指定小児慢性特定疾病医療機関一覧表（大阪市）
※他の都道府県・政令市・中核市に所在する指定医療機関については当該自治体が指定・公示しています。
医療機関名

区名

住所

あるて訪問看護ステーション

北区

中崎西3-2-7

りゅうじん訪問看護ステーション梅田

北区

浮田1-1-20アサヒビル本館2階

訪問看護ステーション NEXT

北区

浪花町13-38 千代田ビル北館7階C

医師会立北区訪問看護ステーション

北区

神山町15-11

ケアクルリハビリ訪問看護ステーション

北区

天神橋2-2-10 ワイズビル3階

訪問看護ステーションゆめ

北区

天神橋3-11-9 天神橋ビル7階

訪問看護ステーションMSC

北区

西天満3-6-21 AXIS東梅田ビル5階

YuRiCa訪問看護ステーション

北区

西天満6-3-11 梅田ベースワン202

EMCリハビリ訪問看護ステーション南森町

北区

南森町2-4-21 ビットビル21

ナースクリエイツ訪問看護ステーション

北区

長柄中1-4-26 フラットプラム103号

大阪こどもリハ訪問看護ステーション

北区

長柄中3-5-15-2F

たかばた訪問看護ステーション

北区

本庄東1-10-19 第二ロイヤルハイツ盛206号

社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会中津病院訪問看護ステーション

北区

芝田2-10-39

桜の宮訪問看護ステーション

都島区

高倉町1-5-7

サンルーム訪問看護ステーション

都島区

都島北通1-18-2 FAビルディング201

訪問看護ステーションめばえ

都島区

都島北通2-12-11

ロイヤル訪問看護ステーション大阪北

都島区

善源寺町1-8-19 グレースコーポ都島101号

都島区医師会訪問看護ステーション

都島区

都島本通1-8-15

なないろ訪問看護ステーション

都島区

都島本通4-22-9 なないろビルヂング

訪問看護ステーション フレンドリー

都島区

都島南通1-19-10 プラネット都島702号室

訪問看護ステーションゆいか

都島区

片町1-8-18-402

はないろ訪問看護ステーション

都島区

中野町2-10-1 TMOビル1F

リハプロ訪問看護ステーション・都島

都島区

中野町5-9-1 岡本ビル1階

福島区訪問看護ステーション

福島区

海老江6-2-22 福島区在宅サービスセンター内

淀協訪問看護ステーションえがお

福島区

海老江7-3-16パレス都 3-C

訪問看護ステーション アンジュ

福島区

福島1-6-7 3F

ユニケア訪問看護ステーション

福島区

福島5-6-31 TATSUMI福島ビル504

訪問看護ステーション にじ

福島区

玉川4-15-11

訪問看護ステーション ジャストライフ

福島区

野田3-7-9

あかり訪問看護ステーション 福島事業所

福島区

吉野3-2-37

メディケア・リハビリ訪問看護ステーション福島

福島区

吉野4-10-22 吉野Tビル2階

訪問看護ステーション ルル

福島区

吉野4-14-15-200

訪問看護ステーションほ～ぷけあ

福島区

大開2-3-1 パネ協 大阪センタービル4Ｆ

ケア21メディカル訪問看護ステーションぴ～す此花

此花区

伝法1-3-17 一吉ハイツ1F-D

港ケア・訪問看護ステーション

此花区

西九条1-21-1 赤松屋ビル1階

なごみライフ訪問看護ステーション

此花区

西九条3-7-11 日伸第3マンション1F

クオレ訪問看護ステーション千鳥橋

此花区

梅香3-13-5

訪問看護ステーションソレイユ

此花区

春日出北2-14-27

暁明館訪問看護ステーション

此花区

春日出中1-27-13 YMS此花ビル202号

訪問看護ステーションスマイル

中央区

農人橋1-4-31-5C

法円坂訪問看護ステーション

中央区

谷町4-5-9 谷町アークビル1104・102

訪問看護ステーションカメリア

中央区

南久宝寺町4-4-12 I.B.センタービル7階

はな未来訪問看護ステーション

中央区

谷町6-2-33 ロイヤル谷町1001号

訪問看護ココロステーションミモ 大阪中央事業所

中央区

谷町7-2-7

Sieg訪問看護ステーション

中央区

谷町9-1-18 アクセス谷町ビル3階

大阪市中央訪問看護ステーション

中央区

上本町西2-5-25 3階

ぷらっと訪問看護ステーション

中央区

東平1-2-17

アワーズ訪問看護ステーション

西区

江之子島1-5-12-103

指定小児慢性特定疾病医療機関一覧表（大阪市）
※他の都道府県・政令市・中核市に所在する指定医療機関については当該自治体が指定・公示しています。
医療機関名

区名

住所

