
視覚障害リハビリテーション協会

吉野由美子

地域で、ロービジョンケアを
必要としている皆様に
連携したサービスを行うために

201５年２月８日 香川講演会



自己紹介

• 私の年齢は６７歳
• 身長１２８ｃｍ
• 体重６８ｋｇ
• ロービジョン(弱視)
左０．２ 右０．０２

（矯正視力）

• 大腿骨の発育不全による
肢体障害者

歩行時に杖が必要



私の履歴

• 1956〈昭和３１〉年
教育大学付属盲学校(現筑波大学付属)
小学部入学

• 1968〈昭和４３〉年
同高等部普通科卒業

～2年浪人後～
• 1970〈昭和４５〉年
日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科に

初めての点字受験生として入学



私の履歴続き
• 1977年～88年
東京都児童相談センターにて障害児の問題など
に関わる。その後日本女子大大学院で社会福祉
を専攻、東京都立大学の助手

• 1999年
高知女子大（現高知県立大）に赴任障害者福祉
論などを教えると共に、別府さんたちと共に視覚
障害リハビリテーションの普及活動に携わる

• 200９年～現在
視覚障害リハビリテーション協会長



視覚リハの普及はライフワーク

• １９７４年名古屋ライトハウス明けの星声の
図書館に就職。中途視覚障害者の相談に
乗る。

• 「一人でトイレに行けない」「歯磨きもできな
い」など，私の知っている視覚障害者とは
別の人たちに会ってショックを受ける。

• この出会いが視覚リハの普及を私のライフ
ワークに決定する。



ローピジョンのある人の見え方

• 見えるということは
すばらしい。

• 見る力を伸ばすよ
うな支援をロービジ
ョンのある人にはも
っと

• 見え方と行動力と
の関連の研究を

午後4時頃の空に月が見える

タイ ｵｳﾛﾗﾊｾﾞ



多様な職域における連帯が求めら
れる背景

①サービスの理想と
制度のギャップ

専門分化とその役割

②サービス対象の量的・質的変化
と制度・政策とのギャップ



我が国の視覚障害者の状況



視覚障害の原因の変化

１９６０年代ぐらいまで

• 栄養失調
• トラホーム
• 細菌性の感染症による
もの(はしかや先天梅毒
など)

↓
• 比較的幼い頃から障害
になった

現在のワースト５

• 緑内障
• 糖尿病網膜症
• 網膜色素変性症
• 加齢性黄斑変性症
• 脳血管障害によるもの

↓
• 人生の半ばから高齢に
なってからの障害



社団法人日本眼科医会の研究班が行った研究
報告２００９(平成２１年９月)

ＵＲＬ
http://www.gankaikai.or.jp/info/20091115_socialco

st.pdf

「視覚障害がもたらす社会損失額、
8.8兆円!!

～視覚障害から生じる生産性や
ＱＯＬの低下を、初めて試算～」



上記研究による
視覚障害者の数

アメリカの視覚障害の定義を使って分析
• ロービジョンとは、良い方の眼の視力が０．５以下 ０．１以上

• 失明 良い方の眼の視力が０．１以下

• 視覚障害 ロービジョン＋失明

• 失明 １８８,０００人
• ロービジョン(弱視) １,４４９,０００人
• 合計 １,６３７,０００人
• 年齢別に見ると７０歳以上半数
６０歳以上が７２％





視覚障害者の推移・将来予想
(上記研究からの引用)

２０３０年には視覚障害者数は２００万に達すると推計



視覚障害者の現状から見えてきたこと

• 視覚障害があることで日常生活に困ってい
る方は、身体障害者手帳所持者の５倍程
度いると推計。

• 視機能を活用できるようにすれば、視覚を
使って読み書きができ、生活ができる人が
多数である。

• 高齢視覚障害者が７割以上を占めている。
• 高齢の中途視覚障害者が急速に増加して
いくと予想できる。



一般社会の視覚障害者観が
政策を作る

• 視覚障害者＝全然見えない人（全盲）
• 数が少ない（手帳所持者約31万5000人）
• 使用文字は点字
• 見えにくい人（ロービジョンのある人）につ
いては、ほとんど一般に理解されていない

↓
• 手帳所持者に対する福祉サービス
• 全盲向けのサービス等



支援をする専門家

• サービス提供をおこなう専門家も,それぞ
れに守備範囲があり、「私たちの扱う範囲
はここ」と考えてしまう。

• 生活に困っている人を全人的に見ないで,
自分の役割の部分だけを取り出して見てし
まう傾向があった。



今理想とされるべき
視覚障害リハビリテーション

サービスとは



障害者の権利に関する条約
第一条 目的

• この条約は、すべての障害者によるあらゆる
人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有
を促進し、保護し、及び確保すること並びに
障害者の固有の尊厳の尊重を促進すること
を目的とする。

