
ロービジョン者に対して

できることはなにか

ｰ原点に戻って考えてみようｰ

上江田安彦上江田安彦上江田安彦上江田安彦

医療法人上江田眼科医院医療法人上江田眼科医院医療法人上江田眼科医院医療法人上江田眼科医院



診療最前線診療最前線診療最前線診療最前線ののののロービジョンケアロービジョンケアロービジョンケアロービジョンケア

第第第第1回回回回 ロービジョンケアロービジョンケアロービジョンケアロービジョンケア講演会講演会講演会講演会 05年6月要旨

・・・・診療最前線のロービジョンケアには、決して特別な

器具や設備は必要ではない。

・ロービジョン者にどのように相談にのり、アドバイス

で きるか、心のふれあい（心のケアー精神的サポー

ト） が大切。

･ロービジョンサポート･ネットワークと密に連携する。



１段階（Ｓｔａgｅ１）

重度の視力障害者に対しては施設に 紹介する。

より軽症の視覚障害者には対応できなかった時代。

２段階（Ｓｔａgｅ２）

補助具の進歩により、重症でない軽度の視力障害

者に対応できるようになった。近年の状態。

医療側とケア専門家との連携が十分でない。

３段階（Stage３）

特別な機器は必要なく、精神的なサポートが主体。

一般一般一般一般のののの眼科眼科眼科眼科ではではではでは守備範囲守備範囲守備範囲守備範囲をををを自覚自覚自覚自覚しししし、、、、よりよりよりより精神的精神的精神的精神的なななな

サポートサポートサポートサポートにににに徹徹徹徹するするするする。。。。守備範囲外守備範囲外守備範囲外守備範囲外はははは専門専門専門専門グループグループグループグループへへへへ

