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【目的】

　初年度を中心として、視覚に障害をもつ者の実態調査を行った。このデータをもとに第二年度には、

支援対象の属性（原因疾患、各種インペアメント、環境因子など）およびニーズを入力すると有効と思わ

れる支援プロトコールの候補のいくつかが出力されるプログラムを開発し、インターネット上で活用可能

なものとした。最終年度となる本年度は、このプログラムを試用し、提案する支援項目別にその正答率を

求める。そして、本ソフトウェア『ファーストステップ』を活用することで促進されうる視覚に障害をもつ

者の自立支援サービスのあり方モデルを提案する。　

【方法】

　1）ファーストステップの評価用バージョンを作成する。2）実際の対象者に対して、約30問の質問を行い、

その結果得られた支援項目の要不要判定とは別に、各評価者は独自の要不要判定を行い、これらの

一致率を求める。3）視覚に障害をもつ者の自立支援サービスのあり方モデルの中で重要な支援形態と

なる『中間型アウトリーチ支援』についての現状と将来における実現可能性について、ロービジョンケア

を実施していると標榜している眼科320施設と視覚障害者支援を実施している福祉施設100施設に、

意向調査を行う。　

【結果】

1）ファーストステップ正答率…視機能活用支援での一致率は77.9%、動作支援では64.5%、社会活動

支援では59.4%、その他の支援では46.7%であった。その他の支援のサブカテゴリで特に低かったのは、

心理相談38.8%、娯楽支援38.2%、その他の情報提供32.2%であった。

2）中間型アウトリーチ支援の実現可能性…回答率は、眼科医療施設が62%、福祉施設が74%であった。

眼科医療施設のうち、「既に実施」「可能」が各々約3割、「必要と思うが実施は困難」と回答したのは

約2割、「不要」と回答したのは1割であった。一方、福祉施設では、約4分の1が「既に実施している」、

約3割が「可能」、3割が「必要と思うが実施困難」と答えた。　

【考察】

　ファーストステップは、視機能活用支援のカテゴリでは非常に高い正答率を示した。しかし、他のカテ

ゴリ、特にその他の支援では低かった。また、各カテゴリにおいて情報提供の項目が他に比べ低く、具体性

が乏しい項目に一致率の低下傾向がみられた。この改善には、アルゴリズムだけでなく、リンク先ページ

の充実を図る必要がある。

　一方、中間型アウトリーチ支援は、視覚に障害をもつ者の家へ行って支援を行うアウトリーチとも、視覚

リハビリテーション施設で行われている通所型支援とも異なり、普段よく通う施設（たとえば眼科）に、

視覚障害の専門家が出向き相談を受けるという形態を意味する。アンケートによれば、すでに59カ所の

ロービジョンケア実施眼科医療施設で行われている。今後、この支援形態が一般化されれば、視覚障害

者支援が、より迅速に、よりきめ細やかに行われるようになることが期待できる。
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Ⅱ-1. 研究背景

1）第一・二年度の要約

　本研究の目的は、視覚に障害をもつ者の包括

的支援と実態調査が同時進行するシステムを開

発することである。視覚障害者には、視力低下

などのインペアメントに起因して、視覚経験に基

づく運動・移動、セルフケア、家庭生活などの活

動制限が生じる。また、視覚要因以外のインペ

アメントである記憶障害、体力低下、抑うつ状態

なども同時に活動制限の原因となっているが、

これら全てを配慮した総合的判断に基づく支援

プロトコール導出システムは存在しない。本研

究の目指すプログラムは、データを与えれば、

支援カテゴリの要不要を自動判定し、同時に不

特定多数の対象者の実態やニーズを知ることを

可能にする。

　初年度には、まず、視覚に障害をもつ者の実

態調査を行うための調査票を検討した。そして、

調査を行って、視覚障害者のニーズ特性を分析

した。また、大まかではあるが、視覚障害重症

度支援ニーズ判定基準を作成した。調査対象は、

良い方の眼の矯正視力が0.3未満、左右眼の視

野が求心性狭窄で良い方の眼の視野が半径40

度以下あるいは同名半盲（1/4盲を含む）の患者

166名であった。このうち解析に使用したのは

163名（男性81名、女性82名）で、年齢は13

歳から84歳（平均56.2±15.9歳）であった。

原因眼疾患は、遺伝性網膜ジストロフィー

（42%）、緑内障（13%）、糖尿病網膜症

（12%）等であった。自由口述式のフェルトニー

ズの中でもっとも多かったのは「移動支援」で

64%の対象者から挙げられた。続いて「文字の

読み書き」が36%、「パソコンなどの情報」が

29%、「見えるようになりたい」が23%であっ

た。うつ傾向は16%にみられた。本データより、

明・暗順応障害、夜盲、良い方の眼の矯正視力

が0.2以下、視野がGoldmann視野計のV/4

視標により半径20度以下で、移動支援のニーズ

が生じていることが明らかになった。また、何ら

かの支援ニーズが発生するのは、良い方の眼の

矯正視力が0.7以下、視野がGoldmann視野

計のV/4視標により半径20度以下または同名

半盲、色覚異常、複視がある場合であると推定

した。

　第二年度には、その特性が一般的なものであ

るかをより広い調査フィールドで取ったデータ

から検証し、支援対象の属性およびニーズを入

力すると有効と思われる支援プロトコールの候

補を出力するアルゴリズムを模索した。まず、調

査フィールドを拡張した実態調査により、86名

の新たな有効データを取得し、平成22年度とほ

ぼ同等の結果が得られた。初年度からのデータ

全体から、視力・視野と生活障害・ニーズの発生

の関係を検討したところ、視力としては0.5と

0.08に、視野としては半径20度にカット・オフ

値がみられた。また、共分散構造分析を用いて

視覚の最適モデルを構築したところ、視覚関連

の日常生活動作・生活の質に対して、視力の約7
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倍の関与が視野においてみられた（図1）。また、

専門職による支援プロトコール選定を行い、こ

れを教師データとして要不要の自動判定アルゴ

リズムを模索した。その結果、決定木分析により、

36のnodeを使用して23項目の支援の要不要

を判定するアルゴリズムを決定した。そして、こ

のアルゴリズムを用いたインターネット上のプロ

トコール提案システム「ファーストステップ」を構

築した。

図1. 視覚の最適モデル

DLTV_total：視覚関連日常生活動作の代表

値。comp11：視覚関連生活の質の代表値。視

力から視覚への関連値0.12に対し、視野からの

それは0.88と約7倍である。すべての相関関

係・因果関係は5%水準で有意である推定値が

得られ、適合度指標は、CF I=0 .999、

RMSEA=0.016であった。

2）ファーストステップ

　インターネットを使用して、約30項目の簡単

な質問に答えると視機能評価、点字訓練などの

23項目の支援カテゴリごとに、その支援が必要

か不要かを判定するソフトウェアのことで、本研

究の主要成果物である。また、この判定結果の

ページからは、各支援ジャンルの平易な説明と

用語解説および関連施設情報のあるサイトへの

リンクが張られている。また同時に、「ファース

トステップ」には、全体的な利用者の実態とニー

ズを調査する機能も備わっている。本ソフト

ウェアは、日頃、視覚に障害をもつ者（当事者）

に直接対応する支援者が使用し、当事者を視覚

障害者支援の専門家に繋げるためのツールであ

ると同時に、結果の集積により視覚障害者全体

のニーズの把握に有効と考えられる（資料1）。

後述の「中間型アウトリーチ支援」と合わせ活

用することで、次世代型の視覚障害者支援シス

テムとなる可能性を秘めている。

 

図2. ファーストステップのコンセプト

1） インターネット利用
 （スマートフォンでも可）
2） ログイン
3） 視覚障害者情報を
 約30項目入力
4） 場所情報の入力

1） 必要支援項目表示
2） 支援項目の説明
 （教育的効果）
3） マクロニーズの把握
4） 支援が受けられる
 施設の紹介
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3）中間型アウトリーチ支援

　通所型と訪問型（アウトリーチ型）の中間的

支援方法で、当事者が日常通う各種施設に視覚

障害者支援の専門家が訪問し、支援を行うこと

である。当事者が日常通う施設として代表的な

ものには、眼科、保健所、役所、学校などがある。

この支援方法の利点は、視覚に障害をもつ者が、

日常生活の範囲内において、視覚障害者支援

サービスを利用しはじめることができることで

ある。また、視覚リハを受けようかどうしようか

迷っているような者にとって、専門施設の門を叩

くことには勇気が必要である。しかし、いつも

通っている場所で、視覚障害者支援の専門家に

会い、相談することができれば、そのハードルは、

ぐっと低くなることだろう。なお、当事者のニー

ズが、自宅の中にある場合は、訪問型支援にシ

フトし、また、継続的集中的に支援が必要な場

合は、通所型支援あるいは入所型支援へシフト

することもできるだろう。

 

図3. 中間型アウトリーチ支援

アウトリーチ 中間型アウトリーチ 通  所

当事者が
よく行く所

支援者

仲介者

当事者
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Ⅱ-2. ファーストステップの評価

1) 目的

　第二年度に作成した視覚障害者支援連携ソ

フト「ファーストステップ」を試用し、提案する支

援項目別に専門家の判断との一致率を求め、そ

の有用性について評価する。

2) 方法

　まず、ファーストステップの評価用バージョン

を作成した。評価用バージョンでは、オリジナル

と同様の質問の後、支援項目ごとの自動判定結

果とは別に、各評価者の独自の要不要判定を記

録できるようにした。これを用いて、141名に対

して聞き取りと判定を行い、自動判定と実際の

判定との一致率を検討した。

3) 結果

　視機能活用支援での一致率は77.9%、動作

支援では64.5%、社会活動支援では59.4%、

その他の支援では46.7%であった。その他の支

援のサブカテゴリで一致率が特に低かったのは、

心理相談39.7%、娯楽支援39.0%、その他の

情報提供32.6%であった（表1）。

表1. ファーストステップの自動判定と
実際の判定との一致率

  医療（眼科） 78.7 
 視機能 視機能評価 85.1 
 活用支援 光学的補助具の選定 80.9 
  非光学的補助具の選定 83.7
  視覚支援の情報提供 76.6

  点字 79.4 
  パソコン 64.5 
  感覚訓練 63.1 
動作支援 白杖歩行 64.5 
  盲導犬 72.3 
  日常生活訓練 61.0 
  行動支援の情報提供 51.8 
  就労支援 80.1 
  社会相談 58.9 
社会活動支援 支援調整 56.7 
  福祉制度支援 56.0 
  介護における社会支援 48.2 
  社会支援の情報提供 56.7 
  医療（眼科以外） 65.2 
  心理相談 39.7 
その他の支援 スポーツ支援 57.4 
  娯楽支援 39.0 
  その他の情報提供 32.6

　
4) 考察

　ファーストステップは、視機能活用支援のカ

テゴリでは高い正答率を示した。しかし、他のカ

テゴリ、特にその他の支援では低かった。また、

各カテゴリにおいて情報提供の項目が他に比べ

低く、具体性が乏しい項目に一致率の低下傾向

がみられた。

　年齢を考慮することで、この一致率を上げる

ことができるかを確かめるために、一致したか

どうかを従属変数とし、年齢を独立変数として

決定木分析を行った。その結果、点字、就労支

援、介護における社会支援および医療（眼科以

外）において、年齢を考慮することで一致率が

上昇する可能性が示された。したがって、年齢を

限定したアルゴリズムを求め、それによるデータ

 支援カテゴリ 支援サブカテゴリ                  一致率（％）

 支援カテゴリ 支援サブカテゴリ                  一致率（％）
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収集が必要であると考える。既存のデータによ

る年齢制限に伴う正答率の改善と必要nodeの

減少に関しての検討については後述する（Ⅱ-6.

ファーストステップの改良）。

　また、今後、アルゴリズムの改良とともに、要

不要判定の際に具体的な支援イメージが得られ

にくいカテゴリについて、プロトコール提案シス

テムのリンク先ページの充実を図ることも必要

であると思われた。

Ⅱ-3. 中間型アウトリーチ支援に

 関する意向調査

　詳細は資料2に記した。ここでは、概要を述

べる。

1) 目的

　全国のロービジョンケア実施状況調査と、視

覚リハ施設における視覚リハサービスの実施状

況調査を行うとともに、眼科医療への福祉施設

からの中間型アウトリーチ支援に関する意向を

明らかにすること。

2) 方法

（１）調査1

　インターネット上のLVケア実施医療施設リス

トに掲載されていた320施設（以下、眼科医療

施設）を対象に、郵送による以下のアンケート

調査を行った。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

貴医療機関名（　　　　　）

【質問1】ロービジョンケア

a. 行っている　b. 今は行っていない

※質問1で、b.今は行っていない と回答された

医療機関は、質問2と3は回答不要です。質問

4のみお答え下さい。質問1でa.行っている と

回答された医療機関は、以下の質問にお答え

下さい。　

【質問2】担当職種（複数回答可、常：常勤、非：

非常勤、国リハ医師研修了医：修、未修了医：未）

a. 眼科医（常修・常未・非修・非未）

b. 視能訓練士（常・非）

c. 看護師（常・非

d. 視覚リハ専門職（常・非）　

e. 眼鏡店職員　

f. その他（　　）

【質問3】月あたり対応患者人数

a. 1人以下 　　b. 2～4人 　　c. 5人以上

【質問4】貴院で視覚リハビリテーション専門

職が相談・情報提供を行うことについて

a.  既に実施している 　（ 　 　 ）と連携中

b. 可能

c. 必要と思うが実施は困難　（ 　　 ）のため

d. 不要　（　　 ）のため

e. その他（　　　）

（２）調査2

　視覚リハ施設100施設を対象に、郵送による

以下のアンケート調査を行った。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

施設名（　　　　　）

【質問1】貴施設で行っている視覚リハビリテー

ションサービスの内容（該当する内容に全て○
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をつけて下さい）

a. 訓練（日常生活動作・点字・パソコン・IT機器・

感覚・歩行・盲導犬・その他　　）

b. 職業技能訓練（三療・事務職・その他　　）

c. 心理相談

d. 社会相談・情報提供

e. その他（　　）

【質問2】貴施設で行っているサービス提供形態

（該当する内容に全て○をつけて下さい）

a. 入所　b. 通所　c. 訪問  d. その他（　　）

【質問3】貴施設職員が医療機関に出向いて

サービスを提供することについて

a. 既に実施している　 （　　 ）と連携中

b. 可能

c. 必要だと思うが実施は困難 （　　 ）のため

d. 不要　（　　 ）のため

e. その他（　　）

3) 結果

　回答率は、眼科医療施設が62%、福祉施設

が74%であった。眼科医療施設のうち、「既に

実施」「可能」が各々約3割、「必要と思うが実

施は困難」と回答したのは約2割、「不要」と回

答したのは1割であった。一方、福祉施設では、

約4分の1が「既に実施している」、約3割が「可

能」、3割が「必要と思うが実施困難」と答えた。

4) 考察

　中間型アウトリーチ支援は、視覚に障害をも

つ者の家へ行って支援を行うアウトリーチとも、

視覚リハビリテーション施設で行われている通

所型支援とも異なり、普段よく通う施設（たとえ

ば眼科）に、視覚障害の専門家が出向き相談を

受けるという形態を意味する。アンケートによ

れば、すでに59カ所のロービジョンケア実施眼

科医療施設で行われている。今後、この支援形

態が一般化されれば、視覚障害者支援が、より

迅速に、よりきめ細やかに行われるようになる

ことが期待できる。

Ⅱ-4. 視覚に障害をもつ者の自立支援サービス

のあり方モデル

　本研究活動を通じて、視覚に障害をきたした

者の自立支援サービスの在り方モデルを提案す

る（図4）。視覚に障害をきたした者とその家族

には、近隣の眼科医院をはじめ、日常生活の中

で比較的頻繁に訪れる場所（一次支援者）があ

る。視覚に障害をきたした場合、彼らはそこで以

降の支援に関する相談を希望する。しかし、現

在、多くの場合、ここには視覚障害者支援に関

する専門家（二次支援者）はいないため、不十

分な説明に終始することになる。また、口頭で、

視覚障害者支援施設を紹介したとしても、視覚

障害者は移動が困難であり、不慣れな場所へは

行きたがらない。また、自らを「障害者」として

考えることをためらうため、なかなか施設へ繋が

ることができない。結果として自宅にこもりが

ちとなる。このような事態を回避することで、潜

在する視覚障害者を減らすことができるのでは

ないかと考えた。そして、そのために役立つシス

テムを二つ考案した。一つは、本研究で開発した

「ファーストステップ」であり、もう一つは「中間

型アウトリーチ支援」である。前者は、一次支援

者の教育を行い、二次支援者に繋ぐ役割をもつ。

後者は、二次支援者が当事者にとって慣れた場
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所へ出向いて相談を行う。これにより、当事者

