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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

大津赤十字病院 〒520-8511 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 視能訓練士

滋賀県大津市長等一丁目1-35 遮光眼鏡の選択・訓練

077-522-4131 (077-525-8018)

https://www.otsu.jrc.or.jp/

滋賀医科大学医学部附属病院 〒520-2192 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 不定期の（木）午後 眼科医

滋賀県大津市瀬田月輪町 弱視眼鏡の選択・訓練

077-548-2570 遮光眼鏡の選択・訓練

http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/ 拡大読書器の選択・訓練

近江八幡市立総合医療センター 〒523-0082 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 月曜日 午前 眼科医

滋賀県近江八幡市土田町1379 弱視眼鏡の選択・訓練 視能訓練士

0748-33-3151 (0748-33-4877) 遮光眼鏡の選択・訓練

http://www.kenkou1.com/ 拡大読書器の選択・訓練

情報提供

滋賀県立小児保健医療センター 〒524-0022 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 眼科医

滋賀県守山市守山5丁目7-30 弱視眼鏡の選択・訓練

077-582-6200 (077-582-6304) 遮光眼鏡の選択・訓練

http://www.pref.shiga.lg.jp/mccs/ 遺伝相談（小児科）

情報提供
つかもと眼科医院 〒603-8142 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 眼科医

京都府京都市北区小山北上総町10-1 遮光眼鏡の選択・訓練 視能訓練士

075-495-4000 (075-495-3399) 情報提供

http://www.tsukamotoganka.com/

京都府立医科大学附属病院 〒602-8566 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：要 毎週金曜 眼科医

弱視眼鏡の選択・訓練 視能訓練士

遮光眼鏡の選択・訓練 看護師

075-251-5040 (075-251-5042) 拡大読書器の選択・訓練

就学相談・教育相談

http://www.h.kpu-m.ac.jp/ 情報提供
吉田眼科医院 〒606-0863 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 眼科医

京都府京都市左京区下鴨東本町9番地 弱視眼鏡の選択・訓練

075-712-8500 遮光眼鏡の選択・訓練

拡大読書器の選択・訓練

歩行訓練

療育相談

就学相談

就労相談

情報提供

（紹介状をお持ちくだ

さい）

医療機関名 行っていること 本学会会員

偶数月の第1金曜日

午後

（紹介状が必要とな

ります。）

診察時間内で随時、

電話予約時に相談

要

（検査等の都合上、

事前に連絡をくださ

い）

京都府京都市上京区河原町通広小路上る

梶井町465

土曜日（月1回）、場

合によって（枠が取

れる時、事前相談の

上）平日午前
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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

まさみ眼科クリニック 〒607-8153 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：無 眼科医

遮光眼鏡の選択・訓練

情報提供

075-606-2107 (075-606-2108)

http://masamiclinic.com/

いなば眼科クリニック 〒620-0940 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 不定期 眼科医

京都府福知山市駅南町1-277 弱視眼鏡の選択・訓練

0773-24-5137 (0773-24-5089) 遮光眼鏡の選択・訓練

療育相談

就学相談

就労相談

情報提供

iPad訓練

市立福知山市民病院 〒620-8505 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 月曜日の午後 視能訓練士

京都府福知山市厚中町231番地 遮光眼鏡の選択・訓練

0773-22-2101 (0773-22-6181) 拡大読書器の選択・訓練

http://www.fukuchiyama-hosp.jp/ 情報提供
〒629-2261 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 視能訓練士

京都府与謝郡与謝野町字男山481 遮光眼鏡の選択・訓練

0772-46-3371 (0772-46-3371) 拡大読書器の選択・訓練

http://nmc.kpu-m.ac.jp/ 情報提供

多根記念眼科病院 〒550-0024 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 平日午後 予約制 視能訓練士

