
視覚を補う最新機器の開発と導入



眼の「予防」の3段階

一次予防

眼の病気になるこ
との予防

二次予防

眼の病気の

早期発見/治療

三次予防

視覚障害状態の
改善、重症化予防

順天堂大学 平塚義宗

眼の健康づくり 早期発見・早期治療 視覚リハビリテーション

予防、治療、そしてリハビリテーションまで含めてはじめて眼科医療は完結する



視覚障害者における「読むこと」の問題
視覚障害当事者704名へのアンケート調査（2016年）

困っている あまり/全く困らない

読むこと 605 (85%) 99

書くこと 546  (78%) 158 

日本盲人会連合： 「読み書きが困難な弱視（ロービジョン）
者の支援の在り方に関する調査研究事業報告書 2016年

P<0.001 chi-square test

視覚障害者の85%は「読むこと」に困っており、その
頻度は「書くこと」よりも高い。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
回答者704人中605人が読むことにこまっていると回答



文字を視覚的に大きくする
拡大読書器、拡大鏡など

あ

あ

あ

目の前の文書をその場で読み上げる

文字を音声で読み上げる眼鏡
従来のサポート機器等

あらかじめデジタル音声化されたものを聞く
DAISYなど

新たなサポート機器

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
視野の狭い人にとって使いづらい。



◇販売価格:198,000円(税抜)

◇音声読み上げ：クラウド上エンジン
利用(ネット接続必要)

◇「視覚障害者用拡大読書器」として
日常生活用具認定基準に合致の判断事例アリ。

◇産業用3Dプリンタ製造：金型等の量産コストが生じない

◇国産

文字を音声で読み上げる眼鏡型機器
『OTON GLASS』(2019年3月発表モデル)

2019年3月までに約40台を納品
◇2018年6月：兵庫県豊岡市で「日常生活用具給付事業」の
対象として全国で初めて認定、25台分の特別予算を計上。

◇視覚障害１級・２級対象者は当時の販売価格298,000円
（税抜)の１割の負担（約3万円）で購入可能。

◇主な納品先：豊岡市の他、盲学校、眼科医、個人利用者など。↑2017年に生産していた過去モデル

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
１．販売価格　1台　298,000円（税抜き）　321,840円（税込み）　公式HPによると、販売価格は現在198,000円(税抜き)と更に安価になっています。失礼しました。２．兵庫県豊岡市が昨年６月に25台購入目的で補正予算を組み、8,046,000円を計上。（添付ファイル：豊岡市平成30年度6月補正予算案（３ページ目）：上記価格等の根拠はここから）３．豊岡市は「日常生活用具給付事業」の品目に全国で初めて導入。対象者は視覚障害１級、２級。販売価格の１割の負担（約３万円）で購入できる。（神戸新聞NEXT記事から）４．豊岡市立図書館本館に体験用として２０１８年１０月に１台設置。（豊岡市立図書館HPから）５．この２５台以外に、２０１８年５月末までに盲学校や眼科等に１５台販売したという。（MBS毎日放送の番組「ちちんぷいぷい」から）														



OTON GLASSユーザーの声

今までは夫に頼って読んでもらっていたが、
OTONGLASSを使って夫がいなくても
自分ですぐに読めるようになった（弱視Dさん）

郵便物の仕分けをヘルパーさんに頼まずとも
自分でできるようになった（全盲Aさん）

使い方がシンプルなので楽（全盲Cさん）

外で歩くときは白杖を持って右手が塞がってしまい、
スマートフォンを持つと両手が塞がってしまい不自由になってしまうが、
OTON GLASSだとハンズフリーになるのが良い（全盲Aさん）