は、視覚に障害をきたしたできるだけ早期に二

次支援者と接触する可能性が高くなる。しかし、

このシステムを全国に均霑化しようとした場合、

地域に任せておくだけでは不十分であり、これ

を調整する役が必要となる。この調整役を仮に

「支援センター」とすると、支援センターは、地

域の実状を把握しなければならないため、一カ

所では難しい。既存の代表的な施設に委託する

ことも可能であるが、少なくとも全国に7から

13カ所（人口1000万人から2000万人に1カ

所）の拠点が必要であろう。そして、このシステ

ムを全国に均霑化しようとした場合、個々の施

設に任せておくだけでは不十分であり、これを

調整し統括する機能も必要となる。これを「視

覚障害情報・支援センター」とすると、ここでは

さらに、ファーストステップを通して集まってくる

データを集積し、視覚障害者の現状とニーズを

把握し、さらには、これを政策に反映する機能

が期待される。

 

Ⅱ-5. 統計

1) 目的

　若干のデータの追加があったため、全体で

の統計を見直した。

2) 方法

a) 対象

　平成22年度　有効データ163件

（主にリハビリテーション病院眼科を受診した

眼疾患患者）

　平成23年度　有効データ86件

（主に眼科医院に通院中の患者、視覚リハビリ

テーション施設に通所中の利用者）

　平成24年度　有効データ15件

（主にリハビリテーション病院眼科を受診した

眼疾患患者で比較的視機能の良好な者）

　合計　有効データ264件

　男性131名、女性133名

　年齢　平均58.7歳（標準偏差16.6歳）

 
　　　　男性人数　　　　　女性人数

図5_1. 対象の年齢分布
 

相談 連絡

ファーストステップ 中間型アウトリーチ
具体的支援

相談

報告

調整

研修

調整・管理

既存施設に委託
全国に7～13ヶ所

国リハセンター

視覚障害を
受障した者 家族

医療　　教育 　福祉 　就労

視覚障害者支援施設

支援センター

視覚障害情報・支援センター

図4. 視覚に障害をきたした者の
自立支援サービスの在り方モデル
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b) 調査票および調査
　平成23年度と同じ調査票を用いて、追加の
調査を行った。
3) 結果
(1) 良いほうの眼の矯正視力の分布

(2) 両眼の視野

(3) 視力・視野障害以外の視機能障害

(4) 身体障害者手帳の取得状況と等級

(5) 原因眼疾患

( )

遺伝性網膜
ジストロフィー
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4) 考察
　初年度、第二年度と比較して、対象のプロ
フィールには大きな変動はみられていない。

Ⅱ-6. ファーストステップの改良

1) 目的
　本年度の検証結果からは、正答率の低いカテ
ゴリが少なくなく、その原因が明らかになってい
ない。しかし、ファーストステップの実用化に向
け、その正答率と使いやすさの改善は急務であ
り、今回、年齢層を区分した場合のアルゴリズム
を特定し、その正答率と決定木nodeの数を検
討する。

2) 方法
a) 対象
全体版ファーストステップ
　全データ264名（平均58.7歳）
成人版ファーストステップ
　18歳から64歳までの158名（平均48.9
歳）

高齢者版ファーストステップ
　60歳以上の133名（平均71.8歳）

b) 解析
　独立変数：ファーストステップで採用した
100項目
　従属変数：各種支援カテゴリ30種
　決定木分析（CRT）
　親ノード30、子ノード10
　深さ制限3
　成人版のP_OM、P_TDL、S_working、
O_counselingについては、親ノード20、子
ノード5で解析した。

3) 結果
V_ophthalmology（眼科における視機能活
用支援）
全体版：正答率　88.3%
　awarenessVA >3 ならば 要
 ≦3 のとき
　kubunVA >0 ならば 要
 ≦0 ならば 不要
成人版：正答率　91.1%
　awarenessVA >3 ならば 要
 ≦3 のとき
　　　VFQ_08 >25 ならば 要
 ≦25 ならば 不要
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高齢者版：正答率　89.5%
　kubunVA >0 ならば 要
 ≦0 ならば 不要

V_assessment（視機能評価）
全体版：正答率　87.8%
　blind_VF 1 ならば 不要
 0 のとき
　kubunVA >0 ならば 要
 ≦0 ならば 不要
成人版：正答率　86.7%
　blind_VF 0 ならば 要
 1 ならば 不要
高齢者版：正答率　87.9%
　kubunVA >0 ならば 要
 ≦0 ならば 不要

V_O_aid（光学的視覚補助具の選定）
全体版：正答率　85.2%
　kubunVA ≦0 ならば 不要
 >0 のとき
　blind_VF 0 ならば 要
 1 のとき
  VFQ_09　 ≦25 ならば 要
 >25 ならば 不要           
成人版：正答率　81.6%
　blind_VF 0 ならば 要
 2 ならば 不要
高齢者版：正答率　85.0%
　kubunVA >0 ならば 要
 ≦0 ならば 不要

V_UO_aid（非光学的視覚補助具の選定）
全体版：正答率　82.2%
　blind_VF 1 ならば 不要
 0 のとき
　awarenessVA >3 ならば 要

　awarenessVA ≦3 のとき
  VFQ_01 ≦25 ならば 要
 >25 ならば 不要           
成人版：正答率　87.3%
　kubunVA >1 ならば 不要 
 ≦1 のとき
　blind_VF 1 ならば 不要
 0 ならば 要
高齢者版：正答率　76.7%
　awarenessVA ≦2 ならば 不要 
 >2 のとき
　ageStartingRIHA 
 ≦41.5 ならば不要
 >41.5 要

V_information（視機能活用支援の各種情
報）
全体版：正答率　86.4%
　awarenessVA ≦3 のとき 
　higherBrainDisfunction
 ≦1 ならば不要
 >1 ならば 要
　awarenessVA >3 のとき
　VFQ_02 ≦0 ならば 不要
 >0 のとき
　fromWhenVA ≦70.5 ならば 要
 >70.5 ならば 不要
成人版：正答率　88.6%
　kubunVA ≦1 ならば 不要 
 >1 のとき
　VFQ_02 ≦0 ならば 不要
 >0 ならば 要
高齢者版：正答率　78.2%
　awarenessVA ≦2 ならば 不要 
 >2 のとき
　hearingREHA 0 ならば 不要
 1 ならば 要
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P_sensation（感覚訓練）
全体版：正答率　84.8%
　nightBrindness
 >1 ならば 不要 
 ≦1 のとき
　DLTV_09 >2 ならば 不要 
 ≦2 のとき
　ADL_eating 1 ならば 不要
 0 ならば 要
成人版：正答率　86.1%
　DLTV_09 ≦1 ならば 要 
  >1 のとき
　VFQ_14 >25 ならば 不要 
 ≦25 のとき
　awarenessVA ≦6 ならば 不要
 >6 ならば 要
高齢者版：正答率　85.7%
　nightBrindness
 >1 ならば 不要 
 ≦1 のとき
　VFQ_11 >0 ならば 不要 
 ≦0 のとき
　FN_meeting 2,4 ならば 不要
　 1,3 ならば 要

P_OM（歩行訓練）
全体版：正答率　87.1%
　hearingREHA  1 のとき
　awarenessVA >3 ならば 要
　awarenessVA ≦3 のとき
　VFQ_21 ≦50 ならば 要
 >50 ならば 不要
　hearingREHA 0 のとき
　FN_out 1,3 ならば 不要
 2,4 のとき
　FN_shopping 1,２ ならば 要
 ３,4 ならば 不要

V_others（その他の視機能活用支援）
全体版：解析不可　
成人版：解析不可
高齢者版：解析不可

P_braile（点字活用支援）
全体版：正答率　86.4%
　age >58.5　ならば 不要
　           ≦58.5　のとき
　VFQ_02 ≦20 ならば 要
 >20 のとき
　FN_voting 1,2,3 ならば 不要
 4 ならば 要
成人版：正答率　81.0%
　DLTV_15 >1 ならば 不要 
 ≦1 のとき
　DLTV_13 >3 ならば 不要
 ≦3 ならば 要
高齢者版：正答率　95.5%
　 すべて不要

P_PC（視覚障害者用パソコン活用支援）
全体版：正答率　83.7%
　FN_PC ≦2 ならば 要 
 >2 のとき
　age ≦61.5 ならば 要
　 >61.5 ならば 不要
成人版：正答率　86.7%
　FN_PC ≦2 ならば 要 
 >2 のとき
　ADL_eating 0 ならば 要
 1 ならば 不要
高齢者版：正答率　85.7%
　FN_PC ≦2 ならば 要
 >2 ならば 不要
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成人版：正答率　89.9%
　FN_out 1,2,4 ならば 要 
 3 のとき
　ADL_eating 0 ならば 要 
 1 のとき
　photophobiaOut
 ≦2 ならば 不要
 >2 ならば 要
高齢者版：正答率　78.2%
　hearingREHA 1 ならば 要 
 0 のとき
　FN_out 2,4 ならば 要
 1,3 ならば 不要

P_dog（盲導犬訓練）
全体版：正答率　84.1%
age >63.5 ならば 不要 
 ≦63.5 のとき
　ADL_eating 0 ならば 要
 1 ならば 不要
成人版：正答率　76.6%
　ADL_eating 0 ならば 要
 1 ならば 不要
高齢者版：正答率　85.7%
  すべて不要

P_TDL（日常生活訓練）
全体版：正答率　82.6%
　ADL_eating 0 のとき
　awarenessVA ≦2 ならば 不要
 >2 ならば 要
　ADL_eating 1 のとき
　kubunVA >1 ならば 不要 
 ≦1 のとき
　awarenessVA ≦3 ならば 不要
 >3 ならば 要
成人版：正答率　82.9%

　ADL_eating 0 ならば 要 
 1 のとき
　nightBrindness
 ≦1 ならば 不要
 >1 のとき
　VFQ_13 >25 ならば 要
 ≦25 ならば 不要
高齢者版：正答率　85.7%
　ADL_eating 0 ならば 要 
 1 のとき
　kubunVA >1 ならば 不要 
 ≦1 のとき
　awarenessVA ≦3 ならば 不要
 >3 ならば 要

P_child（育児動作支援）
全体版：解析不可　
成人版：解析不可
高齢者版：解析不可

P_nursing（介護動作支援）
全体版：正答率　99.2%
 すべて不要
成人版：解析不能
高齢者版：正答率　98.5%
 すべて不要

P_information（動作支援の各種情報）
全体版：正答率　84.1%
　awarenessVA ≦3　のとき
　higherBrainDisfunction
 ≦1 ならば 不要
 >1 ならば 要
　awarenessVA >3 のとき
　degree_certification
 1,2,3,6 ならば 要
 0,4,5級 のとき
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　age >73.5 ならば 不要 
 ≦73.5 ならば 要
成人版：正答率　86.1%
　awarenessVA ≦3 ならば 不要
 >3 ならば 要
高齢者版：正答率　84.2%
　kubunVA >1 ならば 不要 
 ≦1 のとき
　awarenessVA ≦2 ならば 不要
 >2 ならば 要

P_others（その他の動作支援）
全体版：正答率　98.1%
 すべて不要
成人版：正答率　98.1%
 すべて不要
高齢者版：正答率　98.5%
 すべて不要

S_education（教育相談）
全体版：正答率　94.3%
 すべて不要
成人版：正答率　92.4%
 すべて不要
高齢者版：解析不可

S_working（就労相談）
全体版：正答率　81.8%
　age ≦60.5 ならば 要
 >60.5 ならば 不要
成人版：正答率　75.3%
　kubunVA ≦0 ならば 不要 
 >0 のとき
　age ≦60.5 ならば 要
 >60.5 ならば 不要
高齢者版：正答率　93.2%
 すべて不要

S_consultation（社会相談）
全体版：正答率　77.7%
　awarenessVA ≦3 ならば 不要 
 >3 のとき
　ADL_eating 0 ならば 要 
 1 のとき
　ageStartingRIHA
 ≦23.5 ならば 不要
 >23.5 ならば 要
成人版：正答率　71.5%
　ADL_eating 0 ならば 要
 1 ならば 不要
高齢者版：正答率　80.5%
　nightBrindness
 ≦2 ならば 不要
 >2 ならば 要

S_accommodation（支援調整）
全体版：正答率　83.7%
　awarenessVA ≦3 のとき
　kubunVA ≦0 ならば 不要 
 >0 のとき
　higherBrainDisfunction
 ≦1 ならば 不要
 >1 ならば 要
　awarenessVA >3 のとき
　degree_certification
 1,2 ならば 要
 0,3,4,5,6級のとき
　FN_cooking 1,2 ならば 要
 3,4 ならば 不要
成人版：正答率　79.7%
　awarenessVA ≦3 ならば 不要 
 >3 のとき
　degree_certification
 1,2,5級   ならば 要
 0,3,4,6級 ならば 不要
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高齢者版：正答率　80.5%
　awarenessVA ≦3 ならば 不要 
 >3 のとき
　DLTV_08 ≦3 ならば 要
 >3 ならば 不要

S_system（福祉制度支援）
全体版：正答率　82.2%
　ADL_eating 0 ならば 要 
 1 のとき
　higherBrainDisfunction
 >1 ならば 要
 ≦1 のとき
　awarenessVA >5 ならば 要
 ≦5 のとき 不要
成人版：正答率　85.4%
　awarenessVA >3 ならば 要 

 ≦3 のとき
　VFQ_01 >25 ならば 不要
 ≦25 ならば 要
高齢者版：正答率　85.0%
　ADL_eating 0 ならば 要 
 1 のとき
　FN_cellphone 1,2 ならば 要
 3,4 ならば 不要

S_child（育児における社会活動支援）
全体版：解析不可　
成人版：解析不可
高齢者版：解析不可

S_nursing（介護における社会活動支援）
全体版：正答率　77.7%
　nightBrindness 
 ≦1 ならば 不要 
 >1 のとき

　ADL_eating 1 のとき
　higherBrainDisfunction
 ≦1 ならば 不要
 >1 ならば 要
　ADL_eating 0 のとき
　age ≦45.5 ならば 不要
 >45.5 ならば 要
成人版：正答率　75.3%
　VFQ_11 >25 ならば 不要 
 ≦25 のとき
　fromWhenVA >26.5 ならば 要
 ≦26.5 ならば 不要
高齢者版：正答率　76.7%
　nightBrindness
 ≦1 ならば 不要 
 >1 のとき
　ADL_eating 0 ならば 要
 1 ならば 不要

S_information（社会活動支援の各種情報）
全体版：正答率　80.7%
　awarenessVA >3 のとき
　degree_certification
 0,5級 ならば不要
 1,2,3,4,6級ならば要
　awarenessVA ≦3 のとき
　fromWhenVF >57.5 ならば 要
 ≦57.5 のとき
　DLTV_09 ≦2 ならば 不要
 >2 ならば 要
成人版：正答率　77.2%
　awarenessVA ≦3 ならば 不要
 >3 ならば 要
高齢者版：正答率　76.7%
　FN_bus 1,2 のとき
　awarenessVA ≦1 ならば 不要
 >1 ならば 要
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　FN_bus 3,4 のとき
　VFQ_07 >0 ならば 不要
 ≦0 ならば 要

S_others（その他の社会活動支援）
全体版：正答率　98.1%
 すべて不要
成人版：正答率　98.1%
 すべて不要
高齢者版：正答率　97.7%
 すべて不要

O_medical（視機能活用支援以外の医療）
全体版：正答率　77.3%
　DM 1 ならば 要
 0 ならば 不要
成人版：正答率　74.1%
　DM 1 ならば 要
 0 ならば 不要
高齢者版：正答率　82.7%
　DM 1 ならば 要
 0 ならば 不要

O_counseling（心理相談）
全体版：正答率　75.0%
　CES_D_15 ≦0 のとき
　age ≦37.5 ならば 要
 >37.5 のとき
　VFQ_19 >25 ならば 不要
 ≦25 ならば 要
　CES_D_15 >0 のとき
　FN_PC 4 ならば 不要
 1,2 ならば 要
成人版：正答率　65.2%
　nightBrindness
 ≦1 ならば 不要
 >1 のとき

　CES_D_15 ≦0 ならば 不要
 >0 ならば 要
高齢者版：正答率　77.4%
　CES_D_15 ≦0 ならば 不要 
 >0 のとき
　VFQ_19 >75 ならば 不要
 ≦75 ならば 要

O_sports（障害者スポーツ支援）
全体版：正答率　77.7%
　age >64.5 ならば 不要
 ≦64.5 のとき
　awarenessVA ≦3 ならば 不要
 >3 ならば 要
成人版：正答率　75.3%
　awarenessVA >3 ならば 要
 ≦3 ならば 不要
高齢者版：正答率　78.9%
　kubunVA >0 ならば 不要 
 ≦0 のとき
　DLTV_19 ≦2 ならば 不要
 >2 ならば 要