大阪府大阪市西区境川1-1-39 遮光眼鏡の選択・訓練

06-6581-5800 拡大読書器の選択・訓練

http://www.tanemem.com/ 情報提供

大阪警察病院 〒543-0035 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練（△） 予約：有 視能訓練士

大阪府大阪市天王寺区北山町10-31 遮光眼鏡の選択・訓練 （診察後予約）

06-6771-6051 (06-6775-2838) 拡大読書器の選択・訓練（△）

http://www.oph.gr.jp/ 情報提供

第二大阪警察病院 〒543-8922 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練（△） 予約：有 視能訓練士

大阪市天王寺区鳥が辻２丁目６番４０号 遮光眼鏡の選択・訓練 （診察後予約）

06-6773-7111（06-6772-2302） 拡大読書器の選択・訓練（△）

https://www.oph-2.jp/index.html 情報提供

福本眼科医院 〒545-0035 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 不定期 眼科医

大阪府大阪市阿倍野区北畠1丁目8-43 遮光眼鏡の選択・訓練

06-6627-5080 (06-6627-1495) 情報提供

http://fukumoto-eye-clinic.com/

アイアイ眼科医院 〒558-0023 就学相談 予約：無 眼科医

京都府京都市山科区東野百拍子町21-2 大

翔第2ビル1F

(ケアの実施までに

眼科診察が必要とな

ります。）

要相談（平日午後の

み）

京都府立医科大学附属北部医療セ

ンター
不定期　主に水曜日

午後で、月1回程度

要相談（平日午後の

み）
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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

大阪府大阪市住吉区山之内3-1-7 情報提供

06-4700-3536

http://www.aiai-ganka-iin.net/

北野病院 〒530-8480 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 毎週水曜日 午後 視能訓練士

大阪府大阪市北区扇町2丁目4番20号 弱視眼鏡の選択・訓練

06-6131-2722 遮光眼鏡の選択・訓練

http://www.kitano-hp.or.jp/ 拡大読書器の選択・訓練

就学相談

情報提供

医療法人 森下眼科 〒530-0041 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 （2回目以降予約） 予約対応 眼科医

大阪府大阪市北区天神橋5丁目6-13 弱視眼鏡の選択・訓練 視能訓練士

06-6353-1399 遮光眼鏡の選択・訓練

拡大読書器の選択・訓練

情報提供

医療法人 恵泉会 堺温心会病院 〒599-8273 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 視能訓練士

大阪府堺市中区深井清水町2140-1 遮光眼鏡の選択・訓練

072-278-2461 (072-279-9777) 情報提供

http://www.onshinkai.jp/

武田眼科 〒599-8114 情報提供 眼科医

大阪府堺市東区日置荘西町1-47-17

072-285-0806 (072-286-1201)

たまち眼科クリニック 〒591-8008 情報提供 予約：無 眼科医

大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12
イオンモール堺北花田 ４階

072-246-3383 (072-246-3384)

http://www.tamachi-ganka-clinic.jp/

市立池田病院 〒563-8510 拡大鏡（ルーペ）の選択 予約：有 不定 視能訓練士

大阪府池田市城南3丁目1番18号 遮光眼鏡の選択

072-751-2881 (072-754-6374) 拡大読書器の選択

http://www.hosp.ikeda.osaka.jp/

大阪大学医学部附属病院 〒565-0871 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 眼科医

大阪府吹田市山田丘2番15号 弱視眼鏡の選択・訓練 視能訓練士

06-6879-3456 (06-6879-3458) 遮光眼鏡の選択・訓練

http://www.hosp.med.osaka-u.ac.jp/ 拡大読書器の選択・訓練

情報提供

毎週（水），（木） (木)

は午前のみ

（かかりつけ医から

の紹介状、地域連絡

室を通しての予約が

必要）

毎週水曜日、一般診

を一度受診して頂い

てから予約をとりま

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

大阪医科大学附属病院 〒569-8686 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 眼科医

大阪府高槻市大学町2-7 弱視眼鏡の選択・訓練 視能訓練士

072-683-1221 (072-681-8195) 遮光眼鏡の選択・訓練

http://hospital.osaka-med.ac.jp/ 拡大読書器の選択・訓練

療育相談

就学相談

情報提供

眼球運動・偏心視訓練

関西医科大学総合医療センター 〒570-8507 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 視能訓練士