公益財団法人日本生命済生会 ニッセイ訪問看護ステーション

西区

江之子島2-1-54

Hug Hand訪問看護ステーション

西区

新町1-8-3

つむぎ訪問看護ステーション

西区

北堀江4-15-17

かなえるリハビリ訪問看護ステーション

西区

南堀江1-16-15 名城ビル4D

スマイルらいふ訪問看護ステーション

西区

南堀江1-18-20-9階

医療法人佐々木会キャリア訪問看護ステーション

西区

千代崎2-3-7-201

きつこう会 多根訪問看護ステーション

西区

九条南1-12-21

ナイス訪問看護ステーション

西区

九条1-21-24

訪問看護ステーションあさしお

港区

田中2-14-3

ケイ訪問看護ステーション

港区

南市岡3-5-3 森本マンション1階

エキスパートナース訪問看護ステーション

大正区

泉尾3-10-7

リハビリ訪問看護ステーションさくら

大正区

泉尾3-4-10 HITOMIビル102

社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会 泉尾訪問看護ステーション

大正区

北村3-5-10

セイワメディカル訪問看護ステーション

天王寺区

上本町8-2-1 クライス上本町204

杏訪問看護ステーション

天王寺区

上汐4-4-23 サンプラザ上汐701号

みきクリニック訪問看護ステーション

天王寺区

空清町5-18 MRTビルB1F

えーる・訪問看護ステーション

天王寺区

東高津町9-23

訪問看護ステーション友楽園

天王寺区

烏ヶ辻1-8-9-105

レオン訪問看護ステーション

天王寺区

烏ヶ辻2-2-11 天王寺福岡ビル4-B

訪問看護ステーションリハステージ

浪速区

日本橋西2-7-3 ファミール松竹202

社会医療法人若弘会 日本橋老人訪問看護ステーション

浪速区

日本橋4-7-17

愛染園訪問看護ステーション

浪速区

日本橋5-16-15 愛染橋病院10階

訪問看護ステーションコルディアーレ大国町

浪速区

大国1-4-2 ハイツ田村1階

ビジナなんば訪問看護ステーション

浪速区

元町1-9-11 丸元ビル704号室

訪問看護ステーション ファースト24

浪速区

元町3-8-27-701号

社会医療法人愛仁会 訪問看護ステーションほほえみ

西淀川区

佃2-2-46

訪問看護ステーション・コスモス

西淀川区

御幣島4-3-22 在宅総合センターらくらく3階

わくわくリハビリ訪問看護ステーション

西淀川区

柏里3-12-29

サラサ訪問看護ステーション西淀川

西淀川区

花川2-4-43-306

訪問看護ステーション OHANA

西淀川区

野里2-9-12-101

訪問看護ステーション メルシーライフ

西淀川区

姫里1-6-13 クレスト姫里1階

西大阪訪問看護ステーション

西淀川区

出来島1-5-22-101

訪問看護ステーションそら彩

西淀川区

出来島2-4-7

かなえるリハビリ訪問看護ステーション西淀川

西淀川区

姫島1-18-12ロワール三恵1F

クオレ訪問看護ステーション姫島

西淀川区

姫島5-7-9

合同会社 訪問看護ステーションエール

西淀川区

福町1-10-13 1F

スマイル訪問看護ステーション

淀川区

西宮原1-8-41 新大阪南愛ビル205号

セコム北大阪訪問看護ステーション

淀川区

三国本町3-28-8 グリーンコート三国203号室

訪問看護ステーション・コスモス サテライトあい

淀川区

西三国1-3-29 ファルマプランビル3階

訪問看護ステーション アークメディカル

淀川区

西中島1-9-13 クレアシオン新大阪ビル501

いえすリハビリ訪問看護ステーション

淀川区

西中島4-4-25 フルーレ新大阪808

あじさい訪問看護ステーションほのか

淀川区

木川西3-5-13-101

訪問看護ステーション癒の道

淀川区

十三東1-17-13-202

zen place 訪問看護ステーション十三

淀川区

十三東4-5-10 ヴィラエスポアール1F

訪問看護ステーション あんさんぶる

淀川区

塚本2-15-3 パルハイム101

ケア21メディカル訪問看護ステーションぴ～す淀川

淀川区

塚本3-7-19

訪問看護ステーションここの和

淀川区

加島4-17-16コーポ加島PartⅠB棟103

よあけ訪問看護ステーション

淀川区

新高2-19-4 コンフォート中山108号
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指定小児慢性特定疾病医療機関一覧表（大阪市）
※他の都道府県・政令市・中核市に所在する指定医療機関については当該自治体が指定・公示しています。
医療機関名
訪問看護ステーション ルシア