O_vacation（娯楽支援）
全体版：正答率　81.1%
　awarenessVA >3 のとき
　degree_certification
 0,5級 ならば 不要
 1,2,3,4,6級 ならば 要 
　　
　awarenessVA ≦3 のとき
　FN_staircase 3 ならば 不要
 1,2 のとき
　keyperson 2,4 ならば 不要 
 1,3,5 ならば 要
成人版：正答率　82.9%
　awarenessVA >3 ならば 要 
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 ≦3 のとき
　FN_staircase 1,2 ならば 要
 3 ならば 不要
高齢者版：正答率　77.4%
　awarenessVA ≦3 ならば 不要 
 >3 のとき
　hearingREHA 1 ならば 要
 0 ならば 不要

O_information（その他の支援の各種情報）
全体版：正答率　73.1%
　awarenessVA ≦3 のとき
　VFQ_01 >25 ならば 不要
 ≦25 ならば 要
　awarenessVA >3 のとき
　age ≦67.5 ならば 要
 >67.5 のとき
　nightBrindness 
 ≦1 ならば 要 
 >1 ならば 不要
成人版：正答率　75.9%
　awarenessVA >3 ならば 要 
 ≦3 のとき
　FN_staircase 1,2 ならば 要
 3 ならば 不要
高齢者版：正答率　69.9%
　ageStartingRIHA　
 >60.5 ならば 要 
 ≦60 のとき
　awarenessVA ≦2 ならば 不要 
 >2 のとき
　VFQ_17 >75 ならば 不要
 ≦75 ならば 要

4) 考察

表2. ファーストステップの正答率（％）

支援
カテゴリ 
　

23年 全体版 成人版 高齢者
度版   版

87.1 88.3  91.1 89.5

88.4 87.8  86.7 87.9

85.5 85.2  81.6 85

83.9 82.2  87.3 76.7

85.5 86.4  88.6 78.2

84.3 85.2  81 95.5

83.5 83.7  86.7 85.7

86.7 84.8  86.1 85.7

83.1 87.1  89.9 78.2

84.7 84.1  76.6 85.7

83.1 82.6  82.9 85.7

83.1 84.1  86.1 84.2

83.9 81.8  75.3 93.2

85.5 77.7  71.5 80.5

82.7 83.7  79.7 80.5

80.7 82.2  85.4 85

81.1 77.7  75.3 76.7

81.5 80.7  77.2 76.7

76.3 77.3  74.1 82.7

72.3 75.0  65.2 77.4

77.1 77.7  75.3 78.9

82.3 81.8  82.9 77.4

70.7 73.1  75.9 69.9

82.3  82.2  81.0  82.5 

36 27 23 19

支援サブカテゴリ

医療（眼科）

視機能評価

光学的補助具の選定

非光学的補助具の選定

視覚支援の情報提供

点字

パソコン

感覚訓練

白杖歩行

盲導犬

日常生活訓練

行動支援の情報提供

就労支援

社会相談

支援調整

福祉制度支援

介護における社会支援

社会支援の情報提供

医療（眼科以外）

心理相談

スポーツ支援

娯楽支援

その他の情報提供

平均正答率

使用アンケート項目種数

視
機
能
活
用
支
援

動
作
支
援

そ
の
他
の
支
援

社
会
活
動
支
援

18 Ⅱ. 平成24年度 総括研究報告書



　ファーストステップ平成23年度版では、36

種類のアンケート項目から23種のカテゴリの要

不要判定が可能であった。今回、データ数をや

や増やしただけでなく、独立変数を23年度に

選定した100種に限定して決定木分析を行い、

ほぼ同等の正答率（平成23年度版では

82.3%、本年度版では82.2%）を有するも、

決定木のnodeの種類（使用したアンケート項

目種数）を36から27に減じることができるこ

とがわかった。そして、さらに、年齢別の2群に

分けて決定木分析を行うことで、成人版では

23種、高齢者版では19種のnodeで平成23年

度版と遜色ない正答率の要不要判定が可能で

あることが示された。　

　node数が少ないことは、その分、入力項目

数が少なくてすむ可能性が高くなり、使用面で

の操作性を向上させることができる。また、

node数が少なければ、アルゴリズム作成時に

使われたデータに特有の余計な特徴を排除で

きる点で、今後の検証のために得る予定の新

データでの正答率を上げる可能性が高い。

　一般に、アルゴリズムを決定したデータ集団

から離れた特性をもつ者は、そのアルゴリズム

による予測は困難である。今回ファーストステッ

プの試用時に問題点として指摘された視覚障

害のない者のデータを入れても支援を要するカ

テゴリが出てしまう点、小児に対しては、質問内

容自体がそぐわないものがある点は、ファースト

ステップの作成時データにこれらがほとんど含

まれていなかったことを表している。したがって、

実用にあたっては、18歳以上の視覚に問題を抱

えている者に限定した使用を促す注意書きを明

示する必要がある。その一方で、小児版のファー

ストステップについても新たに検討する必要が

あり、今後の課題としたい。

Ⅱ. 平成24年度 総括研究報告書 19



Ⅲ. 平成24年度　分担研究報告書



Ⅲ. 平成24年度　分担研究報告書

目次  1. はじめに

 2. 方法

 3. 結果と考察

  3.1. 自由回答の分類 

  3.2. 自由回答結果概観

  3.3. 質問の仕方による自由回答の違い

  3.4. 求めるサービスとニーズの関連

  3.5. ニーズの本質と課題分析

 4. まとめ

 5. 文献

 付録1

  付録1.0. 不自由に感じていること、できたらいいなと思うこと

  付録1.1.  年齢層による比較

  付録1.2.  居住形態による比較

  付録1.3.  月収による比較

  付録1.4.  抑うつ有無による比較

  付録1.5.  QOLの高低による比較

 付録２

  付録2.0.  求めるサービスの検討

  付録2.1.  視力区分による比較

  付録2.2.  視野区分による比較

  付録2.3.  年齢層による比較

  付録2.4.  居住形態による比較

  付録2.5.  月収による比較 

  付録2.6.  抑うつ有無による比較

  付録2.7.  QOLの高低による比較

  付録2.8.  一番欲しいサービスとしてインフラの整備と専門サービスの充実と
   回答した人の実現すればよいと思うこと一覧

自由回答による視覚障害者のニーズ調査の分析

高橋 あおい・小田　浩一

Ⅲ. 平成24年度 分担研究報告書　自由回答による視覚障害者のニーズ調査の分析 21



1. はじめに

　視覚障害者に対するケアは、患者のQOL

（Quality of Life）の改善を究極の目的とし

ているため（西脇ら、2001）、そのニーズを把

握することは不可欠である。日本の視覚障害者

164万人の主な原因疾患として、緑内障、糖尿

病網膜症、変性近視、加齢黄斑変性、白内障

（日本眼科医会、2009）の5つが挙げられるが

（図1）たとえ同じ疾患であったとしても、その

症状は多様であり決して一律ではない。症状だ

けでなく、視覚障害者個人のおかれた状況も

様々であるため、そのニーズが多極化する。

図1. 日本の視覚障害原因疾患の割合（2009年）

　西脇ら（2001）は、ロービジョン患者のニー

ズを「読み書き」「移動（羞明含む）」「家事・日

常生活動作」「就職・就学」「社会保障制度に関

する情報」「社会参加」「視機能に関する相談」

の7つに大別したが、他の重要なニーズが潜在

している可能性があるとしている（図2）。また、

西脇ら（2001）は同研究において、余暇活動の

ニーズが「職業の有無」と関連を示し、職に就い

ていない者は、そうでない者と比べて余暇活動

のニーズが高まることを明らかにしているが、そ

の他のニーズと関連する項目については述べて

いない。そこで、本研究ではQOLの改善・向上

を目指す視覚障害者のケアを考えるため、視覚

障害者のニーズを再度分類し、視覚障害者の現

状を探ることを目的とした。

図2. 西脇ら（2001）先行研究

2. 方法

　調査対象は、国立障害者リハビリテーション

センター病院、神奈川リハビリテーション病院、

四国県内の視覚障害に関する施設を受診した

患者のうち調査に賛同した者263名（男性130

名、女性133名、平均年齢58.7歳）であり、対

象者は「Q1：見えにくい、または見えないことで

一番不自由に感じていることはどんなことです

か？」「Q2：現在特にできればいいなと思うこ

とを3つお答えください」「Q3：見えにくい、ま

たは見えないことで、今一番欲しいサービスは

どんなものですか？」の3つの質問に対して自由

に答え、視覚障害者生活指導の経験を持つ調

査員がその回答を記録した。Q1とQ3は対象者

1人につき1つの回答が求められ、Q2は対象者
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1人につき3つ回答することが求められたが、必

ずしもすべての対象から3種の回答が得られた

わけではなく「特にない」とのみ回答する場合

もあった。その場合は、それを回答の一つと数え

集計した。

　本研究は、視覚障害者のニーズを探ることを

目的としているため、生活に支障をきたす肢体

不自由を自覚する者（8名）、認知症のスクリー

ニング検査であるMMSE（Mini Mental 

State Examination）の得点が2１点以下の者

（27名）、脳機能障害である同名半盲の者

（18名）を除いた215名（男性102名、女性

113名、平均年齢58.13歳）について分析を

行った。分析対象者の年齢分布を図3に示す。

50代・60代が共に50名（23%）であり、最多

であった。

図3. 対象者の年齢分布

　視覚障害の程度は良い方の眼の矯正視力に

よって分類し、小数視力0.05未満である「盲」

は113名（52%）、0.05以上0.3未満の「ロー

ビジョン（以下LV）」は63名（29%）、「視力

0.3以上」の者は40名（19％）であり、最多の

「盲」が半数以上を占めた（図4）。

図4. 対象者の視力

　視野障害の程度は、Goldman視野計のV/4

指標を用いて測定・分類した結果、全盲42名

（19%）、半径5°以下の求心性狭窄は30名

（14%）、半径10°以下の求心性狭窄は26名

（12％）、半径20°以下の求心性狭窄は14名

（7%）、半径20°を超す者は20名（9%）、中

心暗点・輪状暗点・地図状暗点を含めたその他

の視野異常は61名（28%）、未測定は23名

（11%）であった（図5）。

 

図5. 対象者の視野

　対象者の原因疾患は、割合の多い順に、遺伝性

網膜ジストロフィ97名（45%）、緑内障36名

（17%）、糖尿病網膜症26名（12%）、加齢黄

斑変性6名（3%）、変性近視5名（2%）、白内
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障2名（1%）、未熟児網膜症1名（1%）、その他

41名（19%）であり、遺伝性網膜ジストロフィ

がおよそ半数を占めるという特徴がみられた

（図6）。

図6. 対象者の原因疾患

　自由回答の内容については西脇ら（2001）

の研究を参考に分類し、カテゴリごとの度数を

カウントした上で、度数の少ないもので類似の

ものについてはカテゴリをまとめるなどの作業

を行いながら、探索的に検討した。

3. 結果と考察

3.1. 自由回答の分類 

　Q1「見えにくい、または見えないことで一番

不自由に感じていることは何ですか」に対する

回答数は214で１名が回答していなかった。回

答の内容は、西脇ら（2001）のカテゴリを踏襲

し、その他を含めた10項目に分類できた。それ

ぞれの代表的な自由回答を表１に示した。なお、

「買物」とだけ書かれた場合は「移動・外出」

に、「買物に行ったときに見ること」など読みに

関する場合は「読み書き」に分類した。各項目

の回答の割合は、「移動・外出」（77名、

36%）、「読み書き」（59名、27%）、「家事・

日常生活動作」（35名、16%）、「コミュニケー

ション」（22名、10%）、「余暇活動」（1名、

0.5%）、「就学・就職」（5名、2%）、「運転」

（1名、0.5%）、「学習」（1名、0.5%）、「特に

なし」（12名、5.6%）、「その他」（1名、0.5%）

であった（図7）。「移動・外出」と「読み書き」

で全体の63%を占めることから、視覚障害者の

「二大ニーズ」が顕在していることがわかった。

回答の割合が10%を超すものは4つあり、「移

動・外出」「読み書き」「日常生活動作」「コミュ

ニケーション」であった。

　Q1と先行研究である西脇ら（2001）の回答

の割合を度数が10以下の項目を1つにまとめた

上でカイ二乗検定を行ったところ、有意差が無

かったことから（図8）、Q1は先行研究通り

の結果が得られたと言える（χ²=7.603, 

df=3, n.s）。

図7. Q1見えにくい、または見えないことで
一番不自由に感じていること
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表1. 代表的なQ1自由回答 
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  一人で外に出られないこと

  はじめていくところの暗がりの段差

  夜の外出が不自由

 
移動・外出

 人ごみに出るのが一人ではおっくうになる

  下方が見えづらいので子供を蹴飛ばしたり、つまづくということ

  単独での外出

  電車の乗り降り

  買物

  紙に書いてある文章が見づらい

  自分で思うように文字が書けないこと

 読み書き 誰かの援助がなければ書類が書けない

  CCTVやルーペを使わなければならないこと

  買い物に行ったとき見ること

  日常生活全体

  料理の分量を量ることができない

 家事 食事をするとき、情けないなと思う

 日常生活動作 爪切り・汚れがわからないこと

  ものを探すこと

  衣替え、衣服を選ぶ

  人の顔がはっきりみえない　眼と眼とコミュニケーションがとれない

 
コミュニケーション 

見える人とのコミュニケーション

  声だけで誰かを判断できないこと

  人の顔をまちがえること

 余暇活動 縫い物がすきだったのができなくなったのが悔しい　植木を枯らしてしまった

 就労・就学 仕事がない

 運転 車の運転ができないこと

 学習 勉強-覚えたいのに覚えられないのでイライラする

 
特になし 

特になし

  特にない（やってもらっている）

 その他 視力からの正確な情報が入ってこないこと　という自分を受けとめることがつらい



図8. Q1と先行研究(カイ二乗検定)

　同様に、Q2「現在特にできればいいなと思う

ことを3つお答えください」の回答総数は459

で、その他を含めた11項目に分類できた。それ

ぞれの代表的な自由回答を表１に示した。各項

目とその項目に分類された回答数の割合（総回

答数に対する）は、「移動・外出」（98名、

21%）、「読み書き」（80名、17%）、「家事・日

常生活動作」（64名、13%）、「コミュニケー

ション」（22名、4%）、「余暇活動」（71名、

15%）、「視機能の改善」（44名、9%）、「就

労・就学」（19名、4%）、「運転」（33名、7%）、

「学習」（8名、1.7%）、「特になし」（17名、

3%）、「その他」（4名、0.8%）であった（図9）。

割合を求める分母を回答総数とした理由は、

Q1とQ2の比較を容易にするためであった。ち

なみに、回答者数を分母にした場合は、割合の

絶対値が2.13倍になる。その場合、割合の総和

が100％を超え、割合の数値をQ1の結果と比

較することが難しくなる。回答の割合が10%を

超す項目は4つあり、大きい順に「移動・外出」

「読み書き」「余暇活動」「家事・日常生活動

作」であった。

　215人全員が3つに全部答えていれば回答

総数は645になるが、この問いに対して全く回

答しなかったものが1名あり、平均で一人当たり

2.14の回答をしていたことになる。回答のない

1名はQ1で回答のない1名と同じケースであっ

た。本来645の回答があるべきところに459し

か回答が得られなかった残りの186個の無回

答の部分については、できれば良いと思うこと

が3つも思い浮かばなかったと考えるのが妥当

であろうが、一方で回答の中には「特になし」と

いうカテゴリがある。これはどういうことであろ

うか。「特になし」という回答は「1つもない」と

いう意味で使われていて、「2つ目はない」「3つ

目はない」の意味では使われていなかった。で

きたら良いと思うことを1つ以上答えた場合には

「特にない」ということをせず、思いつかない場

合には「ない」とは答えずに無回答となったと考

えられる。
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表2. Q2の分類カテゴリと代表的な自由回答
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  一人で外出できたら　
  もっと自由に歩きたい
 移動・外出 歩行
  夜間の単独歩行
  外出してショッピング
  書類に自分の目で文字を書きたい　
 

読み書き
 新聞が読めるようになれば

  補助具を使わないで字が読めるようになれば
  点字の読み書き
  自活できるようになりたい
  お茶を上手に入れられるようになりたい
 

家事
 自分の好きなときに「おかし」を食べたい

 
日常生活動作

 シーツ交換をもっと早くできるようになりたい
  身の回りのことを自分でしたい
  人の顔が見分けられるようになればよい
 コミュニケーション 積極的に他者と交流出来れば
  人の顔を2mくらいの距離で見たい
  旅行に行きたい　
  楽器がひければよいなと思う　
  PCを使いこなしたい　
 余暇活動 工作が好きなので行いたい
  映画を見たい　
  詩吟をやりたい　
  スポーツ（球技）をやりたい
  もっと見えるようになりたい
  病気が治せるような治療があればいい
 視機能の改善 このまま見え方が悪くならないようになったらいい
  まぶしさがなくなって欲しい
  物をクリアにみてみたい
  仕事をしたい　
 

