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「みる」の意味

見る　　　視る　　眺る

　　　　　　診る　　看る　　

　　　　　　望る　　省る　　

　　　　　　察る　　証る

観る



0.0380.020顔面紅潮0.0990.333ろうあ

0.0190.023太りすぎ・やせすぎ0.1480.361軽度精神遅滞

0.0460.066水溶性下痢0.1020.373直腸膣瘻

0.0540.077強度の咽頭痛0.1260.407ダウン症

0.0660.111強度の貧血0.0790.619うつ病

0.0580.136橈骨骨折によるギブス0.0600.624失明

0.0950.191不妊症0.0800.671対麻痺

0.0540.195勃起不全0.0620.722精神病

0.0710.209リウマチ0.1460.738強度の片頭痛

0.0570.223狭心症0.0710.762認知症

0.0590.281膝以下の切断0.0270.895四肢麻痺

標準偏差平均値指標標準偏差平均値指標

（Murray CLJ:The Gobal Burden of  Diseaseより）

22の障がい指標における相対障害度比較
（Geneva meeting on disability weight）



本日の講演内容

• ロービジョンケアは　　　　　　　　　　　
　　　生活支援版のセカンドオピニオン

• 眼科医の役割
• 国際生活機能分類（国際障がい分類改訂版
ICF2001）から考えられる各職種の役割

• 視覚障がい者・家族の役割



Quality of Visionの向上

・眼疾患の診断し, 治してほしい

眼科患者の希望

・ 見ることができるようにしてほしい



Quality of Lifeの低下

眼科治療の限界

・ 見ることができず，　　　　　　　
　　　　日常生活動作ができない



Quality of Lifeの向上

眼科治療の限界

・ 見ることができず，　　　　
　　　　日常生活ができない

ロービジョンケア



ロービジョンケア（視覚障がいリハビリテーション）

　保有視機能を最大限に活用しQOL　　　　
　　　　　（生活の質）の向上をめざすケア

（ICIDH 1980）

ロービジョンケア



患児・者（視覚障がい児・者）をみて
眼科医療がなすべきこと

セカンドオピニオンとしてのロービジョンケア

•適切な治療（Cure)　　　　Quality of Vision

　　　　屈折矯正

　　　　薬物治療

　　　　手術

•見せるロービジョンケアの拡大　　　

•生活面での支援(Care)　　　Quality of Life

　　　　有効な保有視覚の活用

　　　　情報の提供



本日の講演内容

• ロービジョンケアは　　　　　　　　　　　
　　　生活支援版のセカンドオピニオン

• 眼科医の役割
• 国際生活機能分類（国際障がい分類改訂版
ICF2001）から考えられる各職種の役割

• 視覚障がい者・家族の役割



失明の可能性　視覚的困難



従来の眼科リハビリテーション

医療：病名や失明の宣言・告知

　　　　　　　　　解決への努力期　　　　　　　　　
受容期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　補助具選定歩行・日常生活職業訓練

医学的リハビリテーション

教育的・社会的･職業　　
　　　リハビリテーション

　
　

最近のロービジョンケア

・日常生活訓練
・歩行訓練
・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ訓練
・職業訓練

日常生活指導員　　　　
歩行訓練士　　　　　　　　
ﾛｰﾋﾞｼﾞｮﾝﾃｲｰﾁｬｰ（教員）
職業指導員

実践的ロービジョンケア

失望期

否認期 混乱期

不安期

無為な時間
眼科医　視能訓練士
看護師　臨床心理士
ﾒﾃﾞｨｶﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ

・失明の可能性
・視覚的困難

眼科医

・視機能再評価
補助具選定と訓練
・情報提供
・心理的援助

プライマリロービジョンケア眼
科
医
療

基礎的ロービジョンケア



　　　