区名
淀川区

住所
新高4-6-11-301

社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田病院東淀川訪問看護ステーション 東淀川区

北江口1-8-5

リハビリ訪問看護ステーション アルシア

東淀川区

相川2-4-3 パレス東洋相川2号館203号

ともに訪問看護ステーション

東淀川区

大道南3-6-31

訪問看護ステーション燈

東淀川区

豊里2-6-6-101

訪問看護ステーション淀川ひまわり

東淀川区

豊里3-16-48

訪問看護ステーション上新庄

東淀川区

豊新2-9-8

よどきり訪問看護ステーション

東淀川区

豊新4-26-3

医療法人至心会 きたリハビリ訪問看護ステーション

東淀川区

豊新5-18-2 メゾングレース603号

東淀川ヤマシン訪問看護ステーション

東淀川区

下新庄5-23-15 ステディ下新庄102

大阪市東淀川区医師会立訪問看護ステーション

東淀川区

菅原4-4-37 大阪市東淀川区在宅サービスセンター「ほほえみ」内

おかもと訪問看護ステーション東淀川

東淀川区

菅原4-4-40 村上ビル201号室

よどきり訪問看護ステーション新大阪

東淀川区

淡路2-3-6

よどきり こども訪問看護ステーション

東淀川区

東中島6-12-11

訪問看護ステーションすいぞくかん

東成区

深江南3-22-15 アトレーユ深江101

アクティブ訪問看護ステーション大阪

東成区

大今里3-22-36

一般社団法人医療看護110番リハビリ訪問看護ステーション

東成区

大今里西1-24-20 1階

訪問看護ステーションしほう

東成区

東中本2-10-10

訪問看護ステーション東成おおみち

東成区

東中本2-9-26 ジョイフル遠山1階

ふぁむう訪問看護ステーション

東成区

中本3-17-10-712号

医療法人葛西医院 訪問看護ステーションかっさい

生野区

小路東6-2-5

グリーン訪問看護ステーション

生野区

巽北3-14-3 コスモビル4F

パリエ訪問看護ステーション

生野区

巽中1-8-3 ヤマシタビル1階

アシスト訪問看護ステーション

生野区

巽中4-1-1 アシスト巽センター201号

慶生会訪問看護ステーション

生野区

巽東2-18-1 慶生会ビル2Ｆ

アートケア訪問看護ステーション

生野区

勝山南2-6-32

コットン訪問看護ステーション生野

生野区

生野東1-2-18 のんビレッジ生野2F

訪問看護ステーション ハートフルえがお

旭区

中宮4-6-20

訪問看護ステーションすずらん

旭区

中宮4-9-7 ジュネス城北201

ユニケア訪問看護ステーション旭

旭区

赤川2-1-26マノールビル301号室

みんなの訪問看護ステーション

旭区

今市2-7-5

訪問看護ステーションごりら

旭区

清水3-21-20 ラ・フィーネ英光1階

牧訪問看護ステーション

旭区

清水4-2-22

医療法人清水会 トム・ソーヤ訪問看護ステーション

旭区

新森3-3-31

すず風訪問看護ステーション

旭区

高殿4-19-26 第2日栄マンション102

コルテーゼ訪問看護ステーション

旭区

高殿6-14-20 2階

旭区医師会訪問看護ステーション

旭区

高殿6-16-1

りゅうじん訪問看護ステーション花博

城東区

古市3-22-2-102

社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会野江訪問看護ステーション 城東区

今福東2-2-26

訪問看護ステーションゆうりん

城東区

中央1-7-31

城東区医師会訪問看護ステーション

城東区

中央2-11-16 ゆうゆう3F

わかぞの訪問看護ステーション

城東区

野江2-19-10 倉田産業ビル2階

訪問看護ステーション城東

城東区

放出西2-14-14

かずみ訪問看護ステーション

城東区

鴫野東1-6-8 セザンヌ松井4階A.B

ケア21メディカル訪問看護ステーション ぴ～す城東西

城東区

蒲生1-12-10 京橋アドバンス21 603号室

訪問看護ステーションおおみち

城東区

森之宮2-森之宮第2団地6号棟102号室

白馬の杜訪問看護ステーション

鶴見区

安田2-6-27

あいず訪問看護ステーションはなてん

鶴見区

今津中1-6-49

ユニケア訪問看護ステーション鶴見

鶴見区

今津中3-6-27 シャトー三愛113号

医療法人晃和会 訪問看護ステーション北田

鶴見区

放出東2-4-1
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指定小児慢性特定疾病医療機関一覧表（大阪市）
※他の都道府県・政令市・中核市に所在する指定医療機関については当該自治体が指定・公示しています。
医療機関名

