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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

根本眼科 〒313-0016 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 火曜・水曜午後 眼科医

茨城県常陸太田市金井町3694-5 弱視眼鏡の選択・訓練 視能訓練士

0294-73-1331 (0294-73-1332) 遮光眼鏡の選択・訓練

http://www.seizanso.co.jp/ganka/ 拡大読書器の選択・訓練

情報提供

医療法人 雄三会 〒321-0932 情報提供 予約：無 特に無し 眼科医

おおくぼ眼科 栃木県宇都宮市平松本町1137-4

028-634-3232

http://www.ohkubo-ganka.jp/

柏瀬眼科 〒326-0052 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 眼科医

栃木県足利市相生町386-1 弱視眼鏡の選択・訓練

0284-41-6447 (0284-40-2642) 遮光眼鏡の選択・訓練

http://kashiwase.com/ 拡大読書器の選択・訓練

情報提供

新小山市民病院 〒323-0827 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 視能訓練士

栃木県小山市大字神鳥谷2251-1 遮光眼鏡の選択・訓練

0285-36−0200 (0285-36-0300) 拡大読書器の選択・訓練

http://hospital-shinoyama.jp/

医療法人社団 協友会 〒371-0031 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：完全予約制 視能訓練士
前橋中央眼科 群馬県前橋市下小出町2-54-5 弱視眼鏡の選択・訓練

027-210-1232 (027-210-1117) 遮光眼鏡の選択・訓練

http://www.maebashi-eye.jp/ 拡大読書器の選択・訓練

情報提供

〒330-8503 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 月2回　木曜日　午後 視能訓練士

埼玉県さいたま市大宮区天沼町1-847 弱視眼鏡の選択・訓練

048-647-2111 遮光眼鏡の選択・訓練
http://www.jichi.ac.jp/center/ 拡大読書器の選択・訓練

日常生活訓練

滝本眼科医院 〒330-0055 情報提供 予約：無 眼科医

埼玉県さいたま市浦和区東高砂町6-19

048-882-6769

第1，3火曜日の午

後（初めて受診される

方は、一般外来の

ご予約をおとり下さ

い。）

医療機関名 行っていること

必要時随時，2回目

以降予約

自治医科大学附属さいたま

医療センター

本学会会員

木曜日　午後2時か

ら（月・火・木曜日は

予約が可能）

（点字・歩行・療育・就労・パソコ

ン・日常生活訓練・遺伝相談・就

学相談については、ご相談内容

により専門の機関をご紹介してお

ります。）

（初診の方は午前

中に予約をして受診

していただき、再診

から午後のご予約

となります。）

火曜日・金曜日の午

後
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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

武蔵浦和眼科クリニック 〒336-0027 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：無 眼科医

埼玉県さいたま市南区沼影1-10-1 弱視眼鏡の選択・訓練

ラムザタワー2F 遮光眼鏡の選択・訓練

048-836-5533 (048-836-5567) 拡大読書器の選択・訓練

http://www.musashiurawa-eye.com/ 就学相談

就労相談
情報提供

川越西眼科 〒350-1107 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 眼科医
埼玉県川越市的場新町8番5 弱視眼鏡の選択・訓練
049-239-0777（049-239-0770） 遮光眼鏡の選択・訓練
https://kawagoenishi-ganka.com/ 拡大読書器の選択・訓練

日常生活訓練
情報提供

〒350-8550 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：無 視能訓練士

埼玉県川越市鴨田1981 遮光眼鏡の選択・訓練

049-228-3682 (049-225-5722) 情報提供

http://www.saitama-med.ac.jp/kawagoe/

〒359-8555 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 眼科医

埼玉県所沢市並木4-1 弱視眼鏡の選択・訓練 （完全予約制） 視能訓練士

04-2995-3100 (04-2995-0355) 遮光眼鏡の選択・訓練 生活訓練専門職

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

療育相談
就学相談

就労相談
情報提供
短期入院訓練

視覚障がい者スポーツ関連診断

書対応

正田眼科 〒366-0026 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：無 不定期 眼科医

埼玉県深谷市稲荷町1-2-15 弱視眼鏡の選択・訓練

048-571-1198 (048-501-5669) 遮光眼鏡の選択・訓練

http://www.shoda-eyeclinic.com/ 拡大読書器の選択・訓練

国立障害者リハビリテー

ションセンター病院

火曜午前・火曜午

後・木曜午前・木曜

http://www.rehab.go.jp/hospital/japanese/gank

a/ganka.html

第1金曜午後 予約

制，他は適宜

埼玉医科大学総合医療セ

ンター （初診時に紹介状

が必要です）

（一般検査で予約

来院（初めての方

はHPから））

基本的には月曜午

前、水曜午前、木曜

午前
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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