就労・就学 
もっと収入を稼げるように　

  ずっと仕事を続けたい　
  仕事の選択の範囲が広ければいいな
  再び車の運転がしたい　
 運転 自転車
  バイクに乗りたい
 

学習
 生活していく上で資格（技能）をとりたい

  マッサージ資格取得
 

特になし
 思い浮かばない

  特にない
 その他 遺伝　結婚したあと、子に遺伝しないことを望む　



図9. Q2「現在特にできればいいなと思うこと3つ」

　Q3「見えにくい、または見えないことで、今一

番欲しいサービスはどんなものですか？」の回

答は（N=211）、その他を含めた8項目に分類

できた。それぞれの代表的な自由回答を表3に

示した。その回答の割合が大きい順に「ガイドヘ

ルパー」（71名、33%）、「特になし」（55名、

26%）、「読み書きサービス」（21名、10%）、

表3. 代表的なQ3自由回答

「インフラの整備」（20名、9%）、「専門サービ

スの充実」（15名、7%）、「生活の保障」（8名、

3%）、「音声案内」（7名、3%）、「その他」（14

名、6%）であった（図10）。それぞれの代表的

な自由回答の結果を（表3）に示した。「ガイド

ヘルパー」と「特になし」で全体の59%を占める

ことから、対象者のニーズが上位2項目に集中し

ていることが読み取れた。

図10. Q3「見えにくい、または見えないことで、
今一番欲しいサービス」

 ガイドヘルパー 外出がしやすいガイドヘルパーの制度（1週間前の予約でなくて）
  ガイドヘルパーを活用したい。買物。
  移動支援で病院につれていってくれたら
 特になし 主人がいるので頼むのでとくにない
  特にない・・・手帳、年金、特定疾患を受けているので十分
  サービスがなくても、自分でやってきているのでない。
  今ある福祉サービスに満足している
 読み書き 代読・代筆サービス
 サービス 新聞の朗読サービス
  朗読サービスを自由に制約なしに充実して欲しい。
  探し物をして欲しい　書類を読んでほしい
 インフラの整備 階段などの見えやすい工夫、使いやすい工夫をしてほしい。
  駅やスーパーとバス表示を大きくして欲しい。
  道路環境をよくしてほしい（歩道、点字ブロック）
  役所の書類や標示を見やすく分かりやすくしてほしい
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3.2. 自由回答結果概観

　Q1とQ2の分類カテゴリの違いは「視機能の

改善」の有無のみであり、それ以外は同じカテゴ

リを用いて分類することができたため、Q1と

Q2の回答には類似性が認められた。一方で、求

めるサービスを答えたQ3の分類カテゴリは

Q1、Q2とは異なるものであった。そこで、分類

カテゴリに類似性が認められたQ1（N=214）

とQ2（N=459）の回答の分布の全体的特徴

をみるため、Q1とQ2の項目別の回答の割合を

図11に示した。自由度の大きいQ2の回答はQ1

に比べて分散しているが、Q1、Q2のいずれも

「移動・外出」が最多であり「読み書き」が続い

ていることがわかった。また、Q1において「余

暇活動」と答えたのは全体の0.5%であったが、

Q2では15%であり「移動・外出」「読み書き」

に続く割合を占めていた。

図11.  Q1とQ2の比較

　Q1とQ2の回答の分布に違いがあるか検討

するため、Q1とQ2回答の度数が10未満であ

る5つの項目（視機能の改善、就労・就学、運転、

学習、その他）を1つにまとめた上でカイ二乗検

定を用いて比較したところ、その差は0.1%水準

で有意であった（χ²=91.17、d f=5、

p<0.001***、図12)。よって、Q1とQ2の回答

は異なる分布であることがわかった。その説明

として、求める回答数が違ったこと、そして質問

専門サービスの充実 もっと視覚リハ施設を作ってほしい（自立、就労など）
  眼科がどこかないか　治療→医療の充実
  視覚障害者が参加できる場所がもっと多くあるといいと思う。
  眼科医から視覚障害専門の相談窓口やピアカン等につなげてくれるサービス
 生活の保障 年金（経済的な支援）
  国、市からいろんな物の補助がほしい
  生活を経済面で保障してほしい
 音声サービス 音声化のサービス。音声化したTV番組を増やしてほしい。
  音声案内を増やしてほしい（デパート、広い駅等）
 その他 心理的サポート（集団心理やピアカウンセリング）
  パソコンの指導
  タクシー券がもっと充実して欲しい。
  ラジオでニュースを聞いているかそれに代わる何かがないか
  片付けを手伝ってくれる人がほしい
  友達が作れる場所がほしい
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の仕方が違ったことが考られるが、後者につい

ては次項において検討した。

図12. Q1とQ2の比較（カイ二乗検定）

3.3. 質問の仕方による自由回答の違い

　Q1とQ2の間における質問の仕方による回答

の違いについて検討するため、Q1の回答とQ2

の3つの回答のうちの最初の回答を比較した。

最初の回答はできると良いと思うことのうち一

番最初に思いついたものであるという仮定をす

ると、Q1の一番困っていることとQ2のできる

と良いと思うことの一番を比較することで、回

答数の違いによらない、質問の仕方による違い

をみることができると仮定したためである。

　両者の回答カテゴリにおいて、度数が10未満

であった7つの項目（コミュニケーション、余暇

活動、視機能の改善、就労・就学、運転、学習、

その他）を1つにまとめた上でカイ二乗検定を

行ったところ、その差は0.1%水準で有意であっ

た（χ²=44.506、df=4、p<0.001***、図

13）。よって、不自由に感じていることを聞いた

Q1と、できるといいと思うことを聞いたQ2にお

いて、質問の仕方によって回答は異なるという

ことがわかった。

　聞き方の違いによる回答の違いには、質問の

意味が反映された部分もあるが、一方で、同じ

趣旨の質問を繰り返したり、可能な回答数を増

やしたりすることで、次第に本音が回答されて

いった可能性もある。Q2で出てきている「余

暇」「視機能の改善」「運転」などは、より本音

に違い部分のニーズを示している可能性がある。

ただ、Q1は「見えにくい、または見えないことで

一番不自由に感じていること」を聞いているた

めに、見えるようになりたいという「視機能の改

善」という回答をしようがなかったという解釈

が妥当であろう。「余暇」や「運転」については

この考え方は当てはまらないので、一番とは言

えないもののできたら良いことというニーズと考

えられるかもしれないし、不自由という言葉に

結びつきにくいために答えとして出てきにくいの

かもしれない。

　西脇ら（2001）の研究でも、困っているのは

何ですかと簡単に聞いた場合と、時間をかけて

沢山の選択肢を提示して聞いた場合では、聴取

できるニーズの質・量が異なることを指摘してい

る。例えば、余暇のニーズは簡単な聞き取りで

は出てこないと報告している。この調査でも同

様の結果が得られたということができる。ニー

ズの聞き取りには、適切な方法を注意深く選択

することが重要であることが改めて示された。

図13. Q1とQ2最初の回答の比較
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サービス」などの回答の割合から、ニーズとサー

ビスの間にある程度の関連が認められた項目

がある一方で、Q3の項目が少なく、ニーズに対

応する適切なサービスがないことが読み取れた。

図15. Q２とQ3のクロス集計（有意な２項目）

　Q1、Q2のニーズとQ3の求めるサービスが必

ずしも対応しない理由として、4つの可能性が考

えられる。まず（1）視覚障害者が利用できる

サービスが少ないという可能性、次に（2）その

サービスが利用者まで浸透せず、認知されてい

ない可能性、そして（3）視覚障害者にとって新

しいサービスのニーズが生まれにくい環境にあ

る可能性が挙げられる。（3）は、決まった生活

を繰り返している場合に新しいニーズが生まれ

にくくなり、求めるサービスとして既にある物の

中から回答する傾向になることを指し、（1）や

（2）の要因が重なると、求めるサービスの選択

肢がより少なくなると思われる。第四の可能性

として（4）視覚障害者がサービスを求めていな

い可能性が挙げられる。具体的には、家族のサ

ポートがあるために社会サービスとして望む必

要がない場合や、視覚障害者自身がサービスを

カスタマイズできないと思っている場合、そして

3.4. 求められるサービスと不自由や実現して

欲しいニーズの関連

　Q1・Q2の回答と、Q3で聞いた視覚障害者

が求めるサービスの間の関連について考察した。

図14は、Q1とQ3のクロス集計の結果を表して

いる。まずQ1において、移動・外出に不自由を

感じていると答え、かつ、ガイドヘルパーのサー

ビスを求めている者、読み書きに不自由を感じ

ていると答え、かつ、読み書きサービスを求めて

いる者は、Q3において彼らにとって困難を解消

するサービスを挙げているということができる

が、図14からその他の項目においてQ3の項目

数が少なく、Q1で挙げたニーズに対応する適切

なサービスがないことが読み取れる。殊に、Q3

において求めるサービスを「特にない」と答えた

者が全体の26%を占め、最多である「ガイドヘ

ルパー」に続く回答であることは注目すべき点

である。

図14. Q1とQ3のクロス集計（有意でない２項目）

　図15は、Q2とQ3の回答のクロス集計の結

果である。Q1よりも回答の自由度の大きいQ2

は、Q1と比較すると回答の分散が大きくなって

いる。Q1と同様に「ガイドヘルパー」「読み書き
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余暇活動のニーズなど自分が楽しむためのサー

ビスは使えないと思っている場合において、サー

ビスを求めづらくしている可能性を指している。

家族のサポートで満足しているケースは、表3に

おいて「主人がいるので頼むので特にない」と

いう自由回答で確認できた。更に（4）に関して

は、視覚リハビリテーションを終了し、生活能力

が向上したために求めるサービスがないという

ケースも含んでいると考えられる。

3.5. ニーズの本質と課題分析

　「買物」という行動を行いたいというニーズを

満たすために患者が抱えている具体的な課題は

何だろうか。ショッピングモールに行くまでの

「移動」に困難がある場合、値札を「読む」こと

に困難がある場合、その両方が問題となってい

る場合など、様々なケースが考えられる。

表4. 「買物」に分類された自由回答

　表4は、Q2の自由回答の中から「買物」とい

う言葉に集約することができるものをまとめた

ものである。回答者の視覚特性は様々であり、

買物のどこに困難があるかというニーズの本質

は一様でないと考えられる。その一方で、これら

の「買物」がしたいという一般的な自由記述か

らは、移動の支援をしたらよいのか、値札が読

めるようにする必要があるのかを明らかにする

ことができない。

図16. 視力障害の区分ごとのQ1回答

図17. 視力障害の区分ごとのQ2回答

　「買物」とのみ書かれている自由記述につい

て、回答者の視覚障害の特性の違いから具体的

ニーズを探る可能性を検討してみる。図16は、

視力区分ごとにQ1の回答の割合を表したもの

である。盲と視力0.3以上（本調査では視力が

0.3以上の回答者には必ず視野障害がある）の

回答者の場合は「移動・外出」が最大の不自由

であるのに対して、LVの回答者の場合は「読み

書き」が最大のニーズであることが読み取れ

る。同様に、視力区分ごとにQ2の回答の割合を
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表した図17からも同じ傾向がみられた。このこ

とから、盲と視力は0.3以上あるが視野障害の

ある回答者では買物における「移動」に困難

が、LVの回答者では買物における「読み」に困

難がある可能性が高いことが示唆された。同じ

ように「買物が不自由」で「買物がしたい」とし

ている場合でも、視覚障害の特性によって移動

の支援が必要な場合と、読み書き支援が必要

な場合に分かれてくるので、視覚特性を考慮に

入れることで患者の抱えている、より具体的な

課題を推測して、具体的な支援の計画につなげ

られる可能性があるということである。

図18. 視野障害の区分ごとのQ1回答

図19. 視野障害の区分ごとのQ2回答

　次に、視野障害の程度による違いについて検

討する。図18は、回答者の視野障害の区分ごと

にQ1の回答の割合を表したものである。見える

視野が20°を超える回答者では「移動・外出」

を1番の不自由とする割合が少なく「読み書き」

の回答が多いのが顕著である。同様に、視野障

害の区分ごとにQ2の回答の割合を表した図19

では、視野20°を超える回答者に加え、半径

20°以下の求心性視野狭窄（半径10°より大き

く半径20°まで）の回答者においても「移動・

外出」の割合が低くなっている。これらを合わ

せて考えると、見える視野が半径10°以下の患

者の場合には、買物を含むさまざまな行動にお

いて「移動」の要素に困難がある可能性を考慮

することは適当だということが示唆される。視

野狭窄が行動に影響を与えるのは10度を超え

た辺りからであるという知見は、比較的よく知

られている（Faye, 2000）。
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表5. 「PC」に分類された自由回答

自由回答 視力区分 視野区分

パソコンができるように LV その他の視野異常

パソコンの画面全体がわかるといい LV その他の視野異常

パソコン LV 視野20°を超える場合

パソコンが上手に打てるようになりたい LV 視野20°を超える場合

パソコン LV 半径5°以下の求心性狭窄

PC（音声）が出来たらいい LV 半径5°以下の求心性狭窄

パソコンをできるようになりたい LV 半径5°以下の求心性狭窄

パソコンの操作 視力0.3以上 その他の視野異常

インターネット 視力0.3以上 全盲

パソコンを使えるようになりたい。インターネットショッピング 視力0.3以上 半径10°以下の求心性狭窄

音声PCができるように（習いはじめて3回目） 視力0.3以上 不明

パソコン（メールとか）が出来たらいいな。 盲 その他の視野異常

パソコン 盲 その他の視野異常

パソコン 盲 その他の視野異常

パソコン 盲 その他の視野異常

パソコンの画面が見えるようになれば 盲 視野20°を超える場合

パソコンができるようになりたい 盲 全盲

パソコンのメール 盲 全盲

音声パソコンができるように 盲 全盲

PCが自由にできるようになりたい 盲 半径20°以下の求心性狭窄

パソコン 盲 不明

パソコンができるようになりたい 盲 不明

PC

　「買物」以外にも具体的な課題が明確でない

回答はいくつもある。例としては「PC」（表5）

「就労」（表6）が挙げられる。「PC」に分類さ

れる自由回答について、解決すべき具体的な課

題は、PCのキーボードや画面が見えないことな

のか、PCを教えてくれる環境がないこと、ある

いは、そこまで行けないことなのかがわからな

い。「就労」に集約される自由回答についても、

書類が見えないことが問題なのか、仕事場まで

の移動が課題なのか、職を斡旋するサポートを

欲しているのかはわからない。
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　自由回答で得られるこれらのニーズは、この

ままでは解決すべき具体的課題がはっきりしな

いため、そのままでは支援の計画に結びつける

ことが難しい。商品の文字が読めないために買

物ができない患者に対して、歩行訓練の支援を

計画するのは不適切なことである。個々の患者

に適切な支援をするためには、より具体的な

ニーズ、支援の対象となる目標の課題を引き出

すことが重要である。個々の患者のニーズに対

して解決策を提供する専門サービスとしては、

そのニーズのインテークの技量として、具体的に

患者の抱えている課題を分析して支援を組み立

てていく能力が求められるものと考えられる。

4. まとめ

　本報告では、215名の視覚障害のある人たち

が、視覚障害に関連して感じているニーズにつ

いて、（1）一番不自由に感じていることを1つ、

（2）現在特にできればいいと思うことを３つ、

（3）一番欲しいサービスを1つ、という異なる

問い方で自由に回答させた結果について分析し

た。質問紙調査の結果が、質問項目における言

表6. 「就労」に分類された自由回答

就労

自由回答 視力区分 視野区分

仕事をしたい LV その他の視野異常

もっと収入を稼げるように。 LV その他の視野異常

ずっと仕事を続けたい。 LV その他の視野異常

仕事がしたい LV その他の視野異常

収入が欲しい LV 視野20°を超える場合

仕事がしたい LV 半径20°以下の求心性狭窄

仕事をしたい。 視力0.3以上 その他の視野異常

仕事の選択肢がもっとあるといい 視力0.3以上 その他の視野異常

仕事の選択の範囲が広ければいいな 視力0.3以上 その他の視野異常

就職できればいい 視力0.3以上 半径10°以下の求心性狭窄

仕事ができれば 視力0.3以上 不明

仕事に就きたい。 盲 その他の視野異常

仕事ができるようになりたい 盲 その他の視野異常

仕事がいろいろできるようになりたい 盲 視野20°を超える場合

働きたい 盲 全盲

理教の教官になりたい。 盲 全盲

社会復帰（就労） 盲 半径10°以下の求心性狭窄

仕事 盲 半径20°以下の求心性狭窄
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葉遣い（wording）によって有意に変化するこ

