなか 宝塚市川面四丁目10番26号 育成・更生 令和3年9月1日

宝塚市 医療法人回生会　すみれ訪問看護ステーション 宝塚市野上1丁目5番8号　せきぜんビル2F 更生 令和3年4月1日

宝塚市 訪問看護ステーション　ライフイズ 宝塚市鹿塩二丁目12-12ｶｻﾍﾞﾙﾃﾞ仁川103号 育成・更生 令和5年3月1日

宝塚市 訪問看護ステーションほたるの里 宝塚市南口一丁目2番19号 育成・更生 令和3年8月1日

宝塚市 医療法人社団晃成会訪問看護ステーション 宝塚市光明町1－5 育成・更生 令和5年2月1日

宝塚市 ファミリーナース宝塚 宝塚市小林1-9-14 育成・更生 令和5年5月1日

三木市 風蘭訪問看護ステーション 三木市志染町西自由が丘1丁目434 更生 令和4年5月1日

三木市 三木市社会福祉協議会訪問看護ステーション 三木市大塚1-6-40 育成・更生 平成31年3月1日

高砂市 高砂市民病院訪問看護ステーション　 高砂市荒井町紙町33番1号 育成・更生 令和1年7月1日

高砂市 高砂訪問看護ステーション　きらめき 高砂市中筋1丁目10番41号 育成・更生 令和3年12月1日

川西市 あなぶきケアサービス川西訪問看護ステーション 川西市小花1丁目6－6 育成・更生 令和2年8月1日
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川西市 医療法人協和会協立訪問看護ステーション 川西市中央町15-27 育成・更生 平成31年1月1日

川西市 訪問看護リハビリステーションこころ川西 川西市けやき坂2-62-22 育成・更生 令和5年4月1日

川西市 訪問看護リハビリステーションとびら 川西市小花二丁目2-12MHハイツ101号室 育成・更生 平成31年3月1日

川西市 訪問看護ステーション　まる 川西市東多田１丁目７番26号 育成・更生 令和4年12月1日

川西市 訪問看護ステーションスマイルラボ川西 川西市西多田二丁目2番8号　三栄ビル3階 育成・更生 令和3年2月1日

川西市 アップル訪問看護ステーション　川西池田 川西市栄町２１－２５－４０４ 育成・更生 令和3年5月1日

川西市 訪問看護ステーション結仁 川西市加茂2丁目7番12号 育成・更生 令和3年9月1日

小野市  社会福祉法人小野市社会福祉協議会訪問看護ステーション 小野市王子町801 更生 平成30年4月1日

三田市 藍訪問看護ステーション 三田市天神3丁目18－14 育成・更生 令和2年4月1日

三田市 独立行政法人国立病院機構兵庫中央病院訪問看護ステーションおおはら 三田市大原1314 育成・更生 令和4年9月1日

三田市 訪問看護ステーション「さつき」 三田市天神１－２－１５ 育成・更生 平成30年2月1日

三田市 訪問看護ステーション　在宅ホスピス　イル・ケア　 三田市弥生が丘1丁目1-2サンフラワービル1階105 育成・更生 令和3年4月1日

三田市 訪問看護ステーションつな樹 三田市ゆりのき台２丁目２５番地１ 育成・更生 平成31年4月1日

養父市 南但訪問看護センター 養父市八鹿町下網場411番地 育成・更生 平成30年6月1日

丹波市 丹波市青垣訪問看護ステーション 丹波市青垣町沢野115 育成・更生 平成31年3月1日

丹波市 丹波市ミルネ訪問看護ステーション 丹波市氷上町石生2059-5 育成・更生 平成31年4月1日

丹波市 ひかみ訪問看護ステーション 丹波市氷上町絹山513 育成・更生 平成31年3月1日

丹波市 優訪問看護ステーション 丹波市山南町岡本93番地2 育成・更生 令和2年5月1日

南あわじ市 看護り処　花もり 南あわじ市八木養宜上1114-14 育成・更生 令和4年5月1日

南あわじ市 医療法人社団中正会中林病院訪問看護ステーション 南あわじ市神代國衙1680-1 育成・更生 令和5年5月1日

淡路市 soraケアセンター 淡路市大谷843-9 育成・更生 平成30年4月1日

淡路市 聖隷訪問看護ステーション淡路 淡路市志筑1424-1 育成・更生 平成31年3月1日

加東市 産前産後訪問看護ステーション～結～ 加東市新定1117播磨Casagoya105 育成・更生 令和4年7月1日

たつの市 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ　たつの訪問ｻｰﾋﾞｽ たつの市揖保川町正條448-1 育成・更生 平成31年3月1日

たつの市 訪問看護ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾃｰｼｮﾝ　赤とんぼ たつの市龍野町日山38-36 育成・更生 令和4年7月1日

猪名川町 訪問看護ステーションかなえる 川辺郡猪名町伏見台2丁目3番54号 育成・更生 令和4年2月1日

播磨町 大地訪問看護ステーション 加古郡播磨町北本荘3丁目6-23-106 育成・更生 令和2年2月1日

播磨町 訪問看護ステーション　ゆぁライフ 加古郡播磨町南大中3丁目2番1-206号 育成・更生 令和3年12月1日

福崎町 訪問看護リハビリステーションふくさき 福崎町西田原1055-1 育成・更生 令和2年12月1日

神河町 かんざき訪問看護ステーション 神崎郡神河町栗賀町385 育成・更生 令和1年8月1日

太子町 姫路医療生協訪問看護ステーション太子 揖保郡太子町立岡115-7 育成・更生 令和1年9月1日

太子町 訪問看護ステーションいなほ 太子町佐用岡965-3 育成・更生 令和5年4月1日

上郡町 訪問看護ステーション縁 赤穂郡上郡町山野里2718－6 更生 令和2年8月1日

佐用町 医療法人聖医会 佐用訪問看護ステーション 佐用郡佐用町佐用3529-3 育成・更生 平成31年3月1日
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