〒343-8555 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 眼科医

埼玉県越谷市南越谷2-1-50 弱視眼鏡の選択・訓練 視能訓練士

048-965-1111 (048-965-8659) 遮光眼鏡の選択・訓練

http://www.dokkyomed.ac.jp/hosp-k.html 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

高萩さくら眼科 〒350-1213 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 月・金の午後 眼科医

埼玉県日高市高萩605-1 弱視眼鏡の選択・訓練 （電話にて予約）

042-978-8630 (042-778-8629) 遮光眼鏡の選択・訓練

http://www.takahagisakura.com/ 拡大読書器の選択・訓練

情報提供

埼玉医科大学病院 〒350-0495 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 あり 第二木曜午後 眼科医

埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38 弱視眼鏡の選択・訓練

049-276-1295 (049-295-8002) 遮光眼鏡の選択・訓練

www.saitama-med.ac.jp/hospital/division/ 拡大読書器の選択・訓練

71ophthalmology/index.html 情報提供

〒260-8677 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 眼科医

千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1 弱視眼鏡の選択・訓練

043-222-7171 (043-226-2281) 遮光眼鏡の選択・訓練

http://www.ho.chiba-u.ac.jp/ 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

真清クリニック 〒262-0006 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 木曜など不定期 眼科医

千葉県千葉市花見川区横戸台14-1 弱視眼鏡の選択・訓練

043-259-5951 (043-259-5986) 遮光眼鏡の選択・訓練

http://shinsei.dcsv.jp/front/bin/home.phtml 拡大読書器の選択・訓練

パソコン訓練

日常生活訓練

就労相談

情報提供

千葉大学医学部附属病院

獨協医科大学埼玉医療セ

ンター

月～金：午前2枠・午

後1枠，土：午前2

枠，他適宜

（先ずは一般外来

へ初診をお願いして

います。）
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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

〒266-0005 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 電話にて相談 眼科医

千葉県千葉市緑区誉田町1-45-2 弱視眼鏡の選択・訓練 （c）

043-291-1831 (086-291-1857) 遮光眼鏡の選択・訓練

http://www.chiba-reha.jp/ 拡大読書器の選択・訓練

情報提供

あすみが丘佐野眼科 〒267-0066 就学相談 予約：無 特にありません 眼科医

千葉県千葉市緑区あすみが丘1-1-8 情報提供

ピアブルック2階

043-295-3900 (043-295-3959)

田中稔眼科 〒286-0035 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 視能訓練士

千葉県成田市囲護台1-4-3 遮光眼鏡の選択・訓練

0476-33-7855 (0476-33-7856) 療育相談

フィールドホーム第4ビル1階

http://www.tanakaminoru-ganka.com/

医療法人社団 秀光会 〒279-0012 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 眼科医

かわばた眼科 千葉県浦安市入船4-1-1 弱視眼鏡の選択・訓練 視能訓練士

新浦安中央ビル３F 遮光眼鏡の選択・訓練

047-700-6090 (047-700-6091) 拡大読書器の選択・訓練

http://www.kawabataganka.com/

国保直営総合病院 〒292-8535 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 月、火、木、金曜 視能訓練士

君津中央病院 千葉県木更津市桜井1010 遮光眼鏡の選択・訓練 （紹介状必要）

0438-36-1071（地域連携室宛　0438-36-0399）

www.hospital.kisarazu.chiba.jp
横浜市立大学附属病院 〒236-0004 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 視能訓練士

神奈川県横浜市金沢区福浦3-9 遮光眼鏡の選択・訓練

045-787-2800 拡大読書器の選択・訓練
http://www.yokohama-cu.ac.jp/fukuhp/ 情報提供

たまプラーザやまぐち眼科 〒225-0003 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 毎週木曜午後 眼科医

