
兵庫県ロービジョンマップ   

平成２８年度改訂第３版  
  

視覚補助具の選定を受けることができる医療機関リスト 

目の不自由な方とそのご家族の方へ 
  
目の病気で視力が低下したり視野が狭くなれば、読み書きがしづらくなったり歩行や外出が困

難になりますし、特に屋外で強いまぶしさを感じてさらに見にくくなることもありますが、その

ような生活の不自由さは，ルーペやサングラスといった視覚補助具などを使用したり、少しの工

夫をすることで改善される可能性があります。目の病気で見にくい、見えないことでお悩みの

方々に、病院の眼科や眼科診療所で適切な視覚補助具の選定や訓練を行ったり、生活や将来に対

する不安に対してアドバイスを行ったり、視覚障害に関する福祉情報を提供することをロービジ

ョンケアと呼んでいます。  

この小冊子はロービジョンケアのうち特に視覚補助具の選定や訓練を受けることのできる兵庫

県の医療機関を域別にまとめたものです。読み書きが困難な方への各種ルーペと拡大読書器、遠

方が見にくい方のための単眼鏡、屋内・屋外で眩しくて見にくい方のための遮光眼鏡の 4種類に

ついて、それぞれの医療機関でどの視覚補助具の選定や訓練を受けることができるかをまとめま

した。  

医療機関の情報も掲載していますので，ご不明な点は各医療機関に直接、お問い合わせ下さ

い。  

  

平成 28年 12月兵庫県眼科医会公衆衛生部  

   

  

 視覚補助具に付けた符号について  

  ○：その医療機関で選定や訓練を受けることができる視覚補助具  

  ×：その医療機関では選定や訓練を受けることができない視覚補助具  

  

 ロービジョンケアについて  

すべての医療機関で、まず通常の診察を行って目の見え方の評価を行った後にロービジョンケ

アを行います。ケアは初診日に受けることができる場合もありますが、特にケアに時間がかか

ると思われる場合には別の日に予約で行うことが多くまた１回や２回では終わらないこともあ

りますので、ご了解下さい。  
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神戸市東灘区  

  

甲南病院 眼科   
〒658-0064 神戸市東灘区鴨子ヶ原１−５−１６  

電話 078-851-2161 ファックス 078-821-0962 

http//www.kohnan.or.jp/kohnan/   

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）受

診方法 １）まず通常の診察時間内に診察を受けた後、ケアの日を予約  

ケアの日 ２）２ヶ月に１度、第４水曜日の午後（外部業者が選定を担当）  

 

市橋眼科  
〒658-0013 神戸市東灘区深江北町４−１２−９  

電話 078-414-2788 ファックス 078-414-2788  



補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）火曜日の午前・午後  

  

西崎眼科医院  
〒658-0072 神戸市東灘区岡本１丁目８−４  

電話 078-431-0689 ファックス 078-441-6136 http://nishizaki-eye-

clinic.com/  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）   受診方法 

１）まず通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）相談により随時  

  

にしぐち眼科  
〒658-0081 神戸市東灘区田中町 1丁目１１－２０ コマツグリーンビル 1階電話 078-412-

4141  ファックス 078-412-4113 http://nishiguchi-eye.com/  

補助具  ルーペ（○）単眼鏡（○）遮光眼鏡（○）拡大読書器（×）受診方法 １）まず通常

の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）相談により随時  

  

神戸市中央区  

  

神戸市立医療センター中央市民病院 眼科  
〒650-0047 神戸市中央区港島南町 2−１−１  

電話 078-302-4321 ファックス 078-302-7537 http://chuo.kcho.jp/  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（△） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約  

     ２）不定期（月に２回程度）  

  

神戸大学医学部附属病院 眼科  
〒650-0017 神戸市中央区楠町７−５−２  

電話 078-382-5111 ファックス 078-382-5267  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）  

受診方法 １）まず通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約  

              (かかりつけの眼科医院あるいは病院からの紹介が望ましい) ケアの日 ２）

相談により随時  

  

兵庫県立こども病院 眼科  
〒650-0047 神戸市中央区港島南町 1丁目６−７  

電話 078-945-7300 ファックス 078-302-1023 http://www.hyogo-kodomo-

hosp.com/  
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http://nishizaki-eye-clinic.com/
http://nishizaki-eye-clinic.com/
http://nishizaki-eye-clinic.com/
http://nishizaki-eye-clinic.com/
http://nishizaki-eye-clinic.com/
http://nishiguchi-eye.com/
http://nishiguchi-eye.com/
http://nishiguchi-eye.com/
http://nishiguchi-eye.com/