障害者には、長期的な身体的、精神的、知的
又は感覚的な障害を有する者であって、様々
な障壁との相互作用により他の者と平等に社
会に完全かつ効果的に参加することを妨げら
れることのあるものを含む。



リハビリテーションの定義
－1982年国連「障害者に関する世界行動

計画における定義－

• リハビリテーションとは､身体的、精神
的、かつまた社会的にもっとも適した
機能水準の達成を可能にすることに
よって、各個人が自らの人生を変革し
て行くための手段を提供していくこと
を目指し､かつ､時間を限定したプロセ
スである。



障害者の権利に関する条約
第二十六条 リハビリテーション

• 締約国は、障害者が、最大限の自立並びに十分な身体的、精神的、社
会的及び職業的な能力を達成し、及び維持し、並びに生活のあらゆる側

面に完全に受け入れられ、及び参加することを達成し、及び維持すること
を可能とするための効果的かつ適当な措置（障害者相互による支援を通
じたものを含む。）をとる。このため、締約国は、特に、保健、雇用、教育

及び社会に係るサービスの分野において、包括的なリハビリテーション
のサービス及びプログラムを企画し、強化し、及び拡張する。この場合に
おいて、これらのサービス及びプログラムは、次のようなものとする。

– 可能な限り初期の段階において開始し、並びに個人のニーズ及び長
所に関する総合的な評価を基礎とすること。

– 地域社会及び社会のあらゆる側面への参加及び受入れを支援し、
自発的なものとし、並びに障害者自身が属する地域社会（農村を含
む。）の可能な限り近くにおいて利用可能なものとすること。



視覚障害リハビリテーションの
目的と年齢別の達成目標

• 視覚を使わなくとも、あるいは見えにくくなってい
ても、生きていけると言う事を、簡単な事で、本
人に自覚を持ってもらって、失った自信を取り戻
してもらう事

• 若年層では、学校への復学･復帰
• 中高年では、職業復帰・社会的な役割を果たせ
るようになること

• 高齢視覚障害者では、特にそのＱＯＬの向上を
図ること



介護とリハは同じ目的を目指す
－人間はいくつになっても発達する権利がある－

• リハビリテーションサービスも介護サービス
もその人がその人なりに自立して生きること
を保障するサービス

• どんなに障害が重度でも高齢者でも介護を
受けながらリハビリテーションを受ける権利
がある

• ６５歳になったら､障害者福祉サービスから
切られて､介護サービスになるのはおかしい



連携のキーとなるのは
我々の意識改革

• 現実の視覚障害像とサービスの間に大きな
乖離があることの認識を持つ

• 自分の専門性の守備範囲だけで物事を見な
い。

• 一人の人の全人的な人生の幸せを目指す
↓↑

専門家の意識を変革



見えない・見えにくい人が必要と
していること（ニーズ）と制度との

ギャップ

一人の全生活をカバーする
サービス提供と専門分野との

ギャップ
↕

連帯で埋める



連携の必要性に気づいた所から
－自分の専門領域だけではサービス利用者の

ニーズに対応できないー



もっと何かできないのか？

• 手術や投薬では治せない人に出会った時その後の生活
を考えること

• 教育してもあ・は・きの免許はとれそうもない人たちの将
来について考える

• 重複障害や高齢・認知症などで、いわゆる歩行訓練や日
常生活訓練に適さない人のその後を考える

• 既存の福祉サービスの対象外だが実際に困っている人
のその後を考える

• ↓
• 自分の専門性だけではどうにもならないと言う思い
• その気づきから連携の芽が生まれる。



連携の必要性を気づいたら

• 一人の全人的ニーズをカバーするには、
相互に手を伸ばして
カバーし合わないと
いけない部分がある

• その部分は気づいた
人が手を伸ばして
カバーする。

福祉

教育医療



連携を作るには,その中心（キー）とな
る人が必要

もっと何かやれることはないかと思った人、
このままではだめだと思った人が,まずキー
（キーパースン）になる

最初の連携は人と人の結びつきから,そしてだ
んだんに組織と組織に,それからシステム化を
目指す。



連携の作り方・広げ方
維持の仕方



注
この背景色のスライドは、

国立障害者リハビリセンター病院
の仲泊先生が作成されたものを

仲泊先生の許可を得て使用させ
ていただきました。



医療から福祉・教育へだけでなく
医療の中での連携（他科）

• 糖尿病、脳卒中による視機能障害、認知
症を合わせ持つ高齢ロービジョン者等

• 眼科・ロービジョン外来と他科との連携が
必要（視機能の正確な評価）

• ↑↓
• 内科
• 脳外科・整形外科・ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ



すでにロービジョンの患者に
対して専門眼科領域との連携

• 様々な合併症のあるロービジョン者
• ケアを普段担う主治医がいわゆる専門眼科
医と連携をし、ロービジョンのある方の必要に
応じて、専門医に紹介するシステムの確立