バトンタッチバトンタッチバトンタッチバトンタッチ、、、、連携連携連携連携がががが大切大切大切大切。。。。

ロービジョンケアロービジョンケアロービジョンケアロービジョンケアのののの３３３３段階段階段階段階



ロービジョンケア

先端的先端的先端的先端的ロービジョンケアロービジョンケアロービジョンケアロービジョンケア

実践的実践的実践的実践的

ロービジョンケアロービジョンケアロービジョンケアロービジョンケア

プライマリープライマリープライマリープライマリー

ロービジョンケアロービジョンケアロービジョンケアロービジョンケア

基礎的基礎的基礎的基礎的

ロービジョンケアロービジョンケアロービジョンケアロービジョンケア

高橋 宏先生の著書から引用、加筆

診療現場診療現場診療現場診療現場でのでのでのでの対応対応対応対応

（（（（医師医師医師医師 コメディカルコメディカルコメディカルコメディカル））））



プライマリロービジョンケアプライマリロービジョンケアプライマリロービジョンケアプライマリロービジョンケア

• 日常生活の把握

不自由さ、希望などを聞き出す

→どのようにすればQOLが得られるか

→補助具紹介、サポートネットワーク紹介

• コメディカルの役目の重要さ

• 身体障害者手帳申請



進歩進歩進歩進歩するするするするロービジョンケアロービジョンケアロービジョンケアロービジョンケア

法的整備･環境整備

補助具･生活グッズの進歩

ケアのノウハウの進歩

ロービジョンロービジョンロービジョンロービジョン者者者者をををを支支支支えるえるえるえるネットワークネットワークネットワークネットワーク

・ロービジョン者/家族･患者団体

・医療従事者（眼科医、視能訓練士、・・・）

・リハビリ関係者･・支援団体･福祉機器業者

・行政（ハローワーク、福祉事務所）

・教育（盲学校）･・役所/企業（事業主）

･サロン活動



現状はどうなのか？

・ロービジョンロービジョンロービジョンロービジョン者者者者をををを支支支支えるえるえるえるネットネットネットネット

ワークワークワークワークのののの存在存在存在存在をををを知知知知らないことらないことらないことらないこと

があるがあるがあるがある。。。。

・・・・法的法的法的法的ななななサポートサポートサポートサポートをををを受受受受けていなけていなけていなけていな

いいいいこともあることもあることもあることもある。。。。

以上以上以上以上のののの2点点点点にににに対対対対してどうすべきしてどうすべきしてどうすべきしてどうすべき

かかかか。。。。それがそれがそれがそれが今回今回今回今回テーマテーマテーマテーマですですですです。。。。



WHO視覚障害程度分類

等級（カテゴリー） 視力

１ 0.1以上 0.3未満

２ 0.05以上 0.1未満

３ 0.02以上 0.05未満

４ 光覚以上 0.02未満

5                   光覚なし

視野障害

視野5°未満はカテゴリー４

視野5°以上10°未満はカテゴリー３



日本の視覚障害数の現状

（０９年山田昌和氏論文から引用）

眼科疫学的研究、国勢調査、

公的人口予測資料など16の資料にもとづく

（身体障害者の統計にもとづくものではない）

視覚障害の基準

米国の基準 視力＜0.5 ： 視覚障害

視力≦0.1 ： 失明

広い意味での視覚障害者数

2007年 視覚障害者：約164万人

失明者 ：約 19万人

2006年 障害者手帳（視覚障害）交付者数

：389,603人





網膜色素変性治療法の推進

• iPS細胞臨床研究工程表発表（文科省）

• 5年以内の臨床研究開始

作成する細胞：網膜色素上皮細胞

対象疾患：加齢性黄斑変性

作成する細胞：角膜

対象疾患：加齢性黄斑変性

•



厳しくなる医療の現状

• 少子化高齢化社会に対応

医療費抑制→人件費の抑制（医療環境の悪化）

• 眼科医（志向も）減少、特に勤務医の減少

• 医事紛争

• 専門化

• 急速に進歩する眼科診療（絶えず勉学）

• 長くなる一人あたりの診療時間

• いつも多忙→関心はあるが、ロービジョン者への

気配り減少

推薦図書：医療崩壊「立ち去り型サボタージュ」小松秀樹

「イノセント・ゲリラの祝祭」海道 尊



WHO障害程度分類

等級（カテゴリー） 視力

１ 0.1以上 0.3未満

２ 0.05以上 0.1未満

３ 0.02以上 0.05未満

４ 光覚以上 0.02未満

5                   光覚なし

視野障害

視野5°未満はカテゴリー４

視野5°以上10°未満はカテゴリー３

ロービジョンケアロービジョンケアロービジョンケアロービジョンケアはいつからはいつからはいつからはいつから始始始始めるかめるかめるかめるか



広い意味でのロービジョンケアは

受診と同時に始まる

医療側に求められること

１．病気の十分な診療、説明（情報提供）

２．生活問題の把握と対応法

３．将来について相談

対応策

1．法的サポート（障害者手帳申請） 費用の問題

２．補助具の紹介

３．ロービジョン者を支えるネットワークへ紹介

（守備範囲を自覚する）、その後も密接な連携

4．可能な限り情報提供



法的サポート（視覚障害者手帳申請）

ロービジョンケアには費用を要する。

それには法的サポートが必要。

視覚障害者手帳申請を勧める。

→視覚障害者程度等級表（特に視野障害）を

理解する。



一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので両眼の視力の和が0.2を超え

るもの

６６６６級級級級

2 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの

1 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの

５５５５級級級級

2 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの

1 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの

４４４４級級級級

2 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼両眼両眼両眼によるによるによるによる視野視野視野視野についてについてについてについて視能率視能率視能率視能率によるによるによるによる損損損損

失率失率失率失率がががが90909090％％％％以上以上以上以上のもののもののもののもの

1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

３３３３級級級級

2 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼両眼両眼両眼によるによるによるによる視野視野視野視野についてについてについてについて視能率視能率視能率視能率によるによるによるによる損損損損

