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医療機関所在地 受診方法 ロービジョンケア
電話番号（FAX番号）　URL (特記事項） 実施日

医療法人 むらかみ眼科医院 〒808-0144 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：無 眼科医
福岡県北九州市若松区高須東3-13‐10 弱視眼鏡の選択・訓練
093-742-3777 (093-742-3779) 遮光眼鏡の選択・訓練
http://www5c.biglobe.ne.jp/~mu-g/ 日常生活訓練

療育相談
就学相談
就労相談
情報提供

三村眼科医院 〒803-0818 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：無 随時 眼科医
福岡県北九州市小倉北区竪町2丁目6-11 弱視眼鏡の選択・訓練
093-561-7905 (093-561-7996) 遮光眼鏡の選択・訓練

拡大読書器の選択・訓練
北九州市立総合療育センター 〒802-0803 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 眼科医

福岡県北九州市小倉南区春ヶ丘10-2 弱視眼鏡の選択・訓練 視能訓練士
093-922-5505 (093-952-2713) 遮光眼鏡の選択・訓練 歩行訓練士
http://www.ganka.kitaq-src.jp/ 拡大読書器の選択・訓練

パソコン訓練
点字訓練
日常生活訓練
歩行訓練
遺伝相談
療育相談
就学相談
就労相談
情報提供

産業医科大学病院 〒807-8556 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 眼科医
福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘1番1号 弱視眼鏡の選択・訓練
093-603-1611 遮光眼鏡の選択・訓練
http://www.uoeh-u.ac.jp/hospital.html 拡大読書器の選択・訓練

日常生活訓練
遺伝相談
療育相談
就学相談
就労相談
情報提供

第2木曜日午後、
第4水曜日午前（初診および再診

の外来受診後、主
治医からロービ
ジョン外来を予約
してもらってくださ
い。）

(再診は予約制と
なる）

医療機関名 行っていること 本学会会員

外来診察時間
内：予約制（副院長の外来担

当日に受診してく
ださい）
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医療機関所在地 受診方法 ロービジョンケア
電話番号（FAX番号）　URL (特記事項） 実施日

医療機関名 行っていること 本学会会員

医療法人松井医仁会 〒812-0036 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：無 他科の医師
大島眼科病院 福岡県福岡市博多区上呉服町11-8 弱視眼鏡の選択・訓練 視能訓練士

092-281-3020 (092-281-5407) 遮光眼鏡の選択・訓練 看護師
http://www.ohshimaganka.com/ 拡大読書器の選択・訓練 その他

点字訓練
日常生活訓練
遺伝相談
療育相談
就学相談
就労相談
情報提供

〒810-0022 弱視眼鏡の選択・訓練 眼科医
福岡県福岡市中央区薬院4丁目１-27 遮光眼鏡の選択・訓練
薬院大通センタービル1番館211 拡大読書器の選択・訓練
092-533-5361 (092-533-5362)

新井眼科医院 〒814-0165 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 眼科医
福岡県福岡市早良区次郎丸2-10-43 弱視眼鏡の選択・訓練
092-401-3003 (092-401-3010) 遮光眼鏡の選択・訓練
http://www.arai-eyeclinic.com/ 拡大読書器の選択・訓練

遺伝相談
療育相談
就学相談
就労相談
情報提供

思案橋ツダ眼科 〒850-0832 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 火曜日午前中 眼科医
長崎県長崎市油屋町1-12 遮光眼鏡の選択・訓練
095-823-9201 (095-823-9219) 拡大読書器の選択・訓練

情報提供
医療法人 ダケ眼科クリニック 〒853-0007 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 不定期

長崎県五島市福江町15-16 弱視眼鏡の選択・訓練
0959-72-2138 (0959-72-2139) 遮光眼鏡の選択・訓練

拡大読書器の選択・訓練
点字訓練
歩行訓練
療育相談
情報提供

随時だが、出来
るだけ相談して
実施日を決定し

医療法人SMAK 杉野敬子眼
科クリニック

視覚障害・盲
ろう生活訓
練指導員

http://www.ohshimaganka.com/
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医療機関所在地 受診方法 ロービジョンケア
電話番号（FAX番号）　URL (特記事項） 実施日

医療機関名 行っていること 本学会会員

出田眼科病院 〒860-0027 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 適宜 視能訓練士
熊本県熊本市中央区西唐人町39 弱視眼鏡の選択・訓練
096-325-5222 (096-311-5512) 遮光眼鏡の選択・訓練
http://www.ideta.or.jp/ 拡大読書器の選択・訓練

パソコン訓練
日常生活訓練
歩行訓練
療育相談
就学相談
就労相談
情報提供

いなだ眼科 〒860-0072 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：無 随時行います。 眼科医
熊本県熊本市西区花園二丁目1-58 弱視眼鏡の選択・訓練
096-311-2830 (096-311-2834) 遮光眼鏡の選択・訓練
http://www.inadaganka.jp/ 拡大読書器の選択・訓練