• すべての患者が 利用できるシステ
ムで

主治医主
治医

硝子体

角膜

網膜



医療（病院）↔福祉・教育へ



視覚障害・ ロービジョ ン

を持つ者

これまでの連携

施設単位

個人単位情報の流れ

人の流れ



スマートサイトとは

• 起源 米国眼科学会が提唱

• 患者に以下の症状をあるときにロービジョンケアを
おこなっている施設等のパンフを渡す
矯正視力０．５以下、暗点がある、

• 視野欠損がある
↓

• １０年ほど前に我が国に考え方導入
• 各県の眼科医会がその地域にある視覚リハ
資源と連携し地域に適した手法でおこなって
いる。



SmartSig ht

眼科・ 役所

で連絡先を

配布する

スマート サイト

代表が調整する

視覚障害・ ロービジョ ン

を持つ者

人の流れ

情報の流れ



スマートサイト実施県について

すでに実施している県

• 兵庫県版スマートサイト「つば
さ」

• 山梨県版スマートサイト「なか
ま」

• 岡山県版スマートサイト「かけ
はし」

• 福島県版スマートサイト

• 北海道版スマートサイト

• 新潟県版スマートサイト
「ささだんごネット」

• 仙台・宮城版スマートサイト

• 高知県

準備中の県

（開始されたかは未確認）

• 岐阜県

• 鹿児島県

• 岩手県



病院へ福祉等の専門家を

• ロービジョン外来に視覚障害者生活訓練
指導員（歩行訓練士）を招いて相談会

• 外来に視覚障害当時者を招いてピュアカ
ウンセリングの役割を担ってもらう

• 病院で補助具・福祉機器展示をおこなう



ロービジョン外来と地域資源の
コラボレーション

• 獨協大学越谷病院眼
科ロービジョン外来で
は、15年の活動の中
で、外来でケアを受け
た方を,地域にある当
事者組織、作業所な
どに紹介 ↑↓

• 団体から患者紹介、
ピアカウンセラーに病
院に来てもらう等

写真は、外来スタッフと団体と
の第1回交流会風景



153（2013年9月） 視覚障害リハビリテーションについて ～就職や勤務継続を志望する視覚
障害者への支援を中心に～

仙台市中途視覚障害者支援センター 相談員 善積 有子

154（2013年10月） 〈最新の臨床医療〉iPS細胞を用いた細胞移植を中心に さど眼科 佐渡 一成

155（2013年11月） 拡大写本の会・宮城野の活動紹介 拡大写本の会・宮城野 永澤 裕子

156（2013年12月） ロービジョンとなる、ロービジョンとつきあう 仙台市在住 藤田 幸江

157（2014年1月 点字ユーザー向け携帯型情報通信端末のご紹介 ケージーエス（株）営業部新規開拓グループ 籠宮 純

158（2014年2月） 疾患別ロービジョンケアシリーズ 4 小児のロービジョンケア 国立仙台医療センター眼科 野呂 充
宮城県立こども病院視能訓練士 太田 五月
宮城県立視覚支援学校 千田 裕子
あさひがおか眼科 陳 進志

159（2014年3月） よみあげ・拡大読書器「よみあげ名人」の紹介 アイネット（株）代表取締役 吉本 道弘

視覚障害者とフリークライミング ＮＰＯ法人モンキーマジック代表 小林 幸一郎

160（2014年4月） 障害者地域活動推進センターきりんで実践している運動プログラム ―プロ
グラムが果している役割の検討を中心に―

障害者地域活動推進センターきりん 支援員 大久保 陽介

ロービジョン学習支援アプリのご紹介 （株）ティー・エス・シー営業グループマネージャー 三ヶ森 和浩

161（2014年5月） いわゆる盲学校はどんな子どもを育て、どんな人材を世に出そうとしている
のか

宮城教育大学 特別支援教育講座 教授 長尾 博

162（2014年6月） 若い視覚障害者とその支援者に伝えたいこと 宮城県視覚障害者情報センター 中村 哲

163（2014年7月） ロービジョンフットサル」の普及と発展を目指して 日本ブラインドサッカー協会 ロービジョンフットサル日本代表チーム部 監
督 齋藤 友規

164（2014年8月） 私の就職活動体験記 ～就労までの道のり～ 山形県在住 介護士 大場 翼

165（2014年9月） 総合病院における医療ソーシャルワーカーの役割 仙台市立病院医療福祉相談室 医療ソーシャルワーカー 澤井 彰

継続的に関係者で研修会・勉強会を開催し、地域の相互の資源把握・情報
交換をおこなった例

仙台ロービジョン勉強会のテーマおよび話題提供者一覧2000年8月より毎月



訪問リハから始まる連携（高知の例）

• 高齢視覚障害者が多く、公共交通機関も発達していない地
域で、視覚リハに対するニーズを掘り起こすには、地域へ視
覚リハサービスの専門家が出て行く方策を取るしかなかった