他者への依存度軽減

普段は読みたい対象物に顔を近づけないと見れなくて、
周りから見ると不自然に映ってしまうのだが、
OTON GLASSだったら周りからも自然に映る（弱視Bさん）

長い文章だと拡大読書器やルーペで読むと
時間もかかるし疲れてしまうのだが、
OTON GLASSを使って音で内容を聞けるのは楽（弱視Bさん）

読み上げ機器は室内据え置きで、外に持ち運べないが、
OTON GLASSは簡単に外に持ち運べるので
外で使いたい（全盲Aさん）

眼鏡型の価値



OrCam My Eye 2

○文字読み上げ
○顔やものを認識

眼鏡に装着するだけ
ネット接続必要なし
イスラエル製

販売価格：600,000円（非課税）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
最後に、ロービジョンケアこれから大きく変わると思います。いままでは、どちらかというと、大切なことではあるけども、十年一日のごとし拡大読書機・・・と書いてますが、地味で暗い世界だったと思います。この時代に本当にこれなのかよ、という世界だったと思います。ところが、ここ数年新しいテクノロジーを取り込んだ革新的な視覚障害者用のデバイスが出てきています。今日このあとにＨＯＹＡのＭＷ１０ヒカリはその最たるものですが、それ以外にも、ご存じ方もおられると思いますが、オトングラス、QDレーザー、オーカムなど、いろいろな新しい視覚障害者用の機器がでてきています。今後、このような最先端のテクノロジーを視覚障害者ケアにつなげていくという流れで、ロービジョンの世界は活気あるフィールドになっていくと思います。



視覚障害（身体障害者）の原因となった眼疾患 (2015) 

Morizane Y, et al. JJO, 2019を基に作成

%

緑内障, 
28.6

網膜色素変性, 

14

糖尿病網膜症, 
12.8

黄斑変性, 8

脈絡網膜萎縮, 4.9

視神経萎縮, 3.5

白内障, 3

脳卒中, 2.6

角膜疾患, 1.8

強度近視, 1

その他, 19.8

単位:
%

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
（Morizane Y, et al. Incidence and causes of visual impairment in Japan: the first nation-wide complete enumeration survey of newly certified visually impaired individuals. Jpn J Ophthalmol 63:26-33, 2019より改変して引用）単位：％



網膜色素変性（厚生労働省指定難病）

9

① 網膜に異常を来す遺伝性の病気

② 症状：夜盲（やもう）、視野狭窄、視力低下

③ 根本的な治療法なし

④ 第2の失明原因 （1位は緑内障）

⑤ 患者数 24,692人 （2017)

⑥ 指定難病(厚労省：難病指定90）

正常眼

網膜色素変性

広範囲に色素
沈着病変あり

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
網膜という：光を感じる組織に⑥難病情報センター4000人に一人常優17%,　常劣25％、X染色体劣性2%: 弧発性多い（56％：隠れてないとして）骨小体様色素沈着50%は孤立性　かなりの病気は遺伝するが影響力、つまり遺伝子が強いかどうか　2,3~5%孤発の場合　父が+なら4～5割でる。2代続く常優　浸透率が低いと遺伝子を引き継いでも症状がでないこともある。関連する遺伝子は何十個か分かっているが、血液とっても出ない可能性が高い90%以上が夜盲自覚1／4が小学校から1/3が中高から夜盲自覚80％に人が夜間外出制限



網膜色素変性（厚生労働省指定難病）

• 90%: 夜盲自覚

–1/4: 小学生以下から自覚

–1/3: 中高生までに自覚

• 80%:  夜間の外出制限あり

九州大学のRP患者177名
池田康博：夜盲を克服するために～暗所視覚支援装置の開発～ 日本眼科学会2018年

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
最後に、ロービジョンケアこれから大きく変わると思います。いままでは、どちらかというと、大切なことではあるけども、十年一日のごとし拡大読書機・・・と書いてますが、地味で暗い世界だったと思います。この時代に本当にこれなのかよ、という世界だったと思います。ところが、ここ数年新しいテクノロジーを取り込んだ革新的な視覚障害者用のデバイスが出てきています。今日このあとにＨＯＹＡのＭＷ１０ヒカリはその最たるものですが、それ以外にも、ご存じ方もおられると思いますが、オトングラス、QDレーザー、オーカムなど、いろいろな新しい視覚障害者用の機器がでてきています。今後、このような最先端のテクノロジーを視覚障害者ケアにつなげていくという流れで、ロービジョンの世界は活気あるフィールドになっていくと思います。



患者に対する現状のケア

①まぶしさを和らげる（遮光眼
鏡）、活字を見やすくする(ルー
ペや拡大読書器)

