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訪問看護ステーション等　名称 〒 訪問看護ステーション等　所在地

アイル訪問看護ステーション 640-8255 和歌山県和歌山市舟津町4丁目28番地の2

いこいの訪問看護ステーション 640-8464 和歌山県和歌山市市小路283-1　ポアール紀ノ川3-A

いのうえケアセンター訪問看護 640-8404 和歌山県和歌山市湊4-1

かつら訪問看護ステーション 641-0031 和歌山県和歌山市西小二里3-4-13

楠見訪問看護ステーション　すずらん 640-8463 和歌山県和歌山市楠見中296-4

クラシア訪問看護ステーション 641-0012
和歌山県和歌山市紀三井寺６６１－８
　アバンセβ１０１号室

クルミ訪問看護ステーション 641-0014 和歌山県和歌山市毛見450-7サンワ浜の宮106号

敬愛訪問看護ステーション和歌山 640-8067 和歌山県和歌山市一筋目12番地　小倉ビル３D号

心音訪問看護ステーション 640-8265 和歌山県和歌山市小松原6-1-51

スミヤ訪問看護ステーション 640-8344 和歌山県和歌山市納定11-4

セントケア看護小規模木ノ本 640-8453 和歌山県和歌山市木ノ本599-1

セントケア看護小規模中之島 640-8392 和歌山県和歌山市中之島2074番地

セントケア訪問看護ステーション中之島 640-8392 和歌山県和歌山市中之島2074番地

セントケア訪問看護ステーション城北 640-8066 和歌山県和歌山市東布経丁3丁目6

そうわケアサービス 640-8113 和歌山県和歌山市広瀬通丁3-13-2　201号

なないろ訪問看護ステーション 649-6321 和歌山県和歌山市布施屋557-17

プライマリーリハビリ訪問看護ステーション 640-8483 和歌山県和歌山市園部870-1

訪問看護ステーション　こむすび 640-8434 和歌山県和歌山市榎原250-3

訪問看護ステーション　つむぎ 640-8483 和歌山県和歌山市園部1030-4

訪問看護ステーション　デューン和歌山 640-8343 和歌山県和歌山市吉田305-3　グレース吉田102号室

訪問看護ステーション　成幸 640-8301 和歌山県和歌山市岩橋1632-9

訪問看護ステーション　ままーん 640-8124 和歌山県和歌山市雄松町1-66

訪問看護ステーション　やつぎ 640-8313 和歌山県和歌山市西647-1

訪問看護ステーション　リハいち 640-8033 和歌山県和歌山市本町8丁目1-3

訪問看護ステーションHARE 640-8471 和歌山県和歌山市善明寺415

訪問看護ステーションＮＩＣＯ 640-8316 和歌山県和歌山市有家377-7

訪問看護ステーションOhana 649-6339 和歌山県和歌山市弘西92　アヴニール105号

訪問看護ステーション明日香 640-8319 和歌山県和歌山市手平1-7-27

訪問看護ステーションこだま 640-8342 和歌山県和歌山市友田町4-130

訪問看護ステーションスマート 640-8322 和歌山県和歌山市秋月331

訪問看護ステーションつづみ 640-8293 和歌山県和歌山市駕町56

訪問看護ステーションでいご 640-8341 和歌山県和歌山市黒田３４－１

訪問看護ステーションなごみ 640-8421 和歌山県和歌山市松江東2-1-72

和歌山県指定医療機関（訪問看護ステーション等）一覧



訪問看護ステーション等　名称 〒 訪問看護ステーション等　所在地

訪問看護ステーションナンバーワン 640-8402 和歌山県和歌山市野崎６２－１

訪問看護ステーション蒲輪の里 641-0036 和歌山県和歌山市西浜1270-1

訪問看護ステーションみかん 640-8403 和歌山県和歌山市湊５－７－１１

訪問看護ステーション明王寺の看護師さん 640-0305 和歌山県和歌山市明王寺372

訪問看護ステーション六十谷 640-8482 和歌山市六十谷180-22

訪問看護ステーション優々 640-8322 和歌山県和歌山市秋月62-11　メゾン秋月201

訪問看護ステーションリーフ 640-8223 和歌山県和歌山市太田667-6

訪問看護リハビリステーションもも 641-0003 和歌山県和歌山市坂田665-5

ホーム・ナース 640-8303 和歌山県和歌山市鳴神70-10

まつい訪問看護ステーション 640-8272 和歌山県和歌山市砂山南4丁目1-37

幹在宅看護センター 640-0332 和歌山県和歌山市冬野703-9

和歌山すみれ訪問看護ステーション 641-0041 和歌山県和歌山市堀止南ノ丁4-24

愛ケアサービス訪問看護ステーション 649-6263 和歌山県和歌山市下三毛464-1