とが指摘されている（斉藤、2008、2011）が、

本報告でも質問の仕方によってそれぞれに異な

る様相を示した。そのいずれか1つのみが正しい

というわけではなく、それぞれに重要な側面を

示していると考えられる。

　一番不自由に感じていることを1つ答えさせ

た質問では、視覚障害に関連した困難として良

く知られている移動と読み書きの2つのどちら

かを回答する人の数が過半数（63%）を占めた。

この上位2つのいわゆる2大ニーズについては、

現在特にできればいいと思うことを3つ答えさ

せた質問においても変わることはなかった。こ

の点については、これまで視覚障害の患者に対

して行われたニーズの聞き取りにおいて知られ

たこと（西脇ら、2001）と同様の結果である。

この2つの質問について、回答の内容を分類し

たところ、分類カテゴリについてほぼ同じものを

利用することができ、そのカテゴリはまた以前の

西脇らの報告（2001）と同様のものを用いるこ

とができた。先行研究とは10年以上の時間的

な開きがあるし、今回の回答者は、関東郊外と

地方在住の人たちであったが、視覚障害に関連

して一番不自由に感じることついては、あまり変

化がないということが言えるかもしれない。

　一方で、一番不自由に感じていることと、現在

特にできればいいと思うことについての3つの

回答では、有意な回答傾向の違いもみられた。

できれば良いと思うことを3つ答えることがで

きた質問に対しては、余暇活動について回答し

た数が著しく多くなった他、運転や視機能の改

善という内容を回答する例もみられた。移動と

読み書きという2大困難以外に存在している潜

在的なニーズを聞き出すための方法としては、

QOL評価表を使うことが有効であることが指

摘されている（西脇ら、2002）が、複数回答を

求める方法でも効果があることがわかる。

　一番欲しいサービスを聞いた質問に対する回

答は、以前の2つに対する回答とは質的に全く

異なるものとなった。ガイドヘルプと特になしと

いう回答が過半数（59%）となっただけでなく、

自由回答の内容を分類した結果は、不自由とで

きればいいと思うことに対する分類カテゴリと

異なるものとなった。不自由の感じ方が異なっ

ていても、サービスについては同じように回答し

ていることが、カイ二乗検定結果から明らかに

なった。これについては、回答が1つと制限され

ていたことから、回答者の多くが視覚障害のあ

る人への社会制度について持っている知識をも

とに回答した可能性が考えられる。専門サービ

スの充実や社会的インフラの整備を求める少数

の回答からは、今後のサービスを考える上での

示唆が得られると考えられる。

　視覚障害に起因するニーズとして患者が感じ

ていることを自由に回答させた内容を、患者に

対する実際のリハビリや福祉サービスにどのよ

うに結びつけていくかという視点からは、今回

の聞き取り調査の方法論的な限界を知ることが

できる。例えば、患者が「買物」に不自由がある

とか、現在できればいいと思うことが「買物」で

あると答えた場合に、視覚障害のために店舗へ

移動することができないのか、店舗には行ける

のだが商品の情報について十分に見えない読め

ないということを意味するのかがわからないとい

うことである。買物という人間の行動のうち、そ

の特定の患者の課題となっていることが何かと
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いう課題分析に踏み込んだ聞き取りをすること

によって、歩行訓練士が支援すべきなのか、ある

いはロービジョンの専門家がサービスすべきなの

かがはっきりするであろう。患者の視覚機能の特

性の違いによって、ある程度、その患者の抱えて

いる課題を推測することができる可能性はある

が、明確なことは患者と直接やりとりする中に求

められるべきで、課題分析を含んだ、実際のリハ

ビリ・福祉サービスの個人計画の策定に結びつ

くようなニーズ調査の方法については、今後の重

要な研究課題となるであろう。
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付録１

　Q1、Q2、Q3と対象者プロファイルとのクロ

ス集計を行った。分類項目に類似性が認められ

たQ1とQ2の結果を並列して示し、続いてQ3

の結果を示した。これは探索的な分析であり、

統計的検定が難しいデータを扱うため、分布に

偏りがあったものや、属性によって分布に違い

が有りそうなものについて取り上げた。

付録1.0. 不自由に感じていること、できたらい

いなと思うこと 

付録1.1. 年齢層による比較

 10代・20代・30代を若年（N=27）、40代・

50代を中年（N=84）、60代以上を高齢

（N=105）とし、年齢層別にQ1、Q2の割合を

グラフに表した（図20、21）。Q1において若年

層・中年層のニーズの最も高いニーズが「移動・

外出」である一方で、高齢層では「読み書き」が

最大のニーズであることがわかる。また、Q2に

おいて若年層に特徴的なニーズとして「学習」が

挙げられる。
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図20. 年齢層別Q1回答

図21. 年齢層別Q2回答

付録1.2. 居住形態による比較

 対象者を居住形態によって単身（N=27）と独

居（N=151）に分類し、居住形態別のQ1、Q2

の回答をグラフに表した（図22、23）。Q1にお

いて居住形態による差がみられたのは「家事・

日常生活動作」「コミュニケーション・社会参

加」である。単身で暮らしている者は「家事・日

常生活動作」に対するニーズが低く、「コミュニ

ケーション・社会活動」のニーズが高いことがわ

かった。また、Q2において「余暇活動」につい

ての居住形態による差が大きく、同居している

方が余暇活動に対するニーズが高いことが特徴

的であった。

図22. 居住形態別Q1回答

 

図23. 居住形態別Q2回答

付録1.3. 月収による比較

　月収が9万円未満の者を「低所得」（N=70）、

9万円以上21万円未満の者を「中所得」

（N=76）、21万円以上の者を「高所得」

（N=51）とし、月収別にQ1、Q2の回答をグラ

フに表した（図24、25）。Q1、Q2に一環して、

高所得の者はそれ以外の者と比べて「読み書

き」に高いニーズを持っていることがわかった。

また中所得者は「コミュニケーション・社会参
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加」についてのニーズがそれ以外の者と比べて

高いことも読み取れた。

 

図24. 月収別Q1回答

 

図25. 月収別Q2回答

付録1.4. 抑うつ有無による比較

　抑うつのスクリーニング検査であるCES-D

の値を16点をカットオフ点とし、対象者を抑う

つ有群、抑うつ無群に分類した。対象者の

CES-Dの値を図26に示した。抑うつの有無に

よるQ1、Q2の回答をグラフに表した（図27、

28）。Q1において抑うつ有の者の最大のニーズ

が「移動・外出」にあることが読み取れるが、

Q2ではニーズは分散し「余暇活動」「読み書

き」の割合が高くなることがわかった。抑うつ症

状の有る者の方が「余暇活動」に対するニーズ

が高いということは、興味深い結果である。

 

図26. 対象者のCES-D得点分布

図27. 抑うつ有無別Q1回答

 

図28. 抑うつ有無別Q2回答
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付録1.5. QOLの高低による比較

　視覚についての健康関連QOL評価尺度であ

るNEI-VFQ25の総合得点を44.25点を境と

して、対象者をQOL高群（N=108）とQOL低

群（N=107）に分けた。NEI-VFQ25の得点分

布を図29に示した。Q2の結果から、QOL高群

の方が低群と比べて「余暇活動」についての

ニーズが高いことがわかった（図31）。

 

図29. 対象者のNEI-VFQ25得点分布

図30. VFQ25得点高低別Q1回答

 

図31. VFQ25得点高低別Q2回答

付録２ 求めるサービスの検討

付録2.1. 視力区分による比較

　視力区分別にQ3の回答の割合をグラフに表

した（図32）。「ガイドヘルパー」のニーズは、盲

の場合最大のニーズであり、その回答の割合は

LV・視覚障害なしの場合と比べて特徴的であっ

た。また欲しいサービスを「特になし」と回答す

る割合は視覚障害なしの場合において最大で

あり、視力0.3以上、LV、盲の順にその割合は小

さくなった。

図32. 視力区分によるQ3の回答



付録2.2. 視野区分による比較

　視野区分別にQ1、Q2の回答の割合をグラフ

に表した（図33）。全盲・半径5°以下の求心性

視野狭窄の場合「ガイドヘルパー」のニーズが高

いことがわかった。半径20°以下の視野狭窄も

「ガイドヘルパー」の割合が高いが「特になし」

の割合も高い点において全盲・半径5°以下の

視野狭窄とは異なっていると言える。半径20°

を超える場合その回答は分散していて、「特にな

し」と「ハードの工夫」がほぼ同数の最大のニー

ズであることにおいて特徴的であった。

 

図33. 視野区分によるQ3の回答

付録2.3. 年齢層による比較

　年齢層別にQ3の回答の割合をグラフに表し

た（図34）。高齢層は「ガイドヘルパー」「特に

なし」に回答が集中していること、中年層は「ガ

イドヘルパー」が最大のニーズであり、他の回答

は分散していること、若年層は全体的に回答の

割合が分散していることがわかった。

図34. 年齢層別Q3回答

付録2.4. 居住形態による比較

　居住形態別にQ3の回答の割合をグラフに表し

た（図35）。生活を保障するサービスのニーズは、

単身の場合の方が高いことが特徴的であった。

 

図35. 居住形態別Q3回答

付録 2.5. 月収による比較

　月収別にQ3の回答の割合を図36に示した。

「読み書きサービス」についてのニーズは高所得

層において特徴的であり「ハードの工夫」について

のニーズは低所得層において特徴的だということ

がわかった。
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図36. 月収別Q3回答

付録2.6. 抑うつ有無による比較

　CES-Dの得点をもとに、抑うつ有無別にQ3

の回答の割合を図37を示した。抑うつ有の場

合最大の回答は「特になし」であった。

図37. 抑うつ有無別Q3回答

付録2.7. QOLの高低による比較

　NEI VFQ-25の値をもとに、QOLの高低別に

Q3の回答の割合を図38に示した。得点の分布

は抑うつ有無による回答の分布と近い形をしてい

た。CES-Dの値とNEI VFQ-25の総合得点の

Pearsonの相関係数は-0.310（p<.001***）で

あり、中程度の負の相関がみられた。

 

図38. VFQ25得点高低別Q3回答



付録 2.8. 一番欲しいサービスとしてインフラの整備と専門サービスの充実と回答した人の実現すればよい

と思うこと一覧

表７. 専門サービスの充実を求めた人が特にできればよいと思うこと

 1 音声PCができるように（習いはじめて3回目）

 2 暗闇で全力でかけてみたい

 3 車を運転できると良い

 4 スマホを使うようになれれば

 5 点字

 6 何かをみにつけて他の人に＿したい

 7 バイクに乗りたい

 8 パソコン

 9 パソコン（メールとか）ができたらいいな

 10 パソコンの画面全体がわかるといい

 11 マッサージ資格取得

 12 もう少し見えるようになればよい

 13 もっと見えるようになりたい

 14 ものにぶつかったり人に迷惑をかけない
  行動をしたい

 15 読めるようになりたい

 16 ルーペ、拡大読書器を使わないで
  読めるようになりたい

 17 一人で歩けるようになりたい

 18 仕事がいろいろできるようになりたい

 19 自動車の運転をしたい

 20 車の運転

 21 車の運転

 22 車の運転ができるようになりたい

 23 車を運転したい

 24 車を運転したい

 25 就職できればいい

 26 柔道をしたい（昔やっていたので）

 27 書類に自分の目で

 28 色を識別できるようになりたい

 29 新聞を読みたい

 30 人の顔が見分けられるようになればよい

 31 調理

 32 買い物の文字などが見えないので見えるように

 33 買物

 34 文字を書きたい

 35 歩行訓練を受けたい、もっとスイスイ歩きたい

 36 縫い物ができたらよいなと思う

 37 本が自由に読むことができたらいいな

 38 本を機器を使用しないで読みたい

 39 本を読みたい

 40 目が見えればよいなが第1です

 41 夜がもう少しスムーズに歩けるようになりたい

 42 夜間の単独歩行

 43 両眼が見えるようになりたい
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表８. インフラの整備を求めた人が特にできればよいと思うこと

 1 1人で旅行に行きたい

 2 家族に心配をかけない

 3 子どもの作文を読みたい

 4 仕事がしたい

 5 相談するところ

 6 点字

 7 展覧会や音楽会に1人で行きたい

 8 どこでも一人で歩けるようになりたい

 9 パソコン

 10 パソコンができるように

 11 パソコンの操作

 12 人の顔が区別できるようになれば

 13 まぶしさがなくなって欲しい

 14 目が見えるようになりたい

 15 目が見えるようになりたい

 16 文字を書いてもらう所があるといい

 17 遺伝（結婚したあと、子に遺伝しないことを望む）

 18 訓練してできるようになっているので特になし

 19 交通機関を安全に利用できるようになりたい

 20 好きな映画を見てみたい（字幕が見えない）

 21 仕事で書類の処理がうまくできるようになりたい

 22 仕事をしたい

 23 時刻表料金が見れるようになったら

 24 自由に一人で歩き回りたい

 25 車の運転ができたら

 26 色が見えるようになればよい

 27 新聞・本が読めるようになりたい

 28 点字が読み書きできるように

 29 夜歩いているときに見えるようになりたい

 30 洋服の色や柄がわかるようになりたい
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総合的視覚リハビリテーションシステムプログラム「ファーストステップ」

仲泊 聡、西田 朋美、飛松 好子、小林 章、吉野 由美子、小田 浩一、神成 淳司

要旨：
　我々は、視覚障害をもつ者の包括的支援と実態調査が同時進行するシステムの中核となるプログラム

「ファーストステップ」を作製した。まず、支援内容を決定するのに必要な対象の属性を明らかにするための

予備調査としてリハビリテーション病院眼科を受診した患者を主とする254名にアンケートによる詳細な聞

き取りと支援すべき30項目のそれぞれの要不要についての判定を行った。アンケートで得たニーズや日常生

活動作などに関連する250の変数を独立変数とし、専門家による各項目の要不要判定結果を従属変数とし

て決定木分析を行った。これによって得られたアルゴリズムを用いて、23～35種の質問で23種の支援項目の

要不要判定と同時に100項目のうちからランダムに選んだ10項目の質問を聴取が可能なソフトウェアを開

発した。そしてこれをインターネット経由で利用できるものとした。本ソフトウェアは、視覚障害者との接触が

ありながら視覚障害に対する知識が浅い支援者にとって有益なツールになりうると考えられた。

キーワード：視覚リハビリテーション, ソフトウエア, 視覚障害, ロービジョン, 盲

Abstract 
We built a program called “First Step” which is supposed to be a core system proceeding 

simultaneously with the comprehensive support and the actual condition survey about the 

visual disabled.  First of all, as a preliminary survey to clarify the objects’ aspects which 

were needed to decide the support contents, the specialists on visual impairment minutely 

interviewed and assessed whether necessary or unnecessary about 30 support items to 254 

patients who mainly visited rehabilitation hospitals. The decision tree analysis was performed 

with the 250 variables, e.g. items associated with needs and activities of daily living, 

obtained by the interview were deemed as the independent variables, and the results of 

necessary or unnecessary assessments in each items were deemed as the dependent 

variables. Using the algorithm obtained by this analysis, we developed the software 

composed with from 23 to 35 questions can lead necessary or unnecessary assessments of 

23 support items and simultaneously, ask the questions about ten items chosen at random 

from 100 items. Moreover, the software was accessible on the internet. This software could 

be as a useful tool for the supporters with very little knowledge of visual impairment.