②白杖で視覚障害者であること
を周囲に知らせる

③現有視機能を活用する訓練
拡大読書機

ルーペ

残っている網膜機能を最大限に活用し、少しでも社会生活を送りやすく工夫



網膜色素変性患者のQOL向上と臨床試験
暗所視支援メガネの開発

① 九州大学とHOYA(株)の共同研究

② 小型高感度カメラで捉えた映像をマイクロ有機ディスプレイに投影する電子メガネ

③ 臨床試験で有効性確認

（治験患者21名： 視力改善21名、 歩行時間改善20名、 障害物接触数改善20名）

未使用時 （付添い無しでは歩行困難） 使用時 （付添い無しでも歩行可能）

④ 2019年日本眼科学会総会：緑内障にも一部患者への有効性確認

⑤ 熊本県天草市：日常生活用具給付等事業の対象品目に追加（今年度から）

HOYA MW10 HiKARI
希望小売価格 ￥395,000（税抜）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　2017年に九州大学によって実施された①②　HOYA(株)HP　、③日本眼科学会雑誌第122巻3号「網膜色素変性の治療法開発を目指して - これまでの軌跡と未来への挑戦市町村が実施主体となって国や自治体が購入を補助するもので、全国初の取り組みだ。公明党の秋野公造参院議員と赤木武男市議の連携で実現した。



障害者に対する支援機器支給システム
(障害者自立支援法）

補装具
• 厚生労働大臣が定めるもの

• 実施主体：市町村

• 利用者負担：9割支給

• 義眼

• 白杖

• 眼鏡（弱視鏡、遮光など）

日常生活用具
• 市町村が行う地域生活支援事業

• 実施主体：市町村

• 利用者負担：市町村の判断

• 点字図書、ディスプレイ、タイプライター

• 視覚障害者用ポータブルレコーダー

• 視覚障害者用活字文書読上げ装置

• 視覚障害者用拡大読書器

• 盲人用時計

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
障害者自立支援法上、「補装具」と「日 常生活用具」



障害者に対する支援機器支給システム
(障害者自立支援法）

補装具
• 厚生労働大臣が定めるもの

• 実施主体：市町村

• 利用者負担：9割支給

• 義眼

• 白杖

• 眼鏡（弱視鏡、遮光など）

日常生活用具
• 市町村が行う地域生活支援事業

• 実施主体：市町村

• 利用者負担：市町村の判断

• 点字図書、ディスプレイ、タイプライター

• 視覚障害者用ポータブルレコーダー

• 視覚障害者用活字文書読上げ装置

• 視覚障害者用拡大読書器

• 盲人用時計

わかりにくい
自治体で違う

柔軟性に乏しい

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
障害者自立支援法上、「補装具」と「日 常生活用具」



拡大読書器販売状況

拡大読書器の販売数は、年間4000～5000台

• 視覚障害者の36.2%：拡大読書器を購入日

常生活用具の給付で
• 視覚障害者のための日常生活用具と補装具の給付及び貸与の実態調査事業報告書（2017年）

• 自治体補助：単価約20万円の9割(約18万円)

• 年間販売台数：4000〜5000台

• 自治体負担目安：7億2千万円〜9億円
• 販売台数×18万円

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
年間4000－5000台https://www.g-mark.org/award/describe/41319基準額198000－230000（これを超える額は自己負担）金額の1割は自己負担等級制限なし（ごく少数の自治体だけなしらしい）所得制限あり、高所得世帯では全額自己負担耐用年数8年！！！拡大読書機視覚障害者のための日常生活用具と補装具の給付及び貸与の実態調査事業報告書より、2017年 対象：939人の視覚障害者　（2017年）日常生活用具を利用していない、無回答205人：22％利用している734名：78％そのうち63％がポータブルレコーダー、46％が拡大読書機、45％が画面読み上げソフトを利用している。つぎ、体重計（39）、盲人用時計音声式（33）、体温計（30）・・・340／939で36％の視覚障害者が拡大読書機を購入

http://nichimou.org/wp-content/uploads/2018/06/nisseiguhosougu-houkokusyo.pdf


新たな支援機器の開発

改良、新たな機能の追加

使用後の意見聴取

テクノロジーを活用した
新たな支援機器の開発

ニーズとテクノロジーのマッチング

ロービ
ジョン

眼科
医

ヘル
スケア

福祉

産業
技術

今までにない支援機器/サービス



時代に合った視覚補助機器の
迅速な導入・開発をご支援下さい
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