医療法人　福慈会　訪問看護ステーション　福慈会 641-0021 和歌山県和歌山市和歌浦東3丁目5-32

医療法人曙会　訪問看護ステーション　コスモス 641-0054 和歌山県和歌山市塩屋6丁目2-70

看護ステーションアトム 640-8116 和歌山県和歌山市西紺屋町2丁目30-2

紀州リハビリケア訪問看護ステーション 640-0332 和歌山県和歌山市冬野1335-1

訪問看護　オアシス 640-0115 和歌山県和歌山市つつじが丘2-6-1

訪問看護　つばさ 640-8453 和歌山県和歌山市木ノ本257-13　ル・シャンテ木ノ本103号

訪問看護ステーション　エスポワール 640-8461 和歌山県和歌山市船所30-1

訪問看護ステーション　たかまつ 641-0051 和歌山県和歌山市西高松1丁目5-36

訪問看護ステーション　ハーモニー 640-8322 和歌山県和歌山市秋月535-2

訪問看護ステーション　ハッピーライフ 649-6274 和歌山県和歌山市金谷206-6

訪問看護ステーション　はやしもと 640-8265 和歌山県和歌山市小松原5-1-4

訪問看護ステーション　フロムはーと 649-6321 和歌山県和歌山市布施屋320-1

訪問看護ステーション　みつばち 649-6262 和歌山県和歌山市上三毛685-1

訪問看護ステーション　みやがわ 649-6321 和歌山県和歌山市布施屋828-16　メープル・フレア101号室

訪問看護ステーション　メンタルナース 640-8314 和歌山県和歌山市神前488-4

訪問看護ステーション　紀三井寺苑 641-0015 和歌山県和歌山市布引13-7

訪問看護ステーション　響 649-6339 和歌山県和歌山市弘西889-3

訪問看護ステーション　心晴 640-8303 和歌山県和歌山市鳴神13-29　朝日プラザ606

訪問看護ステーション　生協みなみ 640-8392 和歌山県和歌山市中之島880-1

訪問看護ステーション「西和歌山」 640-8432 和歌山県和歌山市土入176

訪問看護ステーションえいと 640-8323 和歌山県和歌山市太田4-5-13

訪問看護ステーションおり鶴 640-8392 和歌山県和歌山市中之島375-9



訪問看護ステーション等　名称 〒 訪問看護ステーション等　所在地

訪問看護ステーションかせいたむら 640-8403 和歌山県和歌山市北島325-106

訪問看護ステーション桔梗 640-8303 和歌山県和歌山市鳴神120-5

老人訪問看護ステーション　かまやま 641-0004 和歌山県和歌山市和田350

訪問看護ステーションなごみ 649-6321 和歌山県和歌山市布施屋603-1ベルハウスⅡ205号室

ケアサポートさくら　訪問看護ステーション 642-0033 和歌山県海南市鳥居3-1

阪井カルフール・ド・ルポ 642-0024 和歌山県海南市阪井1769-1、1770-1

訪問介護ステーション くるみ 642-0015 和歌山県海南市且来４６－３

訪問看護ステーション　サポートセンターきずな 642-0002 和歌山県海南市日方1279-3　201号室

訪問看護ステーションひかり海南 642-0002
和歌山県海南市日方１２８９－１７９
　ニューハマ３Ｂ１０５号室

訪問看護セントケアかいなん 642-0002 和歌山県海南市日方1167-1　日方スクエアB

ライフパートナー 642-0014 和歌山県海南市小野田1620-101

海南市訪問看護ステーション 642-0002 和歌山県海南市日方1519-10

訪問看護ステーション　天美 640-0441 和歌山県海南市七山964-1

セントケア訪問看護ステーション橋本 648-0085 和歌山県橋本市岸上５５８－３　２階

訪問看護ステーション結（ゆい） 649-7206 和歌山県橋本市高野口町向島98-27

橋本市訪問看護ステーション 648-0005 和歌山県橋本市小峰台2丁目8-1

訪問看護ステーション　ウエルビー 648-0086 和歌山県橋本市神野々1103

訪問看護ステーション　ソレイユ 648-0072 和歌山県橋本市東家6丁目7-11

訪問看護ステーションなのはな 648-0064 和歌山県橋本市橋本1-2-14

さくら訪問看護ステーション 649-0305 和歌山県有田市港町29-1

訪問看護ステーション悠達者 643-0004
和歌山県有田郡湯浅町湯浅2061-4
ピースフルランド湯浅206号室

有田市立病院訪問看護ステーション 649-0316 和歌山県有田市宮崎町6

ひなた訪問看護ステーション 644-0012 和歌山県御坊市湯川町小松原420-15　興土ビル4階A号室

訪問看護ステーション・キタデ 644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部728-4