補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（×） 拡大読書器（×）受診方法 １）各医

療機関からの紹介が必要（ホームページ参照）ケアの日 ２）相談により随時  

  

林 みち子眼科  
〒651-0092 神戸市中央区生田町１−４−１１ E-202  

電話 078-230-3220 ファックス 078-230-3221  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）相談により随時  

  

レイ眼科クリニック  
〒650-0034 神戸市中央区京町 74番地 京町 74番ビル 9階電話 078-391-

0157 ファックス 078-391-0140 http://www.rayclinic.net  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）相談により随時  

  

神戸市兵庫区  

  

三菱神戸病院 眼科  
〒652-0863 神戸市兵庫区和田宮通６−１−３４  

電話 078-671-7705（代表） ファックス 078-672-2352 

http://www.mhi.co.jp/kobe/hospital/  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約  

ケアの日 ２）第３水曜日午後、ただし相談により他の曜日や時間も対応可能  

  

眼科 有澤クリニック  
〒652-0805 神戸市兵庫区羽坂通４−１−１  

電話 078-577-7800 ファックス 078-575-8419  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）相談により随時  

  

せのお眼科医院  
〒652-0058 神戸市兵庫区菊水町６−１—２０−１０５  電話 078-512-3090 

ファックス 078-512-3090  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）相談により随時  

  



中山眼科医院  
〒652-0042 神戸市兵庫区東山町１−７−１３  

電話 078-521-9102 ファックス 078-521-5551 http://www.nakayama-ex-

laser.or.jp/  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（×） 拡大読書器（×）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）相談により随時  

神戸市垂水区  

  

長田眼科医院  
〒652-0802 神戸市兵庫区水木通１丁目１—１１  電話 078-576-0554 

ファックス 078-579-3483  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（×）受診方法 １）通常

の診察時間内に診察を受ける。  

ケアの日 ２）随時  

  

神戸市長田区  

  

神戸市立医療センター西市民病院 眼科  
〒653-0013 神戸市長田区１番町２—４  

電話 078-576-5251 ファックス 078-576-5358 http://nishi.kcho.jp/  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）  

受診方法 １）通常の診察時間内に診察を受け（受付 8:45〜10:30）、ケアの日を予約ケアの日 ２）第

１木曜日午後、相談により他の曜日や時間も対応可能  

  

カネモリ眼科形成外科クリニック  
〒653-0841 神戸市長田区松野通２−２−３４ 第１興陽ビル２F 電話 078-611-1007 

ファックス 078-611-1007  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（×） 遮光眼鏡（×） 拡大読書器（×）受診方法 １）まず電話で

受診日を予約して受診する。  

ケアの日 ２）通常の診察時間内で対応  

  

神戸市須磨区  

  

神戸医療センター 眼科  
〒654-0155 神戸市須磨区西落合３−１−１  

電話 078-791-0111 ファックス 078-791-5213 http://www.kobemc.go.jp  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）  



受診方法 １）まず通常の診察日（月・水・木・金）に診察を受けてケアの日を予約。  

       紹介状はある方が望ましいが、なくても受診は可。  

ケアの日 ２）ケアの日時は相談により随時  

  

柴原眼科医院  
〒654-0154 神戸市須磨区中落合２−２−５ 名谷センタービル３F 電話 078-791-8800    

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受ける。  

ケアの日 ２）月曜日、火曜日、木曜日、金曜日の診察時間内  

  

高井眼科医院  
〒654-0151 神戸市須磨区北落合２−１１−７  

電話 078-791-2911 ファックス 078-791-2911 http://www.takaiganka.com  

補助具   ルーペ（○） 単眼鏡（×） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（×）受診方法  １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）相談により随時  

  

森松眼科  
〒655-0004 神戸市垂水区４−１０−２６  

電話 078-785-0647 ファックス 078-785-5668  

補助具  ルーペ（×） 単眼鏡（×） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（×）受診方法 １）まず通常の

診察を受ける  

ケアの日 ２）通常の診察時間内に診察内で対応  

  

神戸市北区  

  

済生会兵庫県病院 眼科  
〒651-1302 神戸市北区藤原台中町５−１−１  

電話 078-987-2222 ファックス 078-987-2221  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（×）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受ける。  

ケアの日 ２）相談により随時  

  

神戸市西区  

  

西神戸医療センター 眼科  
〒651-2273 神戸市西区糀台５−７−１  

電話 078-997-2200 ファックス 078-997-2220 http://www.nmc-kobe.or.jp  



補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（×）受診方法 １）かかり

つけ医からの紹介状を持参の上、まず通常の診察時間内に        診察を受け、ケアの日を予

約ケアの日 ２）毎週、火曜日、木曜日  

  