１）患者の訴えを十分に時間を　　　　　　
　　かけてよく聞く　何が問題か　　　　　

２）治るか否か　原因は　予後は　　　　　
３）遺伝するか　家系図の作成　　　　　　
　　　発生頻度　　遺伝子検索　　　　　　
４）日常生活での不自由さを評価　　　　
５）どうようにすれば，日常生活が　　　　
　　可能か実際に呈示する　　　　　　　　
　　　・ルーペ　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　（眼底検査用＋20Dで可能）　　　
　　　・歩行介助法　　　・福祉情報　　　　
６）将来に希望があることを話す　　　　　
　　　学校や仕事　　生きがい

プライマリロービジョンケアのポイント



眼科医の役割

•見えるところの自覚を促す　

　　“ロービジョン訓練の第一歩”

•目の前にいる患者がロービジョンケアの
　対象になる　　“ロービジョンケアの導入”



本日の講演内容

• ロービジョンケアは　　　　　　　　　　　
　　　生活支援版のセカンドオピニオン

• 眼科医の役割
• 国際生活機能分類（国際障がい分類改訂版
ICF2001）から考えられる各職種の役割

• 視覚障がい者・家族の役割



国際生活機能分類（国際障害分類改定版）

（ICF:2001）

健康状態

心身機能
身体構造

　 　活　動　　　
　能力　　　 実行状況

参　加

環境因子 個人因子

生命レベル 生活レベル 人生レベル



視能訓練士　理学療法士 　　
作業療法士　言語聴覚士 　　
日常生活指導員（歩行訓練士）
ﾛｰﾋﾞｼﾞｮﾝﾃｨｰﾁｬｰ（盲学校教員）

できる活動
（訓練・評価時の能力）

している活動
（実生活での実行状況）

連携

看護・介護職，教員，福祉職

する活動

「活動」レベルの目標

（将来の実生活においての
実行状況）

主目標（参加レベルの目標）の
具体像であり，それと表裏一体
のものとして同時に設定

上田　敏:リハ医学:40, 2003改変

視覚障がい者の活動向上訓練の原則



障がい学

目的のひとつは感性を磨くこと

見え方を体験する



擬似体験

千寿製薬より



実際に体験してみましょう！

遠方視

近方視

視野狭窄 中心暗点



Ｘ

Ｙ

Ｚ

視野は円錐体に広がる！

Ｘ軸，Ｙ軸以外にＺ軸（距離）がある



ロービジョンケア

感性が必要である

感性を磨く

患者や家族など
の声を聴く

日本眼科医会企画・監修　　
眼科の診療と治療シリーズ
「ロービジョンケアは医の心」

見え方を体験する



少年写真新聞社　「知っておきたい子どもの目のケア」

2007年1月発売



本日の講演内容

• ロービジョンケアは　　　　　　　　　　　
　　　生活支援版のセカンドオピニオン

• 眼科医の役割
• 国際生活機能分類（国際障がい分類改訂版
ICF2001）から考えられる各職種の役割

• 視覚障がい者・家族の役割



生活を支援する眼科医療にするためには

感性

見せるロービジョンケア 生活を支援する
ロービジョンケア

生活を支援する
眼科医療

当事者者や　　　
家族の声を出す



患児・者（視覚障がい児・者）の皆様が
なすべきこと

ロービジョンケアを行う眼科が増えない

•日常生活の支障を主治医に話す
　　　（自分の見え方を話す）

•ロービジョンケアをしてほしいと訴える



患児・者（視覚障がい児・者）の皆様が
なすべきこと

看護師や視能訓練士などコメディカル
に相談し、　支援を得る

•日常生活の支障を主治医に話す
　　　（自分の見え方を話す）

•ロービジョンケアをしてほしいと訴える



患児・者（視覚障がい児・者）の皆様が
なすべきこと

ロービジョンケアを行う眼科が増え
生活を支援できる体制が整う

•日常生活の支障を主治医に話す
　　　（自分の見え方を話す）

•ロービジョンケアをしてほしいと訴える



医（medicine）の構成

　　知識　
（サイエンス）

　　　技術　　　
（テクノロジー）

　　　　患者への態度　　　　　
（ヒューマンなアティチュード）

（日野原重明, 1989）



「医」と「醫」
• 医は「矢を引く」ということで，人間の「技術」を示す
• 殳（ほこつくり）は役の一部で，「奉仕」を示す
• 酉（とりへん）は神に酒を奉ることで，「祈り」や「癒し」
を示す