神奈川県横浜市青葉区新石川3丁目14-14 弱視眼鏡の選択・訓練

ウェルフェアステージたまプラーザクレシオ1階 遮光眼鏡の選択・訓練

045-913-0333 (045-913-0331) 拡大読書器の選択・訓練

https://tamaplaza-eyeclinic.com/ 日常生活訓練

情報提供

特定枠なし→毎日可

能

第1、第3金曜日 午

後

千葉県千葉リハビリテー

ションセンター
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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

いけがみ眼科整形外科 〒238-0035 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有，無 水（主に） 眼科医

神奈川県横須賀市池上7-13-1 遮光眼鏡の選択・訓練

046-852-1747 (046-852-1795) 拡大読書器の選択・訓練
http://ikegami-clin.com/ 情報提供

上岡眼科医院 〒257-0051 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 眼科医
神奈川県秦野市今川町4-14 弱視眼鏡の選択・訓練 視能訓練士

0463-81-0708 (0463-83-2722) 遮光眼鏡の選択・訓練

http://ueoka.webmedipr.jp/ 拡大読書器の選択・訓練

歩行訓練

〒243-0121 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 眼科医

神奈川県厚木市七沢516 弱視眼鏡の選択・訓練 視能訓練士

046-249-2503 遮光眼鏡の選択・訓練

拡大読書器の選択・訓練

パソコン訓練

日常生活訓練

情報提供

ユノクリニック 〒243-0303 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 眼科医

神奈川県愛甲郡愛川町中津8-18-1 弱視眼鏡の選択・訓練

046-284-2111 遮光眼鏡の選択・訓練

https://www.junon-clinic.jp/ 就労相談

情報提供

甲府共立診療所 〒400-0034 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 眼科医

山梨県甲府市宝1-10-5 弱視眼鏡の選択・訓練 視能訓練士

055-221-1000 (055-221-1011) 遮光眼鏡の選択・訓練

拡大読書器の選択・訓練

情報提供

田辺眼科 〒400-0117 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 眼科医

山梨県甲斐市西八幡693-1 弱視眼鏡の選択・訓練

055-278-0001 (055-278-0002) 遮光眼鏡の選択・訓練

http://www002.upp.so-net.ne.jp/kai-gan/ 拡大読書器の選択・訓練

パソコン訓練

点字訓練

http://www.kanariha-hp.kanagawa-rehab.or.jp/

（無くても大丈夫で

すがあらかじめ電

話頂けるとスムーズ

です）

ご連絡頂き視能訓

練士、歩行訓訓練士

の予約を取っており

ます。

神奈川リハビリテーション病

院

毎週火・水曜日　午

前中

第3月曜の午後 お

ひとり1時間　緊急要

するときには眼鏡外

来を振り当てます。

いずれも午後になり

ます。

（一般外来受診して

からロービジョン外

来を予約します。）http://www.yamanashi-

min.jp/kofukyouritsu/gairai/ganaka.html

その都度予約にて

実施
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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

歩行訓練

療育相談

就学相談

就労相談

情報提供

いとう眼科クリニック 〒400-0126 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 水曜 眼科医
山梨県甲斐市大下条1600-8 弱視眼鏡の選択・訓練

055-277-8600 (055-277-8603) 遮光眼鏡の選択・訓練

http://ito-eye-clinic.org/ 療育相談

〒951-8520 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 眼科医

新潟県新潟市中央区旭町通1-754 弱視眼鏡の選択・訓練 視能訓練士

025-223-6161 (025-227-0785) 遮光眼鏡の選択・訓練

http://www.nuh.niigata-u.ac.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

医療法人社団 〒950-2022 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 水曜日 午前 眼科医

せき眼科医院 新潟県新潟市西区小針1丁目30-1 弱視眼鏡の選択・訓練

025-232-1001 (025-232-1102) 遮光眼鏡の選択・訓練

http://www.sekieyeclinic.org/ 拡大読書器の選択・訓練

遺伝相談

就学相談
情報提供

新潟大学医歯学総合病院

（まず一般外来を受

診頂き、必要に応じ

て予約をとるように

しています）