尼崎市  

  

毛利眼科  
〒660-0801 尼崎市長洲東通１−９−３２  

電話 06-4868-3910 ファックス 06-4868-3920  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（×）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）相談にて随時  

  

山下眼科  
〒660-0063 尼崎市大正北４−１９−１７  

電話 06-6417-8561 ファックス 06-6417-2426  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）相談にて随時  

  

萩原眼科クリニック  
〒660-0877 尼崎市宮内町２丁目４２  

電話 06-6411-5853 ファックス 06-6411-8939 http://www.hagihara.jp  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受ける。  

ケアの日 ２）相談により随時  

  

にしむら眼科・皮フ科クリニック  
  〒661-0012 尼崎市南塚口町２丁目４０−２１ グランシャリオ SOUTH２F 電話 06-6435-8526 

ファックス 06-6435-8527 http://nishimura-eye.com/  

補助具：ルーペ（×） 単眼鏡（×） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（×）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受ける。  

ケアの日 ２）相談にて随時  

  

西宮市  

  

明和病院 眼科  
  〒663-8186 西宮市上鳴尾町４番３１号   

  電話 0798-4 7-1767 ファックス 0798-47-7613 http://www.meiwa-

hospital.com  



補助具：ルーペ(○) 単眼鏡(○) 遮光眼鏡(○) 拡大読書器(×)，受診方法 ：まず通常の診

察時間内に診察を受け、ケアの日を予約  

  ケアの日 ：相談により随時  
   

仁眼科医院  
〒663-8184 西宮市鳴尾町３−１６−１６  

電話 0798-41-6520 ファックス 0798-41-6521  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）相談にて  

  

堀田眼科  
〒662-0017 西宮市甲陽園西山町１−５４  

電話 0798-70-1919 ファックス 0798-70-1919  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（×） 拡大読書器（×）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）相談により随時  

  

山縣眼科医院  
〒663-8114 西宮市上甲子園１−４—１１  

電話 0798-41-1526 ファックス 0798-44-3773 http://www.yamagata-

ganka.jp/index.html  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（×）  

受診方法 １）まず通常の診察時間内に診察を受け、場合によってケアの日を予約ケアの日 ２）

相談により随時  

  

えの眼科クリニック  
〒662-0977 西宮市神楽町 11番 27 号 ブルーノ夙川３F 電話 0798-23-8844 

ファックス 0798-23-8845  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）相談により随時  

  

広辻眼科  
〒665-0022 宝塚市野上２−４−１９  

電話 0797-72-6586 ファックス 0797-71-6688 http://hirotsuji-eye.com/  

補助具  ルーペ（×） 単眼鏡（×） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（×）受診方法 １）診察時間内

に受診する。」  

ケアの日 ２）診察日に随時  

  



川西市  

  

市立川西病院 眼科  

〒666-01９5 川西市東畦町５−２１−１  

電話 072-794-2321 ファックス 072-794-6321  

補助具  ルーペ（×） 単眼鏡（×） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（×）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）相談により随時  

  

協立病院 眼科  
〒666-0016 川西市中央町１６—５  

電話 072-758-1131 ファックス 072-758-0039 

http://www.kyowakai.com/kr/kr.htm  

補助具  ルーペ（×） 単眼鏡（×） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（×）  

受診方法 １）まず通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）月曜日〜

金曜日の午前中  

  

明石市  
  

明石市立市民病院 眼科  
〒673-8501 明石市鷹匠町１—３３  

電話 078-912-2323 ファックス 078-914-8374  

補助具  ルーペ（×） 単眼鏡（×） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（×）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）相談にて随時  

  

ししだ眼科クリニック  
〒673-0017 明石市野々上２−１０−１６ エクセレント西明石１F 電話 078-928-7911 

ファックス 078-928-7911 http://www.shishida-eye-clinic.info/  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）相談にて随時  

  

田村眼科  
〒673-0891 明石市大明石町１−７−３３ 大手ビル１Ｆ電話 078-913-1010 

ファックス 078-913-1032  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（×） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）相談にて随時  

  

みやした眼科  
  〒673-0041 明石市西明石南町２—１４—１４   



電話 078-923-1686 ファックス 078-923-1691  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（×） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（×）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受ける。  

ケアの日 ２）随時  

  

新見眼科  
〒674-0092 明石市二見町東二見 901-1  

電話 078-949-5310 ファックス 078-949-5310 http://www.ocular.net  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）相談にて随時（当日対応も