Key words：vision rehabilitation, software, visual impairment, low vision, blind

視覚リハビリテーション研究：印刷中
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1.　目的

　本研究の目的は、視覚に障害をもつ者の包括的支援と実態調査が同時進行する機能を有するプログラム

を作製することである。

　全盲が日常生活へ及ぼす影響が大きいということは、一般にも理解されやすく、わが国では300年以上前

から視覚障害者支援制度が社会に根付いてきた。江戸時代の当道座、近代の盲学校と視覚障害者を対象と

したあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の養成制度の存在は、他国に類を見ないわが国の視覚障害

者支援の象徴といえよう。しかしながら、昨今の少子高齢化、景気低迷に加え、2006年に世界保健機関が

採択した「障害者権利条約」の批准に向けた法整備は、わが国の視覚障害者福祉を大きな転換点に立たせる

ことになった。障害者権利条約では、障害者差別撤廃が中心的な理念となっている。そのための区別撤廃か

ら、わが国では、これまでの障害種別が一元化され、それに伴い一人の支援者が多種の障害をその守備範囲

としなければならない事態になった。このこと自体は、本条約の理念にも適い、また、経済性からみても優れ

ている。しかし、障害種の母集団が小さければ小さいほど、支援機会は減り、その支援に対する支援者の知識

と技術における専門性は失われやすい。

　視覚障害者は、身体障害者手帳ベースで、身体障害者全体の約1割弱であり、また、精神障害、知的障害を

合わせると全障害者の5％に満たない。さらに、視覚障害者は、情報障害と移動障害を併せ持つことから、外

出が困難となり、支援者のもとに出向きにくいという特性をもつ。そのため、視覚障害者に対するリハビリ

テーションや情報提供の場が、当事者の移動が最小限となる自宅であることが望まれる。また、当時者が施

設に入所し、一定期間集中的な関わりを持つことも有効である。ところが、近年、徐々に視覚障害者であって

も支援施設に通所してサービスを受けるという形態が主流となるとともに、支援施設を訪れる視覚障害者の

割合はさらに少なくなった。そのため、歴史の中で培われてきたわが国の視覚障害に対する知識・技術の専

門性は、今後急速に希薄化することが懸念されるている。そしてさらには、少子高齢化、重複障害の増加など

時代とともに変化する視覚障害者の実態とニーズの把握が重要視されるようになっている。この状況を打開

するためには、できるだけ多くの視覚障害者の実態とニーズを総合的に把握し、支援レベル低下の抑制に貢

献できる新たなシステムを構築しなければならない。しかし、外に出てくる機会の少ない視覚障害者の実態と

ニーズを総合的に把握するということは困難である。

　視覚障害者を対象とした実態調査というものは、これまでにも多数存在する（厚生労働省社会・援護局障

害保健福祉部企画課, 2008；日本眼科医会研究班, 2009；視覚障害者不便さ調査委員会, 2011；全国高

等学校長協会特別支援学校部会・全国盲学校長会大学進学対策特別委員会, 2009；全国視覚障害者外出

支援連絡会, 1999；独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センター, 2005；柿澤, 

2011；中江ら, 2006；本間, 2004）。しかし、そのほとんどは、特定の施設や団体に関わった者に限定され

ているため、偏ったサンプリングの結果でしかない。特定施設等に関わることのできた視覚障害者は、社会参

加への心理的ハードルを乗り越えた者である。そしてそのような者は、比較的恵まれた環境にあるか、あるい

は、そのハードルを乗り越えるだけの積極性を身につけている極めて限定された者と解釈できる。そのため、

そのような母集団での実態調査結果は、視覚障害者全体を代表するものではない。したがって、社会システム

の構築を目指す調査とするためには、できるだけ対象全体を把握する調査方法が望ましい。しかしながら、そ

のような大規模調査には、多数の調査員と膨大な時間・費用を要する。また、こもりがちな視覚障害者に接
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触することも非常に困難である。そこで今回我々は、大規模な調査を低予算で、しかも、効率よく行うための

手法として、本プログラムを提案し開発した。そして本システムは、調査だけでなく視覚障害者支援分野全体

の活性化を図る機能を有している。本稿では、その概要について報告する。

2.　方法

 2.1　倫理審査および利益相反

　本研究は、国立障害者リハビリテーションセンターおよび神奈川リハビリテーション病院の倫理審査委員

会および利益相反管理委員会による承認を得た。予備調査にあたっては、調査に先んじて、書面による説明と

同意を得てから施行した。

 2.2　研究の構成

　まず、支援内容を決定するのに必要な対象の属性を明らかにするために、実際の事例における基礎データ

を得るための予備調査を行う。予備調査では、事例データに基づいて、各種支援項目毎の要不要を視覚障害

者支援の専門家が評価する。次に、予備調査で得られたデータをもとに、事例データから専門家が判断した

評価を導きだすためのアルゴリズムを解析する。そして、30種前後の質問に答えることで、要不要判定が出力

され、尚かつ実態調査を目的としたデータ抽出のできるソフトウェアをプログラミングする。さらに、これをイ

ンターネットで利用可能な形にし、典型例で試用を行う。これにより本ソフトウェアを評価し、改良すべき点に

ついて検討する。また、要不要判定された後の関連機能として、視覚障害に関する用語説明と支援情報を表

示し、インターネットで利用可能な電子辞典システム（ナレッジバンク）を構築する。

3　予備調査

 3.1　方法

　2010年9月14日から2012年1月31日までの期間、国立障害者リハビリテーションセンター病院眼科およ

び神奈川リハビリテーション病院眼科を受診した患者を主とする254名にアンケートによる聞き取り調査を

行った（仲泊ら, 2011；仲泊ら, 2012）。調査は視覚障害者支援の経験豊富な専門家が担当し、所要時間は

平均70分であった。アンケート内容には、年齢、原因疾患、視機能検査等の眼科基本情報の他、オリジナル

の選択式フェルトニーズ調査表、既存の機能的自立度評価表、認知症検査、うつ傾向評価表、視覚関連QOL

評価表、視覚関連ADL評価表を含んでいた。また、調査後に個々の事例ごとに支援すべき項目の要不要につ

いて判定した。この要不要判定に使用した支援項目は、視機能活用支援、動作支援、社会活動支援、その他の

支援の4つを大項目として、各5から9の小項目をたて、計30項目であった。この30項目は、専門家により支援

項目をあらかじめ選定し、その判定の基準は、個々の専門家に任せた。

 3.2　結果と考察

　予備調査で行った254名のうち、5名はデータに欠損が多かったため解析から除外し、残る249名のデー

タを解析対象とした。母集団の主なプロフィールを図1に示す。対象の平均年齢は58.1 歳と比較的若く、ま

た、網膜色素変性症を主とする遺伝性網膜ジストロフィの割合が39%と著しく大きかった（仲泊ら, 2011；

仲泊ら, 2012）。
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　本予備調査は、対象の支援内容を決定するのに必要な対象の属性を明らかにするために行われた。これを

端的に表す項目は、次項に述べる決定木分析に使用される質問項目に見られる属性である。しかし、本予備調

査は、初期値を早急に得るため、効率を優先して施設限定で行ったため、その対象は、リハビリテーション病

院を受診する特殊な集団であり、平均年齢は比較的若く、また、網膜色素変性症を主とする遺伝性網膜ジス

トロフィが大きな割合を占めていたことに留意しなければならない。そのため、このままで本プログラムの完

成版の作製根拠とすることはできない。今後の大規模調査により、アルゴリズムを修正する必要がある。その

修正に必要となる項目の候補を、本調査のデータに因子分析を行うことで選考しようと考えた。表1は、その

結果である。主な因子に対して関連の大きな質問項目を列挙した。表中の数値の絶対値が大きいほど当該因

子との関連が大きい。

図1. 母集団の主なプロフィール
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表1. 主要因子の特定（仲泊ら（2012）より引用）
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4　支援項目提案ソフトウェアの作成

 4.1　方法

　30項目の専門家の要不要判定のそれぞれを従属変数とし、予備調査で使用した質問から250の独立変数

を使用し、決定木分析を行った。決定木の成長手法はCRT（Classification and Regression Tree, 

Breiman 1984）を用い、親ノードの最低度数を50、子ノードの最低度数を10と設定し、欠損値は解析に

使用しなかった。その結果から、少数の質問で各支援項目の要不要判定を行うソフトウェアを作製した。さら

に、視覚障害者の実態調査として必要と思われる項目を選定し、合計100項目の質問を選別した（表2）。

1)  age あなたは現在、何歳ですか

2)  ADL_eating どこでも一人で食事中の動作ができますか

3) DM 糖尿病にかかっていますか

4) FN_PC パソコンができるようになりたいですか

5) VFQ_02 現在、あなたの両眼での「ものの見えかた」は、どうですか

6) awarenessVA 現在のあなたの視力は、どのくらいだと思いますか？0を全く見えない状態、10を最高の視力として、

  11段階評価でお答えください。普段、眼鏡等を使っている方はその場合でお答え下さい。

7) DLTV_09 腕を伸ばした距離で人の外観を見分けられますか

8) CES_D_16 この1週間のうち「毎日が楽しい」と思うのは何日ありましたか

9) VF_blind 視野検査で全盲と言われていますか

10) higherBrainDysfunction 高次脳機能障害がありますか

11) CES_D_15 この1週間のうち「皆がよそよそしいと思うのは何日ありましたか

12) DLTV_15 暗い場所から明るい場所に来たときに、明るさに目が慣れますか

13) FN_staircase 階段の昇り降りができるようになりたいですか

14) fromWhenVF 視野狭窄を自覚したのは何歳頃からですか

15) VFQ_21 ものが見えにくいために、欲求不満を感じますか

16) keyperson 緊急連絡先にあたる人はどなたですか

17) FN_destination バスの行き先表示を見分けられるようになりたいですか

18) FN_out 外出ができるようになりたいですか

19) FN_cooking 調理ができるようになりたいですか

20) FN_cellphone 携帯電話が使えるようになりたいですか

21) FN_voting 投票ができるようになりたいですか

22) DLTV_05 ドライブに出かけた時に景色を楽しみますか

23) DLTV_19 新聞の見出しを読めますか

24) CCTV 拡大読書機を使用していますか

25) glassesNear 近用眼鏡（老眼鏡）を使用していますか

26) RP 網膜色素変性症ですか

27) recreation 日中には主に余暇活動（テレビなども含む）をしていますか

28) VFQ_01 あなたの全身の健康状態はどうですか

29) VFQ_05 あなたは、ふだん、新聞を読みますか

30) fromWhenVA 視力低下を自覚したのは何歳頃からですか

31) FN_meeting 集会（集まり、寄合い）への参加ができるようになりたいですか

表2. 本ソフトウエアで使用される100項目の質問（文頭の英数字は質問記号）
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32) FN_cloths 服選びができるようになりたいですか

33) incomeSource 主たる収入源は次のうちのどれですか

34) hearingREHA ロービジョンケアまたは視覚リハビリテーションという言葉を聞いたことがありますか

35) magnifier 拡大鏡（ルーペ）を使用していますか

36) FN_bus バス・電車の利用ができるようになりたいですか

37) ADL_toilet どこでも一人でトイレの中の動作ができますか

38) ageStartingREHA 見えにくさに対する相談や訓練などは何歳ころに受けたかった（受けたい）ですか

39) CES_D_13 この1週間のうち「ふだんより口数が少ない。口が重い。」と思うのは何日ありましたか

40) degree_certification 視覚障害身体障害者手帳の等級は何級ですか

41) DLTV_01 部屋の向こう側にいる人の外観を見分けるのにどの程度困難が有りますか

42) DLTV_02 左右どちらか横にある物に気づくのにどの程度困難が有りますか

43) DLTV_03 テレビ番組を見るのにどの程度困難が有りますか

44) DLTV_04 階段をみて、それを使うのにどの程度困難が有りますか

45) DLTV_06 道路標識を読むのにどの程度困難が有りますか

46) DLTV_07 通りの向こう側にいる人の外観を見分けるのにどの程度困難が有りますか

47) DLTV_08 庭の季節の変化がわかるのにどの程度困難が有りますか

48) DLTV_10 自分のために飲み物を注ぐのにどの程度困難が有りますか

49) DLTV_11 箸を使って食べ物をつまむのにどの程度困難が有りますか

50) DLTV_12 自分の指の爪を切るのにどの程度困難が有りますか

51) DLTV_13 家庭用電気製品を使うのにどの程度困難が有りますか

52) DLTV_14 明るい場所から暗い場所に来たときに、暗さに目が慣れるのにどの程度困難が有りますか

53) DLTV_16 自分の家のすぐ近所を歩き回る能力にどの程度自信があると感じますか

54) DLTV_17 近所から少し離れた地域を歩き回る能力にどの程度自信があると感じますか

55) DLTV_18 老眼鏡メガネをかけているときに、新聞の普通の大きさの活字を読むのにどの程度困難がありますか。

56) DLTV_20 老眼鏡メガネをかけているときに、通信文（請求書、手紙、葉書など）を読むのにどの程度困難がありますか。

57) DLTV_21 老眼鏡メガネをかけているときに、書類（各種申請書）に署名するのにどの程度困難がありますか。

58) DLTV_22 老眼鏡メガネをかけているときに、ハンドバックや財布の中の紙幣や硬貨を区別するのに

  どの程度困難がありますか。

59) MMSE_04 これから計算をしてもらいます。100引く7はいくつですか。そこからまた7を引くといくつですか（繰り返す）

60) VFQ_03 自分の「ものの見えかた」について、不安を感じますか？

61) VFQ_04 今まで、目や、目の周りに、痛みや不快感、例えば熱っぽさ、かゆみ、痛みなどは、どの程度ありましたか？

62) VFQ_06 あなたはふだん、たとえば、料理や裁縫をしたり、家の中で修理をしたり工具を使ったりというような、

  ものを近くで見る作業をしますか？

63) VFQ_07 あなたは電話帳やくすりの説明書などの、細かい文字を読むことがありますか？

64) VFQ_08 あなたはふだん、道路標識やお店の看板の文字を読むことがありますか？

65) VFQ_09 あなたはふだん、夜や薄暗いところで、階段をおりたり、歩道の段差をおりたりすることがありますか？

66) VFQ_10 あなたはふだん道を歩くとき、まわりのものに気がつかないことがありますか？

67) VFQ_11 あなたはふだん、あなたが何か言った時に相手がどう反応するかをみますか？

68) VFQ_12 あなたはふだん、その日に着る服を自分で選んだり、組み合わせたりしますか？

69) VFQ_13 あなたはふだん、誰かの家を訪ねたり、何かの集まりやレストランに行ったりしますか？

70) VFQ_14 あなたは、ふだん、テレビ番組を見て楽しむことがありますか？

71) VFQ_17 ものが見えにくいために、物事を思いどおりにやりとげられないことがありますか？

72) VFQ_18 ものが見えにくいために、仕事などのふだんの活動が長く続けられないことがありますか？
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73) VFQ_19 目や、目のまわりの、痛みや不快感が原因で、やりたいことができないことがありますか？

74) VFQ_20 ものが見えにくいために、家にいることが多い。

75) VFQ_22 ものが見えにくいために、したいことが思うようにできない。

76) VFQ_23 ものが見えにくいために、他の人が話すことにたよらなければならない。

77) VFQ_24 ものが見えにくいために、誰かの手助けを必要とすることが多い。

78) VFQ_25 ものが見えにくいために、自分が気まずい思いをしたり、他の人を困らせたりするのではないかと心配である。

79) FN_face すれ違う人の顔を見分けることができるようになりたいと思いますか

80) FN_TV テレビを見ることができるようになりたいと思いますか

81) FN_newspaper 新聞の本文を読むことができるようになりたいと思いますか

82) FN_eating 食事動作ができるようになりたいと思いますか

83) FN_tea お茶入れ動作ができるようになりたいと思いますか

84) FN_hair 整髪動作ができるようになりたいと思いますか

85) FN_coin 貨幣の区別ができるようになりたいと思いますか

86) FN_shopping 買い物ができるようになりたいと思いますか

87) FN_telephone 固定電話ができるようになりたいと思いますか

88) FN_gavage ゴミ出しができるようになりたいと思いますか

89) sex 男性ですか女性ですか

90) congenitality 物心ついたときにはすでにかなり眼が悪かったですか

91) hypofunction 最近だんだん見えにくくなってきていますか

92) eyeDisease 視覚障害をきたした主たる眼科病名を教えてください

93) VA_easy_test 障害程度区分に用いられている視力検査の結果（絵をみて答える）

94) photophobiaOut 羞明（屋外）はありますか

95) photophobiaIn 羞明（屋内）はありますか

96) níghtBlìndness 夜盲はありますか

97) diplopia 複視はありますか

98) oscilopsia 動揺視はありますか

99) colorBlindness 色覚異常はありますか

100) blepharospasms 眼瞼けいれんはありますか
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　以下の3つの質問群からなるインターネットアンケートをプログラミングした。