大阪府守口市文園町10番15号 弱視眼鏡の選択・訓練

06-6992-1001 遮光眼鏡の選択・訓練

http://www.kmu.ac.jp/takii/ 拡大読書器の選択・訓練

情報提供

江富眼科 〒586-0012 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 特になし 眼科医

大阪府河内長野市菊水町2-6 遮光眼鏡の選択・訓練
荒川菊水ビル3F 拡大読書器の選択・訓練

0721-50-1166

http://www.etomiganka.com/

医療法人 契成会 ひのうえ眼科 〒580-0033 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 視能訓練士

大阪府松原市天美南5-20-30 遮光眼鏡の選択・訓練

072-337-8186 (072-337-8228) 情報提供

http://www.hinoue-ganka.com/ 支援機関への紹介

大阪母子医療センター 〒594-1101 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 眼科医

大阪府和泉市室堂町840 弱視眼鏡の選択・訓練 （紹介状が必要） 視能訓練士

0725-56-1220 (0725-56-5682) 遮光眼鏡の選択・訓練

http://www.mch.pref.osaka.jp/ 拡大読書器の選択・訓練

遺伝相談

就学相談

にしぐち眼科 〒658-0081 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 相談にて随時 眼科医

兵庫県神戸市東灘区田中町1丁目11-20 弱視眼鏡の選択・訓練

078-412-4141 (078-412-4113) 遮光眼鏡の選択・訓練

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

情報提供

基本的に成人は月

曜日の午後、療育相

談は不定期

（病診連携にての予

約となります）

火曜午後、水曜午後

（水のみ第2週、第4

週のみ）

随時予約（お電話に

て）

（通常の診察時間内

に診察を受け、ケア

の日を予約）

各訓練や相談実施団体への紹介・

連絡
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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

菊地眼科医院 〒651-0096 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：無 要相談 視能訓練士

兵庫県神戸市中央区雲井通8-1-2 遮光眼鏡の選択・訓練

三宮ターミナルビル4階 情報提供

078-221-0016 (078-221-0016)

http://kikuchieyeclinic.com/

医療法人社団作信会 〒670-0902 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 随時予約にて実施 眼科医

福永眼科医院 兵庫県姫路市白銀町40 弱視眼鏡の選択・訓練

079-288-3051 遮光眼鏡の選択・訓練

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

情報提供

山下眼科 〒660-0063 遮光眼鏡の選択・訓練 予約：無 眼科医

兵庫県尼崎市大庄北4丁目19-17 情報提供

06-6417-8561（06-6417-2426）

http://www.yamashitaganka.com/

兵庫県立尼崎総合医療センター 〒660-8550 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 月，金，予約 眼科医

兵庫県尼崎市東難波町2-17-77 弱視眼鏡の選択・訓練

06-6480-7000 (06-6480-7001) 遮光眼鏡の選択・訓練

https://agmc.hyogo.jp/ 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

にしむら眼科・皮フ科クリニック 〒661-0012 拡大鏡（ルーペ）の選択 予約：無 随時 眼科医

兵庫県尼崎市南塚口町2-40-21 弱視眼鏡の選択

グランシャリオSOUTH 1F 遮光眼鏡の選択

06-6435-8526 (06-6435-8527) 拡大読書器の選択

http://nishimura-eye.com/ 遺伝相談

療育相談

就学相談

就労相談

情報提供

身障手帳申請

障害年金申請

補装具選択の相談

ししだ眼科クリニック 〒673-0001 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：無 再診予約にて実施 眼科医