• 醫から医に字が変わったときに，医療は本来もって
た「技術」と「奉仕」と「祈り」の三位一体を忘れ去り，
技術に走っていたのではないか．医療がかっての技
術と，奉仕と，祈りをバランスよく取り戻したときはじ
めて，痴呆性老人や末期がんの患者さんをやさしく
看ることができるのだと思う

（鎌田　實：がんばらない, 2000）



ロービジョンケアの基本姿勢

• 視覚障がい者がもつ能力を，視覚障がい者
自身が信じ行うことで，すばらしい人生を営
むことができる

• 視覚障がい者を中心におき，ボランティアと
も協業し，専門家が専門知識を用い支援し
ていく

• 視覚障がい者が自ら選択した目標が達せ
られた時の喜びや彼らの笑顔を決して忘れ
ない



ロービジョンケアに必要なもの

当事者を含めあらゆる支援者の

感性



情　報
• 平成19年1月29日　人事院通知
　　　「障害を有する職員が受けるリハビリテーションについて」

• 平成19年4月1日　　健康相談医師に眼科医の追加
　　　「障害者介助等助成金（健康相談医師の委嘱助成金）」

• 平成19年4月17日　厚生労働省職業安定局通知
　　　　「視覚障害者に対する的確な雇用支援の実施について」

• 日本ロービジョン学会ホームページに「眼科医が会員
である医療機関」の公表を準備中：　当分は事務局に
電話（0864-64-0320）で問合せして欲しい

　



職　職－　３５　人研調－１１５
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１９年 １ 月２９日
各府省等人事担当課長　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人事院職員福祉局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職員福祉課長　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人事院人材局　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研修調整課長　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　障害を有する職員が受けるリハビリテーションについて（通知）

　標記について、病気休暇（一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（以下「勤務時間法」という。）第１
８条）の運用及び研修（人事院規則１０－３（職員の研修））の運用に当たっては、下記の事項に留意して取り扱っ
てください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
１　病気休暇の運用について
　　職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について（平成６年７月27日職職－３２８）では、勤務時間法第１８条
（病気休暇）の「療養する」場合には、「負傷又は疾病が治った後に社会復帰のためリハビリテーションを受ける
場合等が含まれるものとする」と定めている。すなわち、社会復帰のためのリハビリテーションであってもそれが
医療行為として行われるものであれば、病気休暇の対象となり得るものであること。なお、負傷又は疾病が治る
見込みがない場合であっても、医療行為として行われる限り同様であること。

２　研修の運用について
　　負傷又は疾病のため障害を有することとなった職員が病気休暇の期間の満了により再び勤務することとなっ
た場合又は病気休職から復職した場合において、当該職員に現在就いている官職又は将来就くことが予想さ
れる官職の職務責任の遂行に必要な知識、技能等を修得させ、その他その遂行に必要な当該職員の能力、資
質等を向上させることを目的として実施される、点字訓練、音声ソフトを用いたパソコン操作の訓練その他これ
らに準ずるものは、人事院規則１０―３（職員の研修）の研修に含まれるものであること。



　障害者介助等助成金（健康相談医師の委嘱助成金）の
支給対象障害者に次の障害者を加えることとしたこと。
　網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、緑内障等による
障害等級表に掲げる６級以上の視覚障害がある労働者
（重度身体障害者である労働者にあっては、短時間労働
者を含む。）
　なお、当該障害者に対して委嘱できる医師の数は、複
数の医師として差し支えないものとするが、支給額等の
規定において、支給限度額は当該複数の医師に対する
委嘱を１人の医師を委嘱したものと見なして算定するこ
ととしたこと。