（1）第一問：「あなたは現在、何歳ですか」（回答は数字を選ぶ）

　これは、本ソフトウェアの妥当性が年齢により大きく異なることが予測でき、事後に年代別解析で全

データを活用できるようにするため、すべての対象で欠かさず記録する目的で、年齢を問う質問を他とは

別に設定した。

（2）要不要判定用質問群：決定木分析で用いられた36項目（表1の1～36）の質問のうち各支援項目の要

不要判定に必要とするもの

　この質問群では、36項目から必要な項目が、直前の回答に応じて選択され質問される。各支援項目で、

1から6問の質問があるが、項目が異なると他の項目で既に聞かれた質問が重複して聞かれる場合も多く、

これを除き、20問以下で23のすべての項目に関する要不要判定が実現する。

（3）実態調査用質問群： 100項目の質問全体からランダムに選択された10項目

　ここでは、10項目を選択しているが、それまでの質問との重複があり、全体として23～35種の質問で

すべてのアンケートが終了できる。100項目のうち1～36は決定木分析に必要な項目で、37～40および

89～100は、予備調査の因子分析によって得られた主因子との相関が高い項目を参考として専門家に

より選択され、追加された。他は、フェルトニーズとThe 25-item National Eye Institute Visual 

Function Questionnaire日本語版（以下、VFQ-25）（Suzugamo et al. , 2005）、Daily Living Tasks 

Dependent on Vision version 4.0日本語版（以下、DLTV）（Hart et al. , 1999）の残りの項目であ

る。回答の形式は選択式であるが、選択肢数とその測定尺度は質問ごとに異なる。これは、VFQ-25、

DLTVなどの既成のアンケートの質問・選択肢をオリジナルのまま使用しているためで、大量データが得

られた場合、全体の平均的なプロフィールを既存のスケールに則って評価することを目的としている。こ

のアンケートに使用した質問とその回答はすべて記録され集積される。また、これらには、将来の的中率

改善に向けた代替質問項目の候補としての意味もある。

　決定木分析は、多変量解析の中でもモデルに線形性が仮定できず、また交互作用が非常に大きいことが予

測されるデータに用いられることが多く、しかも数値データだけでなく、順序データやカテゴリデータにおい

て活用することができる。本データは、まさにそのようなデータの寄せ集めであるため、これを選択した。決

定木の成長手法として用いたCRTでは、いわゆる有意差検定とは異なる不純度とよばれる指標をもとに解析

が行われる。不純度の測定にはGini測度（1-Σpi2）が用いられている。piは、目標カテゴリiに含まれる度数

の割合で、たとえば、（1,0,0）という3つのカテゴリのうちのある1つに偏った「純粋な」集合でのGini測度は、

1-（12+02+02）=0となり、（1/3,1/3,1/3）というすべてのカテゴリに均等の「不純な」集合では、1-

（（1/3）2+（1/3）2+（1/3）2）=0.667と大きくなる。この数値はカテゴリ数が増えるとさらに大きくなり

極限的には1に近づく。以上に関する具体的な説明とそこから質問項目がどのように選択されたかについて

は次項に述べる。
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図2のパソコンの例で説明すると親ノードであるP_PCは動作支援のパソコンが必要と判定された者が159名、

不要と判定された者が90名であり、このノードの不純度を計算すると1-（（159/249）2+（90/249）2）

=0.53である。次にFN_PC（パソコンができるようになりたいですか）という質問により回答が1（できないの

でそう思うことがある）または2（できるけれどもっとよくと思うことがある）のどちらかを答えた子ノード（不純

度=0.77）と3（できているのでそうは思わない）または4（必要がないのでそうは思わない）のどちらかを答え

た子ノード（不純度=0.60）の二つに分けると子ノードの不純度の平均0.69が親ノードのそれよりも0.16大き

くなる。これを改善度とよび、改善度が最大となる質問項目とその二分律（どのような2群へ分けるか）を250の

すべての質問項目で比較して選出する。そして、限りなくこの子ノードに分ける操作を繰り返すと、全体として高

い的中率を有する質問群を得ることができる。しかし、枝葉末節な質問は母集団による差が大きいため、ルー

ルの一般化を妨げる。したがって、ある程度の回数でこの操作を打ち切るべきであり、今回は、その制限基準と

して改善度の最小変化量が0.0001を下回るか、決定木の深さが5になったところと設定した。

図2. 動作支援のパソコンに関する決定木

4.2　結果と考察

  4.2.1　アルゴリズムの解析

　作成した決定木の代表的なものとして、動作支援のパソコンに関するものを図2に示す。
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　ここで、パソコン支援の要不要判定が、どのように決定されたかについて述べる。図中のカテゴリ0は不要

判定を、カテゴリ1は要判定を意味する。まず、質問FN_PCに対して、1または2と答えた場合、次に質問

awarenessVAが問われ、これに0～3と回答すると判定は「不要」、4以上なら「要」である。この両者に振

り分けられた場合は、その後、他の支援項目の要不要判定に進む。一方、質問FN_PCに対して、3または4と

答えた場合は、年齢が問われ、61歳以下なら「要」で62歳以上では、もう一つの質問FN_meetingが問われ

る。そしてこれに3と答えた場合は「要」で、他は「不要」と判定される。したがって、各支援において、それぞれ

どう答えたかによって、次に問われる質問は変化する。すでに聞かれた質問が出た場合は、既にされた回答に

より次に進む。このようにして、順にすべての支援項目について要不要判定が行われた。

　以上のような手法を用いて、各支援項目について得られた決定木に使用された質問記号と各決定木での的

中率を表3に示す。30の支援項目のうち、7項目については解析不能であり、23項目のみ要不要判定が可能

であった。それぞれの決定木は1個から６個の質問項目で作られているが、重複する質問が多く、36種の質問

で23の決定木のすべてに解を得ることができた。その的中率はすべて交差検証にて70%以上であり、実用

範囲内であると思われた。

表3. 決定木に使用された質問記号と各決定木での的中率（仲泊ら, 2012より転載）
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  4.2.2　インターネットへの適用

　本解析を基に得られたアルゴリズムを使用して開発したソフトウェアを『ファーストステップ』と命名し、イ

ンターネットで利用可能な形に整えた。以下にその使用手順を記す。

(1)  Windows 7、Windows XP、Macintosh OSX、iPad iOSまたはスマートホンを使用する。

(2) https://www.udb.jp/visionR/　に繋いで、トップ画面でログインをクリックする。

(3) ログイン画面でユーザー名とパスワードにともにtestとタイプし、「ログイン」をクリックする。

(4) サブウインドウが表示されるときは「今はしない」を選択する。

(5) メニュー画面でアンケートの説明をクリックして説明を読む。

(6) 視力確認表をクリックして画像をダウンロードしA4用紙に印刷する。

 （この図は、10回に1度使用される質問93でのみ必要となるが、予め印刷しておくとよい。本図は、介護保

険や自立支援法の障害程度区分等で使用されるものと同じである。）

(7) メニューに戻るをクリックする。

(8) メニュー画面に戻るのでアンケートをクリックする。

(9) 質問1（あなたは現在、何歳ですか）が表示される。年齢をプルダウンメニューから選んで、「次ページ

へ」をクリックする。

(10) 質問2（現在のあなたの視力は、どのくらいだと思いますか？0を全く見えない状態、10を最高の視力

として、11段階評価でお答えください。普段、眼鏡等を使っている方は矯正視力の場合でお答え下さ

い。）が表示される。0から10のうちの1つにチェックを入れて「次ページへ」をクリックする。

(11) 質問3以降は、直前の回答により異なる質問が表示される。同様に選んで「次ページへ」をクリックする。

(12) およそ30問を回答すると確認画面になる。

(13) 確認画面で、入力が正しければ「結果表示」をクリックする。

正しくない場合は変更すべき項目まで「戻る」で戻って変更する。変更の仕方によってはその後の質問が

異なる場合もある。「結果表示」をクリックすると要不要判定結果表示画面になる。

(14) 判定の要不要を参考としてリンクをクリックしてナレッジバンクのページに飛ぶ。

(15) ナレッジバンクページ「ロービジョン支援ホームページ」が表示される。

(16) 任意の画面から他の項目へも移動することができる。また、表題の「ロービジョン支援ホームページ」を

クリックするとトップページに飛ぶ。そこからは、仲泊ら（2011）および仲泊ら（2012）の報告書が

PDFでダウンロード可能である。

参考としてリンクをクリックしてナレッジバンクのページに飛ぶ。

ページ「ロービジョン支援ホームページ」が表示される。

他の項目へも移動することができる。また、表題の「ロービジョン支援

ップページに飛ぶ。そこからは、仲泊ら（2011）および仲泊ら（2

ード可能である。

図3. 要不要判定結果表示画面
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  4.2.3　典型例での試用

　本ソフトウェアを典型例について試用した。対象は、50歳男性の網膜色素変性症で、視力は両眼とも矯正

視力0.1、夜盲と羞明があり、視野はGoldmann視野検査でV/4e視標で半径10度であった。視覚的に事務

作業が困難になり、相談目的に来院した。ファーストステップを行ったところ、以下の30種の質問がなされ、

これに回答した（表4）。

質問1：あなたは現在、何歳ですか 回答　50歳

質問2：現在のあなたの視力は、どのくらいだと思いますか？0を全く見えない状態、10を最高の視力として、11段階評価でお答えくだ

さい。普段、眼鏡等を使っている方はその場合でお答え下さい。　回答　2

質問3：暗い場所から明るい場所に来たときに、明るさに目が慣れますか　回答　かなり困難あり

質問4：ものが見えにくいために、欲求不満を感じますか　回答　まったくそのとおり

質問5：近用眼鏡（老眼鏡）を使用していますか　回答　持っていて使用している

質問6：高次脳機能障害がありますか　回答　ない

質問7：拡大読書器を使用していますか　回答　持っていない

質問8：視野狭窄を自覚したのは何歳頃からですか（生来の場合は0とする）　回答　30歳

質問9：視野検査等の眼科検査で全盲と言われていますか　回答　いいえ

質問10：網膜色素変性症ですか　回答　はい

質問11：この1週間のうち「皆がよそよそしいと思うのは何日ありましたか　回答　1日未満

質問12：現在、あなたの両眼での「ものの見えかた」は、どうですか　回答　とても良くない

質問13：階段の昇り降りができるようになりたいですか　回答　できるけれどもっとよくと思うことがある

質問14：服選びができるようになりたいですか　回答　できているのでそうは思わない

質問15：拡大鏡（ルーペ）を使用していますか　回答　持っていて使用している

質問16：あなたの全身の健康状態はどうですか　回答　とても良い

質問17：パソコンができるようになりたいですか　回答　できるけれどもっとよくと思うことがある

質問18：この1週間のうち「毎日が楽しい」と思うのは何日ありましたか　回答　1-2日間

質問19：どこでも一人で食事中の動作ができますか　回答　はい

質問20：外出ができるようになりたいですか　回答　できているのでそうは思わない

質問21：糖尿病にかかっていますか　回答　いいえ

質問22：腕を伸ばした距離で人の外観を見分けられますか　回答　かなり困難あり

質問23：新聞の見出しを読めますか　回答　少し困難あり

質問24：集会（集まり、寄合い）への参加ができるようになりたいですか　回答　できているのでそうは思わない

質問25：ロービジョンケアまたは視覚リハビリテーションという言葉を聞いたことがありますか　回答　ない

質問26：すれ違う人の顔を見分けることができるようになりたいと思いますか　回答　できないのでそう思うことがある

質問27：新聞の本文を読むことができるようになりたいと思いますか　回答　できないのでそう思うことがある

質問28：整髪動作ができるようになりたいと思いますか　回答　できているのでそうは思わない

質問29：ゴミ出しができるようになりたいと思いますか　回答　できているのでそうは思わない

質問30：障害程度区分に用いられている視力検査の結果（絵をみて答える）　回答　約１ｍ離れた視力確認表の図が見える

表4　典型的な回答例
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その結果、以下の要判定を得た。光学的補助具の選定（正解）、非光学的補助具の選定（正解）、点字（不正

解）、支援調整（正解）、福祉制度（正解）、娯楽支援（正解）、その他の情報提供（正解）。しかし、不要判定

となった医療（眼科）、視機能評価、視覚支援の情報提供、パソコン、就労支援、社会相談、社会支援の情報

提供、スポーツ支援では要判定となるべきであり、23項目中9項目が不正解であった。以上の結果は、現時点

での的中率が、交差検証で得られたものよりもさらに低い可能性を暗示する。今後のさらなる検証と的中率

改善に向けたアルゴリズムを含むシステムの改善が望まれる。

　なお、本例での質問項目のうち、質問3、12、18と24から30の10個は、100項目のプールからランダムに

選択されたもので、本症例のサンプリングデータとしてデータベースに蓄積された。すなわち、判定は最初の

23問でなされたことがわかる。回答に要した時間は9分30秒であった。この時間でアンケートが終わるので

あれば、多くの場面でのデータ収集を呼びかけることができよう。多くの実態調査が、時間のかかる多数の質

問項目よりなっており、これが標本数とその属性を制限する理由になると思われる。10問というわずかな質

問数であっても、それが100項目のプールからランダムに選択され、質問されて記録され続けると、100名に

対して100問すべてに答えるアンケートから得られるデータに相当するデータを1000名に対して行うことで

得ることができる。これらが、全くの等価というわけではないが、平均値を得る目的であればそれに近い。

100名に100問ずつ聞くのと1000名に10問ずつ聞くのでは、インターネットを利用すれば、後者の実現性

がより高いと考えた。そして、全国的に調査が進行すれば、地域による偏りも少ない平均値が得られ、また、

巨大データが得られれば、視覚障害者の全体的な実態とニーズをより客観的に知ることができると考えられ

る。この実現に向けて、より多くの使用者を獲得するためにも、的中率の改善が必要である。

5.　考察

 5.1　視覚障害者支援のためのナレッジバンク

　ファーストステップの要不要判定とリンクする視覚障害に関する用語説明と支援情報を表示し、インターネット

で利用可能な電子辞典システムを構築した。用語解説については、一般市民が読んでも理解しやすい表現を用

いた。予備調査で用いた項目に準じて4大項目、26小項目からなるウェブページのそれぞれに、各項目の平易な

説明文を配し、さらにそこに関連用語の解説記事を置いた（http://www.shikakuriha.net/index.html）。

これにより、ファーストステップ使用時に、必要があれば、その場で情報提供を行えることになる（仲泊ら, 

2012）。ウェブページの一例を図4に示す。
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 5.2　本システムの改良点

　本システムには改良すべき点が二つある。一つは、ナレッジバンクの改良であり、もう一つはファーストステッ

プの的中率改善である。　

　ナレッジバンク改良の最大のポイントは、関係施設へのリンク機能である。また説明すべき用語の選択と説

明内容についても改良の余地がある。さらに、視覚障害者支援の専門家が活用可能なナレッジバンクとする

ためには、最新の知識・知見の更新だけでなく、これまでのエビデンスの集積機能およびその検索機能を持

たせることが望ましい。しかし、この作業の自動化は困難であり、地道な手作業を要する。また、著作権の問

題も発生するため、その実現は容易ではない。

　的中率改善のためのソフトウェアの改良としては、入力に応じて自動的に出力の的中率が改善するしくみ

を内蔵させることが最善策と考えられる。それにより、時代の変化に伴って提案する支援内容を変化させるこ

とができるであろう。しかし、このような自動化では、ときに解が定まらない。特に今回初期値として用いた

データの対象は、壮年期の者が圧倒的に多いため、小児や高齢者に対しては、適切な提案ができていないも

のと思われる。今後、年齢別にデータを蓄積し、母集団を年齢別に区分することで、最適化を実現できるよう

にする必要がある。

 5.3　本システムの弱点

　ファーストステップでは、その調査を低予算で行うための方策として、支援情報を報酬として提供するとい

うシステム構造を提案した。これは、本調査の原動力となり、大規模調査の実現に大きく貢献する機能である

と期待できる。しかし、その一方で、データの匿名性を重視したために犠牲となった特性がある。それは、信頼

性と追跡可能性である。入力する者が誰であるか、また、入力される者が誰であるかがわからないため、入力

されたデータの信頼性は高くない。また、同一人物のデータを複数回入力することがあっても別の個人として

2　本システムの改良点

本システムには改良すべき点が二つある 一つは ナレッジバンクの改良であり もう一つはファースト

図4. ナレッジバンクの一例
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カウントされることになる。そのため、同じ対象のデータが時間の経過に伴ってどのように変化していくかを

経時的に追跡することが不可能である。これらを補完するためには、対象を限定し、データ保護のレベルを強

化したシステムを用いて別枠で調査を進める必要がある。また、100項目のうちの10項目をランダムに選択し

て問い、これを集積することで全体のプロフィールを得るという手法については、まだ検証されておらず、今後

の検討が必要である。

 5.4　本システムを活用した視覚障害者支援施設への連携

　本システムは、まだ初期段階のものであり、前述した目的を達成するためにはさらなる改良が必要である。

しかし、眼科診療所のスタッフ、身体障害者相談員や役所の障害福祉窓口担当者など、支援者の立場であり

ながら、具体的な支援内容・方法に関する知識の乏しい者に対しては、現状のままでも有用と思われる。以下、

今後の視覚障害者支援における本ソフトウェアの役割について述べる。

　2006年度の身体障害者実態調査（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課, 2008）では、身体