区名

住所

鶴見区医師会浜訪問看護ステーション

鶴見区

諸口5丁目浜6-12 鶴見区在宅サービスセンター内3階

かなえるリハビリ訪問看護ステーション鶴見

鶴見区

横堤4-28-14 鶴見緑地道端マンション702号室

医療法人恒星会 優訪問看護ステーション

鶴見区

鶴見3-12-23-203

ヘルスコープおおさか訪問看護ステーション

鶴見区

鶴見3-6-24 ヘルスコープおおさか本部ビル2階

りんくる訪問看護ステーション

鶴見区

鶴見4-10-18 1F

K’s Care 訪問看護ステーション

鶴見区

鶴見4-15-31-101

訪問看護ステーションカルミア

鶴見区

鶴見4-9-5

スギ訪問看護ステーション林寺

阿倍野区

天王寺町北3-11-4

ピュール訪問看護ステーション

阿倍野区

天王寺町北3-7-18-101 ヴィラアイン

なにわ訪問看護ステーション

阿倍野区

文の里4-19-20

アぺリア訪問看護ステーション

阿倍野区

三明町2-6-16 コーワ21ビル401号

ジョリアンジュ訪問看護ステーション

阿倍野区

西田辺町2-2-9 鶴ケ丘ビル4-C

訪問看護ステーション マザーシー

阿倍野区

阪南町1-19-25 TNKアベノ201号

訪問看護ステーション帝塚山もも

阿倍野区

阪南町1-47-1 松井ﾋﾞﾙ2F

スギ訪問看護ステーション昭和町

阿倍野区

阪南町1-50-16 月岡ビル2階

ゲン・リハビリ訪問看護ステーション阿倍野

阿倍野区

阪南町2-2-11

オリーブ訪問看護ステーション阿倍野

阿倍野区

播磨町1-24-18 帝塚山檜山ビル302

ホープリハビリ訪問看護ステーション

阿倍野区

松虫通2-7-5

阿倍野区医師会訪問看護ステーション

阿倍野区

阿倍野筋5-8-26

ケア21メディカル訪問看護ステーションぴーす阿倍野

阿倍野区

松崎町3-15-23 フォレスト阿倍野701号室

マザーハウス訪問看護ステーション

住之江区

粉浜2-13-17 住吉の杜ビル1階

かなえるリハビリ訪問看護ステーション住之江

住之江区

粉浜3-15-9 コテジャルダン203号室

訪問看護ステーションアロンティア住之江

住之江区

安立2-7-2 宝楽トレジャー1階

あんりゅう訪問看護ステーション

住之江区

西住之江3-1-29

訪問看護ステーション住之江

住之江区

浜口西2-5-4

友愛訪問看護ステーション

住之江区

浜口西3-5-10

社会医療法人三宝会 南港病院訪問看護ステーション

住之江区

北加賀屋2-11-8 北加賀屋千島ビル303号室

わかリハビリ訪問看護ステーション

住之江区

御崎2-5-6 １階、2階

住之江ヤマシン訪問看護ステーション

住之江区

北島2-6-30 ラ・ベル住之江公園202号

燈和訪問看護ステーションあかり

住之江区

西加賀屋3-12-24 コーポサカエ101

社会医療法人景岳会 指定訪問看護事業所 南大阪訪問看護ステーション 住之江区

中加賀屋2-1-19

メディケア・リハビリ訪問看護ステーション大阪住吉

住吉区

長居西3-3-1 オレンジカウンティⅡ105号室

医療法人美喜有会 ニコニコ訪問看護ステーション

住吉区

長居1-2-17

SaKuLa訪問看護ステーション

住吉区

長居2-6-20 オムズコート105

蓮花の里 住吉訪問看護ステーション

住吉区

