表３ 医療的ケア児等コーディネーター (令和３年４月現在)
名称
(福)藤本愛育会
大分こども発達支援センター
多機能型事業所やすらぎ
(福)藤本愛育会
大分こども発達支援センター
相談支援事業所あおぞら
(福)シンフォニー
大分市障がい者相談支援センター
コーラス
(福)大分県福祉会
相談支援事業所うえの園
(株)帆柱
相談支援まるまる
(医)敬和会
看護小規模多機能型居宅介護 そら
大分県立病院
患者総合支援センタ－ 地域医療連携室

所在地

担当者/電話

〒870-0943

大分市大字片島字長三郎 2996-3

竹永 美香
097-557-0114

〒870-0943

大分市大字片島字長三郎 2996-1

池田 法子
097-557-0121

〒870-0819

大分市王子新町 5 番 1 号

木許 照代
097-576-8888

〒870-0025

大分市顕徳町 1 丁目 13-17

〒870-0133

大分市葛木 816 番地

〒870-0147

大分市大字小池原 1021 番地

〒870-8511

大分市豊饒 2 丁目 8 番 1 号

大分県立病院 小児科

〒870-8511

大分市豊饒 2 丁目 8 番 1 号

大分市福祉保健部 障害福祉課

〒870-8504

大分市荷揚町 2 番 31 号

〒874-0919

別府市石垣東 3 丁目 1 番 8 号

〒874-0934

別府市駅前本町 10 番 5 号

〒874-0932

別府市野口中町 11 番 17 号

〒874-0838

別府市大字鶴見4075 番地の 1

〒874-0011

別府市内竈 1393-2

〒874-0921

別府市富士見町 1365-6

〒874-0910

別府市石垣西 6 丁目 1 番 45 号

〒874-0840

別府市大字鶴見 4548 番地

〒874-0011

別府市内竈 1473 番地

〒871-0007

中津市蛎瀬 643 番地
かきぜサポートセンター内

〒871-0101

中津市三光森山 823-2

〒877-0083

日田市吹上町 1182

〒877-0077

日田市大字友田字田中 516 番地の 1

〒876-0813

佐伯市長島町 3 丁目 446 番地

(福)一燈園
障がい相談支援センター いっとうえん
(福)別府若葉会
めろでぃー相談支援事業所
(株)リフライ
放課後等デイサービス Sunny side up
(福)別府発達医療センター
相談支援事業所 ぱれっと
(福)太陽の家
障害者相談支援センターたいよう
(福)みのり会
障がい者地域生活支援センター泉
(特非)グリーンポケット
相談支援事業所はーとポケット
(独)国立病院機構西別府病院
(独)国立病院機構別府医療センター
統括診療部
(福)九州キリスト教社会福祉事業団
障がい者生活支援センター エマオ
(福)直心会
つくし園在宅支援センターポケット
(福)すぎのこ村
び～と
(福)すぎのこ村
そら
(福)県南福祉会
こども相談支援センター めばえ

-182-

玉井 直生
097-574-8535
中山 さゑ子
097-523-5545
若林 悦子
097-547-7865
赤嶺 顕子
097-546-7457
時松 陽子
097-546-7111
岡嶋 志保
097-537-5658
加藤 智恵美
0977-76-8022
橋本 憲明
0977-76-5807
河野 龍児
0977-75-8416
橋本 和美
0977-25-9758
谷口 祐子
0977-66-1674
迫田 篤
0977-25-3443
鎌島 孝
0977-23-1913
岩尾 恵美
0977-24-1221
管谷 愛美
0977-67-1111
吉田 友里恵
0979-26-1231
佐々木 智子
0979-43-6181
髙村 将興
0973-28-5626
土田 光栄
0973-22-0008
木本 好美
0972-28-6780

名称
(同)まるまる
相談支援事業所まるまる
(福)聖母の騎士会
恵の聖母の家 相談支援事業所こころ
(福)みずほ厚生センター
さぽーとセンター風車
(一社)津久見市医師会
訪問看護ステーション やすら木
(福)津久見市社会福祉協議会
指定相談支援事業所サポートセンター
竹とんぼ
(医)大久保病院
医療相談室
竹田市社会福祉課
(福)ひまわり会
ぶんご高田障がい者相談支援センター
(福)みづほ育成会
みづほ障がい者相談支援センター
(福)みのり村
しらはぎ障がい者生活支援センター
(株)ヒューマン・トータルケア
共生型デイサービス 懐
(福)大分県社会福祉事業団
地域総合支援センター
サポートネットすまいる
(福)紫雲会
サポートセンターサライ
相談支援事業所 そよかぜ
(福)大分県社会福祉事業団
相談支援センターこだま
(大)大分大学医学部附属病院
医事課
由布市 健康増進課
湯布院健康センター
訪問看護ステーションくにさき
居宅介護保険センターくにさき
国東市民病院 地域医療連携室
(福)みのり村
みのり障がい者生活支援センター
(福)太陽の家
太陽の家障害者生活支援センター
（福）くらっぷ
こども発達支援センター あ～く
（福）くらっぷ
こども発達支援センター あ～く
こども相談支援センター のあ

所在地
〒876-1511
〒875-0211
〒875-0041
〒879-2401

担当者/電話

大谷 慎之介
080-3966-1948
井上 勝己
臼杵市野津町都原 3601-2
0974-32-7770
首藤 小和
臼杵市臼杵州崎 72-137
0972-63-5888
鳥越 和代
津久見市大字千怒 6111 番地の 1
0972-85-0101
佐伯市長良 629 番地 1

〒879-2441

津久見市中央町 760-133

〒878-0204

竹田市久住町大字栢木 6026-2

〒878-0011

竹田市会々1650 番地

〒872-1105

豊後高田市西真玉 2077 番地の 3

〒879-0608

豊後高田市呉崎 760-7

〒873-0013

杵築市日野 1921-7

〒879-0462

宇佐市大字別府 16 番地の 5

〒879-0471

宇 佐 市 大 字 四 日 市 2482 番 地 1

〒879-7144

豊後大野市三重町本城 2054 番地

〒879-7306

豊 後 大 野 市 犬 飼 町 下 津 尾 3491 番 3

〒879-5516

由布市挾間町赤野 339-1

〒879-5593

由布市挾間町医大ヶ丘１丁目１番地

〒879-5192

由布市湯布院町川上 3738 番地

〒873-0298

国東市安岐町下原 1456 番地

〒873-0298

国東市安岐町下原 1456 番地

〒879-1504

速見郡日出町大神 1616

〒879-1504

速見郡日出町大神 1402-6

〒879-4413

玖珠郡玖珠町大字塚脇 581 番地の 3

〒879-4413

玖珠郡玖珠町塚脇 581 番地の 3

-183-

仲村 真樹
0972-82-5000
後藤 真希
0974-64-7777
首藤 理恵
0974-63-4811
目代 真之
0978-23-4111
貞池 健
0978-24-3200
田中 奈津美
0978-62-2276
古江 雄伊知
0978-25-7875
山川 裕二
0978-32-1154
神志那 久美
0974-22-1041
田島 良平
097-578-5001
森山 浩成
097-583-0350
脇坂 健史
097-549-4411
池田 眞理
0977-84-3111
飯塚 貴久美
0978-66-7403
清原 理史
0978-67-1211
田中 哲史
0977-75-7020
恒松 陽子
0977-72-1682
穴井 美智代
0973-72-1023
田中 佑樹
0973-72-1023