可）  

   

淡路市  

  

松田アイクリニック  
〒656-2401 淡路市岩谷 1000  

電話 0799-72-0070 ファックス 0799-72-0071 http://www.matsuda-eye-

cl.jp  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）ケアは随時  

  

洲本市  

  

溝上眼科  
〒656-0101 洲本市納横竹３０３−５  

電話 0799-24-0371 ファックス 0799-26-0394 http://www.mizokami-

ganka.jp  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（×） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）相談にて随時  

  

小野市  

  

北播磨総合医療センター 眼科  
〒675-1392 小野市市場町 926-250  

電話 079４-88-8800 ファックス 0794-62-9931  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）随時  

  



加古川市  

  

加古川西市民病院 眼科  
〒675-8611 加古川市米田町平津３８４−１  

電話 079-432-3531 ファックス 079-432-3672  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（×）受診方法 １）通常

の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）火曜日、木曜日の午後  

  

兵庫県立加古川医療センター 眼科  
〒675-8555 加古川市神野町神野２０３  

電話 079-497-7000 ファックス 079-438-8800  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）受診方法 １）通常

の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）水曜日、木曜日の午後  

  

兜坂眼科医院  
〒675-0115 加古川市平岡町一色７２６番地  

電話 079-435-0193 ファックス 079-425-8101  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（×） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受ける。  

ケアの日 ２）相談により随時  

  

よこやま眼科クリニック  
〒675-0045 加古川市西神吉町岸１００−１１  

電話 079-433-3001 ファックス 079-433-3011  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）火曜日の午後  

  

平松眼科医院  
〒675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目 274-8 電話 079-425-5528 

ファックス 079-425-5598  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（×）受診方法 随時ケア

の日 随時  

  

  

高砂市  
  

高砂市民病院 眼科  
〒676-8585 高砂市荒井町紙町３３—１  



電話 079-442-3981 ファックス 079-443-1401  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）火曜日、木曜日の午後  

  

高砂西部病院 眼科  
〒676-0812 高砂市中筋１−１０—４１  

電話 079-447-0100 ファックス 079-447-0180 

http://www.takasagoseibu.jp/index.html  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（×） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（×）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）水曜日、木曜日、金曜日の午

後  

  

姫路市  

  

製鉄記念広畑病院 眼科  
〒671-1122 姫路市広畑区夢前町３−１  

電話 079-237-6808 ファックス 079-237-6808  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）相談にて決定  

  

三栄会ツカザキ病院 眼科  
〒671-1227 姫路市網干区和久６８−１  

電話 079-272-8555（代表） ファックス 079-272-8550 

http://www.tsukazaki-hp.jp  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）相談にて決定  

  

井野病院 眼科  
〒671-0120 姫路市大塩町汐咲１−２７  

電話 079-254-5553 ファックス 079-254-0777  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）月曜日、水曜日、木曜日の午

後  

  

木下病院 眼科  
〒670-0084 姫路市辻井４−１−１２  

電話 079-292-1521 ファックス 079-298-6033  



補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（×） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）相談により随時  

  

  

福永眼科医院  
〒670-0902 姫路市白銀町４０  

電話 079-288-3051 ファックス 079-282-8450 http://www.fukunaga-

ganka.jp/  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）特定の日はなく予約で  

  

赤穂市  

  

中川眼科クリニック  
〒678-0239 赤穂市加里屋２９０−１０  

電話 0791-56-9127 ファックス 0791-56-9128  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（×） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（×）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）相談にて随時  

  

豊岡市  

  

豊岡病院日高医療センター 眼科  
〒669-5392 豊岡市日高町岩中 81  

電話 0796-42-1611 ファックス 0796-42-1688 http://www.toyookahp-

kumiai.or.jp/  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）相談にて随時  

  

三田市  

  

三田市民病院 眼科  
〒669-1321 三田市けやき台３−１−１  

電話 079-565-8000 ファックス 079-565-8017 

http://www.hospital.sanda.hyogo.jp  

補助具  ルーペ（×） 単眼鏡（×） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（×）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）相談にて随時  

  

丹波市  

  



柏原赤十字病院 眼科  
〒669-3309 丹波市柏原町柏原２５９−１  

電話 0795-72-0555 ファックス 0795-72-2740  

補助具  ルーペ（○） 単眼鏡（○） 遮光眼鏡（○） 拡大読書器（○）受診方法 １）まず

通常の診察時間内に診察を受け、ケアの日を予約ケアの日 ２）相談により随時  