情報提供
いでた平成眼科クリニック 〒862-0968 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 随時行います 眼科医

熊本県熊本市南区馬渡1丁目14-25 弱視眼鏡の選択・訓練 視能訓練士
096-377-1148 (096-377-1150) 遮光眼鏡の選択・訓練
https://ideta-heisei.com/ 拡大読書器の選択・訓練

日常生活訓練
歩行訓練
療育相談
就学相談
就労相談
情報提供

医療法人 慶和会 たなか眼科 〒870-0854 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：無 眼科医
大分県大分市大字羽屋118-6 弱視眼鏡の選択・訓練
097-544-3311 (097-547-8322) 遮光眼鏡の選択・訓練
http://nttbj.itp.ne.jp/0975443311/index.html 拡大読書器の選択・訓練

療育相談
就学相談
情報提供

不定期（再診時
にロービジョン外
来を予約）

http://www.ideta.or.jp/
http://www.inadaganka.jp/
https://ideta-heisei.com/
http://nttbj.itp.ne.jp/0975443311/index.html
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医療機関所在地 受診方法 ロービジョンケア
電話番号（FAX番号）　URL (特記事項） 実施日

医療機関名 行っていること 本学会会員

大分大学医学部附属病院 〒879-5593 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 眼科医
大分県由布市挾間町医大ヶ丘１丁目１番地 弱視眼鏡の選択・訓練 視能訓練士
眼科外来：097-586-6900 (097-586-6903) 遮光眼鏡の選択・訓練

日常生活訓練
療育相談
就学相談
就労相談
情報提供

医療法人財団 シロアム会 〒880-0035 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 眼科医
新城眼科医院 宮崎県宮崎市下北方町目後899-1 弱視眼鏡の選択・訓練

0985-29-4700 (0985-25-8095) 遮光眼鏡の選択・訓練
http://www.shinjo-ganka.or.jp/

宮崎大学医学部附属病院 〒889-1692 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 毎月第3金曜日 眼科医
宮崎県宮崎市清武町木原5200 弱視眼鏡の選択・訓練
0985-85-1510 遮光眼鏡の選択・訓練

拡大読書器の選択・訓練
情報提供

宮田眼科病院 〒885-0051 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 月曜午後 眼科医
宮崎県都城市蔵原町6街区3号 弱視眼鏡の選択・訓練 視能訓練士
0986-22-1441 (0986-24-2174) 遮光眼鏡の選択・訓練
http://www.miyata-med.ne.jp/ 拡大読書器の選択・訓練

日常生活訓練
療育相談
就学相談
就労相談
情報提供

鹿児島大学病院 〒890-8520 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 第4・5木曜 眼科医
鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘 8-35-1 弱視眼鏡の選択・訓練
099-275-5168 (099-275-6698) 遮光眼鏡の選択・訓練
http://www.kufm.kagoshima-u.ac.jp/~op/ 拡大読書器の選択・訓練

日常生活訓練
療育相談
就学相談
就労相談
情報提供

（初診の方は、紹
介医により医務課
外来予約担当（電
話 099-275-5168,
FAX 099-275-
6698）にて予約を
とり、紹介医から
の紹介状を必ず
ご用意下さい。）

（紹介状が必要で
す。）

http://www.med.miyazaki-
u.ac.jp/home/hospital/

http://www.med.oita-
u.ac.jp/hospital/index.html

月・火・木の午
後、予約制
（「ORT検査」枠）

（月・水・金午前の
一般外来を受診
後、担当医にて
ロービジョンケア
の予約をとる）

http://www.shinjo-ganka.or.jp/
http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/hospital/
http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/hospital/
http://www.med.oita-u.ac.jp/hospital/index.html
http://www.med.oita-u.ac.jp/hospital/index.html
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医療機関所在地 受診方法 ロービジョンケア
電話番号（FAX番号）　URL (特記事項） 実施日

医療機関名 行っていること 本学会会員

鹿児島生協病院 〒891-0141 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 毎週火曜午後 眼科医
鹿児島県鹿児島市谷山中央5-20-10 遮光眼鏡の選択・訓練
099-267-1455 (099-260-4783) 拡大読書器の選択・訓練
http://www.kaseikyohp.jp/ 情報提供

てるや眼科クリニック 〒901-0361 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 眼科医
沖縄県糸満市字糸満1266-1 弱視眼鏡の選択・訓練 （水・土） 視能訓練士
098-992-0800 (098-992-0801) 遮光眼鏡の選択・訓練

拡大読書器の選択・訓練
情報提供

水・土であるが電
話で相談可