障害者手帳を有する視覚障害者は31万人と推定され、過去のデータと比較しても減少傾向にはない。しかし、

視覚障害者の中には、支援施設を利用せず、自宅にこもりがちとなっている者が少なくない。東京都や京都府

のような例外的地域を除いて、支援施設から専門家が視覚障害者の自宅を訪問して訓練・相談・支援を行う

ということは、これまであまり行われてこなかった。視覚障害者のリハビリテーションは、個別対応が基本で

あり、これを効率よく行うためには、入所リハを必要とした。しかし、障害者自立支援法の施行に伴って、視覚

障害者が施行困難な通所リハが主たる支援スタイルとなった。そのため、その後の視覚障害者へのサービス

提供の滞りが強く懸念されている。

　2011年3月11日に生じた東日本大震災に伴う、日本盲人福祉委員会による視覚障害1、2級の障害者への

支援・調査により、同地区においては、音声式時計の存在を4割の対象者が知らなかったことが報告された

（加藤・原田, 2012）。本来ならば、眼科で情報が得られなかったとしても、身体障害者手帳の交付時に重

度視覚障害者が利用できる日常生活用具制度の給付品目の一つとして、役所の窓口で情報提供がなされれ

ば解決する内容である。しかしながら、役所の窓口担当の多くは、頻繁な異動等の事情もあってか、支援者で

ありながら、視覚障害について情報提供できるだけの充分な知識を有していない。本ソフトウェアは、そのよ

うな状況にある者、すなわち、視覚障害者との接触がありながら視覚障害に対する知識が浅い支援者にとっ

て有用なツールとなると思われる。

　またさらに、このソフトウェアにもう一つの機能を追加することで、その役割は一段と増すものと思われる。

その機能とは、視覚障害の専門職への連携を促進する機能である。各支援項目の説明ページに、関連する視

覚障害支援施設の連絡先にリンクを張ることによってそれは実現可能と思われる。本ソフトにこのような機

能を追加し、視覚障害者を役所の窓口等から視覚障害者支援の専門家に繋げることができれば、視覚障害

者は少なくとも手帳取得時に受けられるサービスの全容を知り、必要であれば、支援施設を利用する手続き

を遅延なく行うことができる。それは、ひいては支援施設の活動性を促進し、視覚障害関連分野全体の活性

化に繋がるものと期待できる。

　本プログラムが多くの支援者によって活用されるようになると自ずと大規模調査が進行し、そこから現状を

知るための包括的な手がかりを引き出すことができるようになると思われる。そしてさらに、それが視覚障害

支援分野全体の活性化の促進に寄与することを期待したい。
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写真・図表説明

図1. 母集団の主なプロフィール

　対象の平均年齢は58.1 歳で、女性が男性よりも約10歳高齢であった。原因眼疾患は、網膜色素変性症を主とする遺伝性網膜ジス

トロフィの割合が39%と著しく大きかった。良いほうの眼の矯正視力と両眼での視野では、様々な程度の人が比較的均等に抽出され

ている。

図2.　動作支援のパソコンに関する決定木

　図の頂点に位置するノード0は元の集合を意味し、そのうちカテゴリ0は不要、カテゴリ1は要を意味する。表示したパソコンに関して

は、全対象のうち90名（36.1%）が不要、159名（63.9%）が要と判定されたと表示されている。CRTによる決定木では、各ノードを

特定の質問によって二分する。ここでは、FN_PC（パソコンができるようになりたいですか）という質問による二分化が行われ、その結

果得られたノード1とノード2において、それぞれ要不要の構成人数とその割合が表示される。分岐の起点にその分岐による改善度が

表示され、分岐の終点にはその質問でどう答えたかが表示される。質問FN_PCでは、カテゴリ尺度の4者択一であったため、1または2

を選んだ者と3または4を選んだ者の二分化が行われた。次にノード2は、質問awerenessVAにより二分され、回答は順序尺度で

あったため、0から3の集合と4から10の集合に二分された。他の分岐も同様に行われる。各分岐において、どの質問でどのような回答

による二分化が行われるかはGini測度の改善度による。詳細は本文を参照。

図3. 要不要判定結果表示画面

　27の支援項目のそれぞれに対する要不要判定の表示とその各項目の説明をしているナレッジバンクの相当画面へのリンクをもつボ

タンからなる。

図4. ナレッジバンクの一例

　インターネット上に「ロービジョン支援ホームページ」（http://www.shikakuriha.net/index.html）として公開した視覚障害者

支援のためのナレッジバンクの一例。視機能活用支援、動作支援、社会活動支援、その他の支援の4大項目のうちの動作活用支援でパ

ソコンのページの一部を表示する。右上部分に簡潔にパソコンでの支援内容を列記し、その下の部分に更なる説明の表題（標準機能で

できる拡大など）を列記している。ここをクリックすると約200文字でその簡潔な説明が表示される。一方、画面の左上には、動作支

援の他の項目へのリンクボタンとしての一覧を表示する。
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平成24年度厚生労働科学研究費補助金
障害者対策総合研究（感覚器障害分野）成果発表会報告書

研究代表者 仲泊　聡
主催 財団法人日本障害者リハビリテーション協会

日　時： 平成25年3月16日（土）

　　　 14時～17時

場　所： 戸山サンライズ　2F 大研修室　

進　行： 14:00 開始（司会：仲泊 聡）

  あいさつ　村上 博行（日本障害者リハビリテーション協会）

 シンポジウム「視覚リハビリテーションの空白」

 14:08-　「視覚リハ専門家の空白」

  吉野 由美子（視覚障害者リハビリテーション協会会長）

 14:43-　「視覚リハの空白地帯　地域における空白」

  原田 敦史（堺市健康福祉プラザ視覚障害者・聴覚障害者センター）

 15:05- 休憩

 15:15- 「空白への対処法」

  仲泊聡（国立障害者リハビリテーションセンター病院）

 15:50-　「視覚障害者支援の選択肢は充分か？」

  渡辺文治（神奈川県総合リハビリテーションセンター七沢更生ライトホーム）

 16:25- 討論

 17:00 終了（アンケート回収）

参加者：35名（福井、高知、京都、滋賀、千葉からも参加あり）スタッフ・シンポジストを入れて43名

討論の概要：

・東京はどうしてこんなに情報が伝わらないのか。専門家が訓練で手一杯になっていて行政と繋がっていな

いのではないか（支援専門家、東京都）。

・公共図書館を拠点とした啓発を考えている（原田）。

・高次脳機能障害の子など難しいケースは相談にのってくれるところがない。難しいケースに対する技能を蓄

積するシステムが必要だ。入所施設がなくなってきて経験を積み重ねる場がなくなっている（渡辺）。

・総合支援法で難病との関わりから保健所との連携が重要になる（仲泊）。

・身体障害者相談員の活用は考えているのか（当事者、東京都）。

・高齢化に伴った視覚障害者の組織離れは、なにが原因かを考えていた。今後、国なり県なりに障害者がもっ

と声を出して、前向きに生活してく環境を作っていくことが重要だということがわかった。自分さえよけれ

ばいいという考えではいけないということをしみじみ感じた（当事者、滋賀県）。 
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参加者アンケートの結果：

回答率89%（回答者31名／参加者35名）  

問1. あなたは以下のうちのどれにあてはまりますか（複数回答可）。 

  全体 専門家 当事者 その他

 視覚障害の当事者 7 2 7 0

 視覚障害者支援の専門家 21 21 2 0

 その他 5 0 0 5

 視覚障害当事者の家族 0 0 0 0

 視覚障害当事者の友人 0 0 0 0

 視覚障害者支援ボランティア 0 0 0 0

問2. あなたは、各シンポジストの主張に賛同できますか。   

　　　吉野由美子  全体 専門家 当事者 その他

 とても賛同できる 19 12 4 4

 どちらかというと賛同できる 9 7 3 0

 どちらともいえない 2 1 0 1

 どちらかというと賛同できない 0 0 0 0

 全く賛同できない 0 0 0 0

　　　原田敦史  全体 専門家 当事者 その他

 とても賛同できる 18 13 3 3

 どちらかというと賛同できる 11 7 4 1

 どちらともいえない 1 0 0 1

 どちらかというと賛同できない 0 0 0 0

 全く賛同できない 0 0 0 0

　　　仲泊聡  全体 専門家 当事者 その他

 とても賛同できる 22 14 7 3

 どちらかというと賛同できる 8 6 0 2

 どちらともいえない 0 0 0 0

 どちらかというと賛同できない 0 0 0 0

 全く賛同できない 1 1 0 0

　　　渡辺文治  全体 専門家 当事者 その他

 とても賛同できる 19 13 5 2

 どちらかというと賛同できる 8 5 1 3

 どちらともいえない 3 2 1 0

 どちらかというと賛同できない 1 1 0 0

 全く賛同できない 0 0 0 0
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問3. あなたは、スマートサイト、ファーストステップ、中間型アウトリーチに期待が持てますか。

　　　スマートサイト  全体 専門家 当事者 その他

 とても期待できる 19 11 6 3

 どちらかというと期待できる 9 7 0 2

 どちらともいえない 2 2 0 0

 どちらかというと期待できない 0 0 0 0

 全く期待できない 0 0 0 0

　　　ファーストステップ  全体 専門家 当事者 その他

 とても期待できる 13 7 5 2

 どちらかというと期待できる 13 10 0 3

 どちらともいえない 2 2 0 0

 どちらかというと期待できない 1 1 0 0

 全く期待できない 0 0 0 0

　　　中間型アウトリーチ  全体 専門家 当事者 その他

 とても期待できる 20 12 6 3

 どちらかというと期待できる 9 7 0 2

 どちらともいえない 0 0 0 0

 どちらかというと期待できない 1 1 0 0

 全く期待できない 0 0 0 0

問4. あなたは、視覚障害に関する相談をどこで受けられたらよいと思いますか（複数回答可）。

  全体 専門家 当事者 その他

 病院・医院の眼科やリハ科等 30 21 7 4

 市町村役場 26 18 6 4

 学校 13 9 4 1

 保健所 14 10 4 2

 図書館 8 4 3 1

 福祉センター 17 10 5 4

 デイケア施設 7 3 3 1

 福祉作業所 5 1 3 1

 その他 7 4 4 0

その他の場所には以下のような提案があった。

　どこでも、視覚障害専門の相談機関、視覚障害者団体、

　当事者団体・当事者支援施設、

　在宅、身体障害者相談員の活用、産業医との連携
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問4. その他、何でも結構ですので、ご意見がございましたらお書きください。

【当事者の方から】

・とても興味深いシンポジウムでした。ありがとうございました。

・今回の会をどんどん回数を増やしていくことが大切。会のお知らせを当事者に早めに知らせる（興味があっ

ても機会がない） 。

・家から出られない方へのケアも充実させてほしい。

・今日は感激しました。自分も何らかのお役に立ちたいと思います。

【その他】

・もっともっと当事者のニーズや生活実態に寄り添うべきと考える。

・思ったより人が少なかったのは何がいけなかったんでしょうか。日時、場所、宣伝、いろいろあると思います

が、もったいなかったです。

・当事者の声が大切だと思いますが、どのように声を挙げたら良いかというアプローチは、視覚リハ専門家か

ら行わないと、わかっておられないと思います。それができれば、リハ修了生は必要性をわかっているので

特に力をかして下さると思います。

・他職種との連携の必要性を感じながらも自分の職場からの情報発信ができていないことを痛感しています。

まずは、普段関わることの多い病院、役所などの方への情報発信を行っていきたいと考えています。

・専門家になるのは難しいです。向き合うだけでも精一杯だったり、自分の能力を越えていると感じたりいつ

もします。周りの人に助けてもらえるのが、何とかがんばっていられる理由かなと思います。でも、専門職と

してのアイデンティティを求めてこのような研修の機会に出てきております。ありがとうございました。

・自分の仕事を振り返るよい機会となりました。どうもありがとうございました。

・みなさんの苦悩、熱意が伝わってくる気がしました。同感することは私自身多いのですが、所属する施設は

旧態のままで能動的に当事者にアクセスする感覚は、残念ながらありません。しかし、私としては本当に勉

強になりました。丁寧なご説明をありがとうございました。

・白杖処方でワースト10常連の福井県です。確かに自分の補装具選定を考えても、遮光眼鏡や拡大読書器の

利用は多いが、白杖はここ1年で1度しか申請を書いていません。光道園に歩行訓練士がいて、県のORT勉

強会へも出向いていただくこともあります。もう少し、連携を深めて繋げていきたいと思いました。当院に

来る方に関しては、移動に困られていない方が多いのかもしれません。地方の病院では、車がないと来院も

できない。つまり、病院に来れる人は、移動を援助できる人がいる状態で「移動」よりは「見る」を欲してい

る人が多いのかもしれません。それは裏を返せば、移動が困難な人が埋もれており、そのような方々が外に

出て来れるようにするのが必要なのかもしれません。地域性にも考慮しながら、ロービジョンケア、視覚リ

ハビリテーションを提供できるよう勉強して参ります。

・盲学校などの相談においては、専門性が問われる中で単なる「生徒集め」の機会とならないと良いのですが。
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資料4-3_仲泊聡スライド

国立障害者リハビリテーションセンター病院
第二診療部　仲泊 聡

厚労科研成果発表会
 H25.3.16.1400-1700/戸山サンライズ

空白への対処法

内容
1. 情報障害の〇〇〇性
2. 〇〇〇〇が出会いの場
3. 対処法の提案
　1) 〇〇〇〇サイト
　2) 〇〇〇アウトリーチ支援
　3) 〇〇〇〇〇ステップ

1. 情報障害の双方向性
『視覚障害は情報障害』
『情報の80%以上は目から』

情
報

情報

視覚障害支援の専門家
とどうやって出会えば
いいの？

2. 眼科外来が出会いの場 ロービジョンクリニック

ロービジョンケアを行う眼科専門外来
・原因疾患を問わない
・視覚に何らかの問題がある
・生活に何らかの支障がある
・眼科医、視能訓練士、その他
・ニーズ判定・視機能評価・必要書類
・社会資源・エイド（補助具）・環境整備



資料 資料4 一般向け研究成果発表会資料 資料4-3 シンポジウム発表資料-仲泊120

ロービジョンクリニックはどこにある？

インターネット上のLVケア実施医療施設リスト
　日本眼科医会HP
　日本ロービジョン学会HP
　視覚障害リソース・ネットワーク

によると全国に 320 施設（2012年6月現在）

どうしてこんなに少ないの？

ロービジョンクリニックが流行らないわけ

時間がかかる
人手がない
知識がない

収入に繋がらない

平成24年4月からちょっと変った

ロービジョン検査判断料

1) 診療報酬って何？

2) 誰が払うの？

3) 診療報酬化されてよかったこと

1) 診療報酬って何？

医療機関の報酬根拠となる定価で
検査、治療項目のそれぞれについている　
　初診料　　　　　　270点
　視力検査　　　　　69点
　眼底検査 片目 　　 56点 x 2
　細隙灯顕微鏡検査　48点
　処方せん料　　　　68点　　合計567点
　1点あたり10円で5670円が眼科の売り上げ
（ロービジョン検査判断料…250点）

2) 誰が払うの？

施設基準※を満たし申請した特定の眼科で
ロービジョンケアを受けた
身障手帳所持者（相当者）が支払います。

いくら？　月1回750円（3割負担の場合）

※ 施設基準：国リハの医師研修を受けた
眼科医が常勤で勤めている医療機関

3) 診療報酬化されてよかったこと

0

300

600

900

1200

H3 H7 H11 H15 H19 H23 H27 H31

H24年度末までで
国リハ医師研修了生

478名

診療報酬化
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スマートサイト

　眼科ベース
　視覚障害者支援ネットワーク
　情報パンフレット・システム

スマートサイト
　例）兵庫県の場合
眼科主治医が具体的な紹介先を持って
いなくても、眼科医から手渡されたパ
ンフレット「つばさ」に記載された情
報をもとにロービジョンケアのできる
他の眼科医や視覚障害専門施設などに
患者は繋がることができる

兵庫版SmartSight
つばさ

平成22年1月～

山縣祥隆先生

スマートサイト

眼科医にとって極めて手軽だが
それを支える調整役の人材と
紹介先となる社会資源が存在して
はじめて成立するシステム

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

SmartSight

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
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スマートサイトは、ロービジョ
ンケアを得意としない大多数の
眼科医に、対象の発見と連携へ
の始動を促します。しかし、
どこでも可能とは限りません。

連携を阻む
二つの心のハードルがある
　医者：施設紹介＝治療の敗北
　患者：施設に行くのは障害者
　（障害者になりたくない！）

心のハードルを下げる方法
　医者：「○○施設に行ってみ
ませんか」より「来月○日に、
専門家が来るのでちょっと相談
してみませんか」のが言い易い

心のハードルを下げる方法
　患者：「わざわざ○○施設に
行くのは大変だし、嫌だ」から
「眼科で専門家に会えるんだっ
たら、ちょっと相談してみよう
かな」に変化するかも

中間型アウトリーチ支援
アウトリーチ

当事者
がよく
行く所

通所中間型アウトリーチ

当事者

支援者

仲介者

中間型アウトリーチ支援
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中間型アウトリーチ支援

30%が困難 
困難の主な理由：人手・資金 

中間型アウトリーチ支援は、敷
居の高い視覚障害者支援につい
て、専門施設への紹介とともに
紹介施設からの職員の出張によ
る相談の場を提供します。

ファーストステップ

ファーストステップは、スマー
トサイトを補い、中間型アウト
リーチ支援が効率よく機能する
ように役立ちます。

内容
1. 情報障害の双方向性
2. 眼科外来が出会いの場
3. 対処法の提案
　1) スマートサイト
　2) 中間型アウトリーチ支援
　3) ファーストステップ
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資料4-3_原田敦史スライド
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43％

56％
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資料4-3_渡辺文治スライド
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