各訓練や相談実施団体への紹介・

連絡



6

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

兵庫県明石市明南町1丁目3－1 弱視眼鏡の選択・訓練

078-928-7911 (078-928-7911) 遮光眼鏡の選択・訓練

http://www.shishida-eye-clinic.info/ 拡大読書器の選択・訓練

就学相談

就労相談

情報提供

山縣眼科医院 〒663-8114 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 随時、予約制 眼科医

兵庫県西宮市上甲子園一丁目4番11号 遮光眼鏡の選択・訓練

0798-41-1526 (0798-44-3773) 情報提供

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

医療法人 明和病院 〒663-8186 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 平日午後 視能訓練士

兵庫県西宮市上鳴尾町4-31 遮光眼鏡の選択・訓練 看護師

0798-47－1767 (0798-47-7613) 情報提供

http://meiwa-hospital.com/

遠谷眼科 〒661-0002 遮光眼鏡の選択・訓練 予約：有 電話予約にて決定 眼科医

兵庫県尼崎市塚口町1-10-31

06-6424-3250 (06-6424-3256)

http://www.entani.com/

公立豊岡病院組合立 〒669-5392 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 木曜日午後 眼科医

豊岡病院日高医療センター 兵庫県豊岡市日高町岩中81 遮光眼鏡の選択・訓練 視能訓練士

0796-42-1611 (0796-42-1688) 就学相談

情報提供

歩行訓練　*歩行訓練士の紹介

療育相談　*他の機関の紹介

就労相談　*他の機関の紹介

永田眼科 〒631-0844 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 眼科医

奈良県奈良市宝来町北山田1147 弱視眼鏡の選択・訓練

0742-45-2230 (0742-45-0801) 遮光眼鏡の選択・訓練

http://www.nagata-eye-clinic.com/ 拡大読書器の選択・訓練

療育相談 （初期の対応）

就学相談 （初期の対応）

就労相談 （初期の対応）

情報提供

天理よろづ相談所病院 〒632-8552 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 水曜日 視能訓練士

奈良県天理市三島町200 遮光眼鏡の選択・訓練

http://www.toyookahp-kumiai.or.jp/hidaka/

（医師による診察後

ケアの予約）

iphone/iPadアクセシビティ使用方法

（紹介患者のみ受付

です。）

木曜午後（1，3週）

予約日は相談に応じ

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

0743-63-5611 拡大読書器の選択・訓練

http://www.tenriyorozu.jp/ 点字訓練

日常生活訓練

就労相談

情報提供

医療法人 英悠会 〒640-8264 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：無 眼科医

眼科松本クリニック 和歌山県和歌山市湊桶屋町11番地 弱視眼鏡の選択・訓練 視能訓練士

073-427-1500 (073-427-1370) 遮光眼鏡の選択・訓練

http://ganka-matsumoto.com/ 拡大読書器の選択・訓練

情報提供

眼科 田中クリニック 〒640-8331 拡大鏡（ルーペ）の選択・訓練 予約：有 月・火・水・木 眼科医

和歌山県和歌山市美園町5-1-8 弱視眼鏡の選択・訓練 視能訓練士

山榮ビル3F 遮光眼鏡の選択・訓練

073-427-3010 拡大読書器の選択・訓練

http://www.tanakaclinic.jp/ パソコン訓練

点字訓練

日常生活訓練

歩行訓練

就学相談

就労相談

情報提供

新宮市立医療センター 〒647-0072 遮光眼鏡の選択・訓練 予約：無 眼科医

和歌山県新宮市蜂伏18-7 情報提供

0735-31-3333 (0735-31-3337)

http://www.hsp.shingu.wakayama.jp/

視覚障害者

生活支援員

平日（金曜除く）、土

曜日午前のみ、時間

はいずれも応相談に

なります。

（初診時は通常診察

のため予約なし。そ

の後は予約をしま

す。）

必要に応じ、就学・就労など他項目

に関しては情報提供可能

（電話で問い合わ

せ）