訪問看護ステーション中紀 649-1342 和歌山県御坊市藤田町吉田324-1

スマイリング訪問看護ステーション 646-0051 和歌山県田辺市稲成町411-2

ナースステーションＶｏｉｃｅ 646-0036 和歌山県田辺市上屋敷1-14-50

訪問看護ステーションいなほ 646-0028 和歌山県田辺市高雄2-34-17

訪問看護ステーションでいご 646-0028 和歌山県田辺市高雄２－１５－２７

訪問看護ステーションはる 646-0216 和歌山県田辺市下三栖1277-10

訪問看護ステーション望夢 646-0023 和歌山県田辺市文里1-20-19

田辺市社会福祉協議会龍神訪問看護事業所 645-0417 和歌山県田辺市龍神村柳瀬1134

訪問看護ステーション　エンゼル 646-0022 和歌山県田辺市東山1丁目3-8

訪問看護ステーション　ふるさと 646-0028 和歌山県田辺市高雄3丁目19-11　高雄事務所1階

訪問看護ステーション　和 646-0028 和歌山県田辺市高雄1丁目11-10



訪問看護ステーション等　名称 〒 訪問看護ステーション等　所在地

訪問看護ステーションあおり 646-0032 和歌山県田辺市下屋敷町23-3

訪問看護ステーションたいよう 646-0004 和歌山県田辺市下万呂588-1　フロムドットビル1F　103号

訪問看護ステーション田辺メディカル 646-0014 和歌山県田辺市新万3-19

しんぐうリハビリ訪問看護ステーション 647-0042 和歌山県新宮市下田1-1-2　マサキビル1F

ナースセンターよろこび 647-0072 和歌山県新宮市蜂伏11-49

ひだまり訪問看護ステーション 647-0045 和歌山県新宮市井の沢9-10

訪問看護ステーション紀の風 647-0071 和歌山県新宮市佐野1322-1

訪問看護ステーション仁智 647-0018 和歌山県新宮市仲之町1-2-11

リビング訪問看護ステーション 647-0081 和歌山県新宮市新宮3651-1

訪問看護ステーションのぞみ 647-0011 和歌山県新宮市下本町2丁目4-1

Ocean訪問看護ステーション 640-0402 和歌山県紀の川市貴志川町丸栖６６２

訪問看護ステーション　マリーゴールド 649-6414 和歌山県紀の川市打田1336-1　岡ビル1階

訪問看護ステーションREVIVE 649-6417 和歌山県紀の川市西大井１４３－５ロクイチビル３F

訪問看護ステーション瑞穂 649-6531 和歌山県紀の川市粉河775-1

聖アンナ訪問看護ステーション 640-0412 和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1

訪問看護ステーション　グリーンスマイル 649-6542 和歌山県紀の川市東野70-1

訪問看護ステーション　りんく 649-6424 和歌山県紀の川市畑野上333-1

訪問看護ステーション　貴志川 640-0415 和歌山県紀の川市貴志川町長原1037-4

訪問看護ステーション　騏驎 649-6531 和歌山県紀の川市粉河951-1

訪問看護ステーションなだい 649-6426 和歌山県紀の川市下井坂605

名手訪問看護ステーション 649-6631 和歌山県紀の川市名手市場294-1

プライマリーリハビリ訪問看護ステーション那賀 649-6204 和歌山県岩出市今中127-6

訪問看護ステーション　千 649-6221 和歌山県岩出市溝川274-1　パルネット岩出102

訪問看護ステーションうらら 649-6258 和歌山県岩出市山878-5　メインストリート豊和ⅢB棟東号室

訪問看護ステーションこむすび岩出紀の川 649-6226 和歌山県岩出市宮71-1　パストラルビル2階2-C

訪問看護ステーションじんべえ 649-6235 和歌山県岩出市西野211-1-103

訪問看護ステーションとみた 649-6253 和歌山県岩出市紀泉台432

訪問看護ステーションひより 649-6223 和歌山県岩出市高塚65-6　岩出三栄プラザ105号

訪問看護ステーションみちラボ 649-6227 和歌山県岩出市清水405　岩出第1駅前ビル2階

訪問看護ステーションいしずえ和歌山 649-6248 和歌山県岩出市湯窪43-1 4号室

訪問看護ステーションつくしの里 649-6241 和歌山県岩出市中迫665

訪問看護ステーションリットビム 649-6215 和歌山県岩出市中迫579-7

のかみ訪問看護ステーション 640-1141 和歌山県海草郡紀美野町小畑198

訪問看護ステーションHanako 640-1141 和歌山県海草郡紀美野町小畑794-19