• 未知の地域や当事者の所に訪問するためには、その地域を
熟知した福祉担当者・保健師等と連携するのが合理的

• 視覚リハ専門家の仕事を医療・福祉・保健等の多職種が目
の当たりすることで、理解が深まった

• 視覚リハ専門家は多職種への啓発ができると同時に、多職
種との連携により視覚リハを進めることの重要性・有効性を
学んだ



行政の相談窓口を巻き込む
（高知の例）

• 相談・訓練の申込は居住地の市町村の窓口
• 初回訪問は、その当事者を担当し理解している
福祉関係者、保健師等と同行訪問

• 相談・訓練等の状況は定期的にフィードバック
• 出張機器展示・研修会等には、行政担当者の
他、福祉、保健、教育等の担当者の参加を呼
びかけ



連携を広げ維持する方法

• ケースの紹介を通して
• ケース紹介と共にその結果を返し合う
• 職域を超えてのケースカンファレンスを開く
定期的な会議を持つ

• 互いの職場を見学し合う
• 職域を超えて定期的に勉強会を開催
• 行政の担当者は頻繁に変わるので、繰り
返し理解啓発活動をおこなう



何をしているか知ってもらうように
広報活動（高知の例）

平成13年6月16日高知新聞 平成23年12月8日読売新聞



総合福祉機器展 「高知福祉機器展」

2004年から現在まで

20１３年セミナー開催
ケアマネージャーなどを対象
「高齢視覚障害者のケアのコツ教えます」

2004年開始 参加当時



今後取り組むべきこと
視覚リハ専門家の役割



地域包括ケアシステムの中へ

• 厚生労働省では、平成３０年３月３１日まで
• に、居宅介護事業所に同行援護従業者を
置く事を義務づけた（高齢視覚障害者の外
出支援施策）

• 介護保険法に基づく「地域支援事業（地域
の実情に応じて企画ができる） 」の中への
参入



今後の視覚リハ専門家の役割

• 見えない・見えにくい方に対するケアは、世間にほとんど理解さ
れていない。一方高齢社会になってロービジョンのある方の増加
に伴い視覚リハの方法・技術に関するニーズが高まる。

視覚障害
リハビリテーション

他職種による
サービス

効果的な
視覚障害

リハビリテーション

視覚リハ専門家
・専門家として社会へ啓発
・業種を超えた他職種間連携
・地域の支援者をコーディネート



こんな所から初めて見よう
「まず何ができるか」

「自分の施設で今できる連携の
形を探しましょう」



サービス対象を大づかみに
当該県の人口はどのぐらい？

視覚障害者は何人？手帳所持者は何人？
実際に生活に困っている人は何人？
年齢別の視覚障害者数は？

当該県（地域の特色）を把握する
面積はどのぐらい？産業は何？県民所得？
交通手段？等々

ロービジョンサービスに役立つ資源

眼科病院はいくつ？その内ロービジョン外来が
あるのは？
盲学校・視覚障害関連施設どんなものが？
生活訓練指導員・視能訓練士等は？

資源マップづくり



今やれそうなこと探し

医療の分野で
眼科医会と調整してスマートサイトのパンフづくり提案
眼科医会の会報誌に「ロービジョンケアのことを掲載」
県の眼科研究会のテーマに「ロービジョンケア」のことを取り上げてもらう
院内で看護師さんやドクターを対象に手引き講習
待合室を使って機器展示とか

ロービジョンの患者さんが出た時、外部から訓練指導員とか当事者を相
談に来てもらうとか
ケース検討会や勉強会の開催とか

福祉や教育の分野で
自分たちのしていることパンフなどを眼科においてもらう
患者さんが入院中から訪問して相談を受ける
様々なイベントの情報を他機関にも広報する
病院や他機関から紹介されたケースに関しては,経過報告を返す
イベントは、マスコミに報道してもらうようにする



ご静聴ありがとうございました



視覚障害リハビリテーション
協会について

• 視覚障害者を支援する専門家や当事者が
互いの実践を交換し学び合う場所

• 協会ホームページ
http://www.jarvi.org/

• 一般会員年会費5000円
• 学生会員は年会費2000円
• 第２４回大会は福島で、６月２７と2８日開催
詳しくはこちら、 http://nponiji.com/



視覚リハや私の活動に興味の
ある方は

私のブログ「吉野由美子の
考えている事している事」を見て

http://yoshino-yumiko.net/