苅田10-3-5

えす訪問看護ステーション

住吉区

苅田5-15-11 第三大朋マンション106号室

みつば訪問看護ステーションあびこ

住吉区

苅田9-14-20 ヤヨイビル203号

スギ訪問看護ステーションあびこ

住吉区

我孫子東2-1-6 アビコエイトビル3H号室

楽しみ訪問看護ステーション

住吉区

山之内2-4-17

南大阪医療生活協同組合 訪問看護ステーション

住吉区

沢之町1-3-16

住吉区医師会訪問看護ステーション

住吉区

南住吉3-14-11

訪問看護ステーションつなぐ

住吉区

南住吉3-4-25

フォーリーブス訪問看護ステーション

住吉区

帝塚山西3-1-6 ホワイトハイツ帝塚山101

訪問看護ステーションハートフリーやすらぎ

住吉区

帝塚山東5-6-15 ２階

訪問看護ステーション フラワー

東住吉区

今林2-3-6

葵訪問看護ステーション

東住吉区

駒川4-11-13

訪問看護ステーションたちばな

東住吉区

鷹合3-2-66

訪問看護ステーション メディケアジャパン大阪

東住吉区

矢田2-8-12 コート東住吉501号

ひだまり訪問看護ステーション

東住吉区

矢田5-7-34

つばめ訪問看護ステーション

東住吉区

田辺3-22-12

大阪発達総合療育センター訪問看護ステーションめぐみ

東住吉区

山坂5-9-16
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指定小児慢性特定疾病医療機関一覧表（大阪市）
※他の都道府県・政令市・中核市に所在する指定医療機関については当該自治体が指定・公示しています。
医療機関名

区名

住所

はぁと訪問看護ステーション

東住吉区

北田辺2-3-9-1F

ラナ訪問看護ステーション

東住吉区

北田辺4-18-4

訪問看護ステーション メディケアジャパン大阪南

平野区

加美北4-5-48 オーシャン平野506号

かがやき訪問看護ステーション加美駅前

平野区

加美東4-15-6

クライス訪問看護ステーション

平野区

長吉六反2-5-6 ル・ヴィラージュ206

松原ヤマシン訪問看護ステーション

平野区

長吉川辺4-1-56 マリワール川辺602号室

酒井診療所訪問看護ステーション

平野区

長吉長原西2-2-3 クリオパレス213

訪問看護ステーションうさぎ

平野区

長吉長原2-2-56

リハビリ訪問看護ステーション まえあし

平野区

瓜破東2-5-61

レガーヴル訪問看護ステーション

平野区

西脇1-7-1 日宝メゾンドショウ101

あいず訪問看護ステーション平野

平野区

平野市町1-2-25

ハピネス訪問看護ステーション

平野区

平野本町1-8-32 ビス平野2階

リレイト訪問看護ステーション

平野区

平野宮町1-4-29 宮町ビル4A

「セレーノ」訪問看護ステーション

西成区

天下茶屋2-21-10

らすぱる訪問看護ステーション

西成区

梅南2-3-10

天神の森訪問看護ステーション

西成区

岸里東2-14-10

おはな訪問看護ステーション

西成区

玉出西1-1-4-602

COCORO 訪問看護ステーション西成

西成区

潮路2-2-7

看護の歩

西成区

千本中2-7-12
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