こもれびの里訪問看護ステーション 649-7161 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東109-8



訪問看護ステーション等　名称 〒 訪問看護ステーション等　所在地

訪問看護ステーションはなぶさ 649-7161 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東446

愛光園訪問看護ステーション 649-7174 和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野1401-2

訪問看護ステーション　そら 649-7207 和歌山県橋本市高野口町大野334-3

訪問看護ステーション　ひだまり 649-7137 和歌山県伊都郡かつらぎ町兄井131-3

訪問看護ステーション英～はな～ 649-7206 和歌山県橋本市高野口町向島219-4

グルー訪問看護ステーション 643-0004 和歌山県有田郡湯浅町大字湯浅2799

済生会有田訪問看護ステーション 643-0007 和歌山県有田郡湯浅町吉川52-6

あうる訪問看護ステーション 643-0811 和歌山県有田郡有田川町庄849-1

きび訪問看護ステーション 643-0034 和歌山県有田郡有田川町小島16

訪問看護ステーションひかり 643-0032 和歌山県有田郡有田川町天満171-1サンフォルテ宮井2－2

訪問看護ステーションひまわり 644-0041 和歌山県日高郡美浜町田井313-1

訪問看護ステーションナンバーワン日高 649-1211 和歌山県日高郡日高町荊木１１５－１

みなべ町訪問看護ステーション 645-0002 和歌山県日高郡みなべ町芝447-2

公益財団法人白浜医療福祉財団　訪問看護ステー
ションたんぽぽ

649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1447

訪問看護ステーション南紀 649-2325 和歌山県西牟婁郡白浜町富田699-1

たかの訪問看護センター 649-2103 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬321-74

訪問看護ステーションくりあ 649-2105 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来3295-17

訪問看護ステーションこころ 649-2105 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来2458-1

訪問看護ステーションこもれび 649-2105 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来782-1

訪問看護ステーションピースフル 649-2107 和歌山県西牟婁郡上富田町市ノ瀬2407-4

訪問看護ステーションささゆり 647-1731 和歌山県田辺市本宮町本宮667-6

訪問看護ステーションすてっぷ 649-2102 和歌山県西牟婁郡上富田町岩田1776-1

訪問看護ステーションめぐみ 649-2102 和歌山県西牟婁郡上富田町岩田2068

すさみ町訪問看護ステーション 649-2621 和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見2382

SOLEIL訪問看護ステーション 649-5331 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町天満204

はまゆう訪問看護ステーション 649-5332 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町朝日1丁目60

訪問看護ステーションすずらん 649-5312 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町宇久井714-3

訪問看護ステーションフレッタ 649-5331 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町朝日2-249

訪問看護ステーションみなと 649-5331 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町天満1595-22

リハビリ訪問看護センターやたがらす 649-5312 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町宇久井1730-324

高瀬会訪問看護ステーション 649-4224 和歌山県東牟婁郡古座川町高瀬406番地

健佑訪問看護ステーション 649-3503 和歌山県東牟婁郡串本町串本2383