失率失率失率失率がががが95959595％％％％以上以上以上以上のもののもののもののもの

1 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの

２２２２級級級級

両眼の視力（万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者について

は、きょう正視力について測ったものをいう。以下同じ。）の和が0.01以下のもの
１１１１級級級級

視覚障害視覚障害視覚障害視覚障害等級等級等級等級

視野はゴールドマン視野計にて測定、周辺視野は1/4、中心視野は1/2のイソプターを用いて

測定。他の視野計はこれに準じる。





症例 S６生

両眼糖尿病網膜症 緑内障 眼内レンズ挿入眼

視力 右眼0.6 左眼0.7



症例

T2生 両眼緑内障術後

両眼眼内レンズ挿入眼

視力 両眼とも0.3



症例 網膜色素変性

• S17生 かっては優秀なサラリーマン

• Ｓ57 視力(0.3  0.8)  視野高度に狭窄

• 予後不良を説明

• 地下鉄ホームから転落しそうになる。周囲の人たち
が、抱えるようにして、転落阻止。

• 退職し、日本ライトハウスにて職業訓練

• マッサージ師として生計を立てる
• S62 視力（眼前手動弁 0.05)

• H12  視力０

• H21 配偶者死亡 しかし生活意欲失わず



症例 右眼網膜色素変性 眼内レンズ挿入眼

左眼：併発白内障 S5年生

視力（0.2 0)

初診 S56



症例 網膜色素変性



症例 網膜色素変性



一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので両眼の視力の和が0.2を超え

るもの

６６６６級級級級

2 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの

1 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの

５５５５級級級級

2 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの

1 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの

４４４４級級級級

2 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼両眼両眼両眼によるによるによるによる視野視野視野視野についてについてについてについて視能率視能率視能率視能率によるによるによるによる損損損損

失率失率失率失率がががが90909090％％％％以上以上以上以上のもののもののもののもの

1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

３３３３級級級級

2 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼両眼両眼両眼によるによるによるによる視野視野視野視野についてについてについてについて視能率視能率視能率視能率によるによるによるによる損損損損

失率失率失率失率がががが95959595％％％％以上以上以上以上のもののもののもののもの

1 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの

２２２２級級級級

両眼の視力（万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者について

は、きょう正視力について測ったものをいう。以下同じ。）の和が0.01以下のもの
１１１１級級級級

視覚障害視覚障害視覚障害視覚障害等級等級等級等級

視野はゴールドマン視野計にて測定、周辺視野は1/4、中心視野は1/2のイソプターを用いて

測定。他の視野計はこれに準じる。



症例

錐体ジストロフィ





一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので両眼の視力の和が0.2を超え

るもの

６６６６級級級級

2 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの

1 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの

５５５５級級級級

2 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの

1 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの

４４４４級級級級

2 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失

率が90％以上のもの

1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

３３３３級級級級

2 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失

率が95％以上のもの

1 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの

２２２２級級級級

両眼の視力（万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者について

は、きょう正視力について測ったものをいう。以下同じ。）の和が0.01以下のもの
１１１１級級級級

視覚障害視覚障害視覚障害視覚障害等級等級等級等級

視野はゴールドマン視野計にて測定、周辺視野は1/4、中心視野は1/2のイソプターを用いて

測定。他の視野計はこれに準じる。





0.62秒秒秒秒（（（（0.40～～～～0.95秒秒秒秒））））

視標提示時間視標提示時間視標提示時間視標提示時間はははは？？？？ ３３３３秒秒秒秒



ま と め

• ロービジョンケアは受診と同時に始まる。

• ロービジョンケアには精神的なケアが必要。

技術的なことより優先。

• 日常生活を把握、対応を考える。

• 法的サポートの検討。身障手帳申請など。

• たえず関連情報に留意。

• 守備範囲を自覚し、サポートネットワークへ紹
介する。

• 紹介しても、連携を欠かさない。



ご清聴ありがとうございました

大和郡山市大和郡山市大和郡山市大和郡山市：：：：矢田寺矢田寺矢田寺矢田寺のあじさいのあじさいのあじさいのあじさい