「障害者介助等助成金」の改訂（平成19年4月1日）



職高障発第0417004号
平成１９年４月１７日

　各都道府県労働局職業安定部長　殿

厚生労働省職業安定局
　　高齢・障害者雇用対策部
　　　　　　　障害者雇用対策課長

視覚障害者に対する的確な雇用支援の実施について

　障害者の職業紹介業務の推進について、日頃よりご尽力いただいていることに感謝申し上げる。
　さて、公共職業安定所における視覚障害者の就職状況を見ると、「あんま・マッサージ・指圧、鍼、灸業（いわゆる
「あはき業」）」への就職が大部分を占めており、視覚障害者の職域は、依然として、伝統的な職域とされる「あはき
業」に大きく依存していると言わざるを得ないのが現状であるが、近年のＩＴ技術の急速な発達・普及等を背景として
、少なからぬ視覚障害者が事務職に就職しているなど、視覚障害者の職域の拡大も見られるところである。
　一方、在職中に視覚障害を受障した者の雇用の継続が大きな課題となっているところであり、公共職業安定所におけ
る視覚障害者の雇用の促進と安定のための一層的確な支援が求められている。
　そのため、下記のとおり、視覚障害者の職域の現状、視覚障害者の職業能力開発の状況、就労支援に係る情報、社会
資源について整理するとともに、視覚障害者就職支援及び雇用継続支援のポイントをお示しするので、これらを活用し
、視覚障害者に対する的確な支援を実施していただくようお願いする。
　なお、本通知の内容については、職業能力開発局及び社会・援護局障害保健福祉部並びに文部科学省と協議済みであ
ることを申し添える。



視覚障害者に対する的確な雇用支援

視覚障害者の就職
等の状況

　視覚障害者の職域は、依然として、
「あはき業」に大きく依存しているの
が現状だが、近年のＩＴ技術の普及
等を背景として、約１割の視覚障害
者が事務職に就職しているなど、職
域の拡大が見られること。

○職域の現状

○職業能力開発機会の充実

○様々な障害状況等

ハローワークにおいて、視覚障害者の雇用の促進と安定を支援

ハローワークにおける視覚障害者支援について、周知・協力依頼

Ⅰ　求職視覚障害者の就職援

○的確な職業相談・職業指導

○技能の習得・向上

・ハローワーク
・地域障害者職業センター
・障害者就業・生活支援センター
・眼科医
・視覚障害者支援団体
・障害者職業訓練コーディネーター　等

○関係者・関係機関と連携した
　 「チーム支援」

Ⅱ　在職視覚障害者の継続雇用援

○雇用事業主の理解の促進

○障害者本人の雇用継続意欲
の維持・喚起

・ハローワーク
・雇用事業主
・地域障害者職業センター
・障害者就業・生活支援センター
・眼科医
・視覚障害者支援団体
・障害者職業訓練コーディネーター　等

○関係者・関係機関と連携した
　 「チーム支援」

○技能の習得・向上

支援の二つの柱

＜視覚障害者の就職が多い職種＞

8.717.7生産工程・労務
の職業

10.414.2事務的職業

63.245.7
あんま・マッサー
ジ・指圧、鍼、

灸

重度

就職者数に占め
る構成比（％）

　視覚障害者を対象とした障害
者委託訓練など、視覚障害者の
職業能力開発機会が充実してき
ていること。

　視覚障害の状況や程度は様々で
あり、「見え方」も個人により異なって
いること。

出所：ハローワークにおける視覚障害者の
　　　 職業紹介状況（平成18年４～12月）

－　平成19年４月　各ハローワークに通知－

○地域の視覚障害者当事者団体

○地域の眼科医

○地域の事業主

○地方公共団体

視覚障害に関する事業主の正しい理解の促進



日本眼科学会や日本眼科医会のホームページ
（2007-06-26）



山田信也　　　　　　　　
　 大活字：2004年2月
　

高橋　広　山田信也　川瀬芳克　　　
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　ロービジョンケアの実際　　　
視覚障害者のQOL向上のために



「知っておきたい子どもの目のケア」

体験シート：別売あり2007年1月発売

第5章（高橋　広）
ロービジョンケア


