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山口 義之

知っていますか？
ロービジョンのこと・視覚リハのこと
皆さんは視覚障害と聞くと、どの様なイメージを持つでしょ
うか？まったく見えなくなることを想像する方が、ほとんどか
と思います。いわゆる「全盲」と呼ばれる状態ですが、この様
な方は、実は視覚障害の方々の中では少数派です。今、視覚
障害と呼ばれる方は、病気などの原因で人生の途中で生活に
支障をきたすほど見えにくくなってしまった方が多いのです。
その様な状態を「ロービジョン」
（以下、LV）
といいます。視覚
障害の方の大多数が LV です。そして、この文章を読んでいる
皆さんも、
もしかしたら、いつか視覚障害になるかもしれません。
2016 年度に厚生労働省が行った「生活のしづらさなどに
関する調査」では約 31万人とされる視覚障害の身体障害手
帳所持者のうち、障害程度等級 1 級の方は約12 万人です。そ
して当時の視覚障害認定 基 準（基 準が 2018 年 7月に変更）
で 1 級は「両眼の視 力の和が 0 . 01 以下のもの」となっており、
わずかな視力と視野を活用できる方も多くいらっしゃいます。
また、日本眼科医会が 2009 年に発表した試算では、国内に
推定で約164 万人が視覚障害にあたると発表しています。な
ぜ厚生労働省の発表とこれ程の差があるのかというと、眼
科医会の発表では視覚障害の定義を米国の基準で算定し、
手帳所持者に限定しない方々にも当てはめて調査したから
です。データの話が長くなりましたが、要は LVの人 達が大
勢いるということです。
今、緑内障や糖尿病性網膜症、加齢性黄斑変性症などで、
視野が欠損し、視力が低下して生活に支障が出てくる方が多
くいます。それも人生の途中からです。もし皆さんが、目が見
えにくくなり眼科に通っていた際に「視力が戻りません。もっ
と見えなくなるでしょう」と言われたら、どうしますか？私の知
る限り、ほとんどの方が、違う病院、違うお医者さんを探して
診察を受けます。どうかこれ以上目が見えなくなりませんよう
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にと願いながら、病院の梯子をする方が大半です。しかしほ
とんどの場合、症状は改善せず、視野が狭まり視力が落ち、
生活がどんどんしづらくなっていきます。その時にどうすれば
よいでしょうか？
LVは、その人によって状態が異なります。見える範囲が狭
くて足元やすぐ横の物が捉えられないために白杖なしでは歩
けないけれども、文字は視野に入れば読めるという方。目で
文字は読めないので点字を利用しているけれども、周辺視野
があるため白杖を使わず歩ける方。この様に困っていること
がそれぞれ違うため、個別的な支援が必要になります。眼科
医から支援にすんなりとつながれば良いのですが、まだこの
分野では医療と福祉の結びつきが確立されていません。
2008 年に LV 検 査判断料が診療報 酬として認められて以
来、LV外来を開設する眼科医が増えてきてはいますし、眼科
医と視覚障害リハビリテーション事業（以下、視覚リハ）
をつ
なげるための「スマートサイト」という取り組み（眼科医が患者
さんにつながる先の情報を渡せる仕組み）が進んできていま
すが、視覚リハのことをあまりご存じでない眼科医も、未だ多
くいらっしゃいます。
目が見えにくくなり、生活がしづらくなり、仕事もままなら
ない。どこに相談すれば良いのかわからない。その様な方々
を支援するのが視覚リハ
で す。生 活 訓 練 から就
労支援まで様々な形があ
りますが、大切なことは、
見えなくなっても自信を
もって生きていけるのだ
ということを伝えること
盲導犬訓練 階段で止まる
で す。そして、盲 導犬 育
成事業とは、まさしく視覚リハの一環なのです。
盲導犬育成事業が、犬の部分に注目が集まり過ぎ、私達が
誰のためにどのような仕事をしているのかが置き去りにされが
ちになります。私達は事業を犬のために行っているのではなく、
視覚障害者のために行っていることを、そして LV で悩んでい
る方が大勢いることを知っていただきたいと願っています。
視覚障害や盲導犬について、誤解されていることや知られ
ていないことがまだ多くあります。この記事により少しでもご
興味を持ってくだされば幸いです。
やまぐち よしゆき（公益財団法人日本盲導犬協会 専務理事）
プロフィール●1974 年生まれ、栃木県出身。文教大学人間科学部卒
業。1997 年財団法人日本盲導犬協会に入職、PR 部門に所属し盲導
犬普及推進活動に従事。1998 年神奈川訓練センター訓練部に所属
し盲導犬訓練を学ぶ。2003 年社会 福祉法人日本ライトハウスにて
視覚障害生活指導員養成課程修了。盲導犬普及推進活動に従事し
た後 2012 年日本盲導犬 総合センター、2016 年 神 奈 川訓 練センタ
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恭賀新春

年頭にあたり謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

代表取締役社長

的場 洋明

初めに、新型コロナウイルス感染症の対応にあたられている医療機関、保健機
関等の皆様に心から敬意を表するとともに、深く感謝申し上げます。
昨年来より世界中で猛威を振るう新型コロナウイルスは、私達の社会生活に大
きな影響を及ぼしました。弊社におきましてもテレワークやオンライン会議、時差
勤務など新しい働き方の導入をすることになりました。コロナ禍の一日も早い収
束を願うとともに、今後も感染拡大防止に努め、お客様へご不便をお掛けしない
よう業務遂行していく所存です。
近年、自然災害が増えている中、3 月には東日本大震災より丸 10 年を迎えます。
今も続く被災地の再建のニュースを耳にする一方で、未だに避難生活を余儀なく
されている方や、行方不明者の帰宅を待ち続けるご家族の心情を思うと言葉もご
ざいません。復興に向けた歩みが一層加速する一年になることを願います。
さて、4 月には改正「放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則」等が施
行され、眼 の 水 晶 体 の 等 価 線 量 限 度 が 150 mSv/ 年 から 50 mSv/ 年 および

100mSv/5 年に引き下げられます。線量限度の引き下げは、実効線量に 50mSv/
年および 100 mSv/5 年が導入された 2001 年 4 月以来 20 年ぶりとなります。これ
に合わせ、弊社では防護メガネ内側の 3 ㎜線量当量を測定し、より正確な眼の水
晶体の等価線量を算定するためのビジョンバッジサービスのリニューアルに向け
て準備をしております。本誌 2 月号より3 回に渡って法令改正とビジョンバッジに
ついてご紹介いたしますので是非ご覧ください。これからもお役に立つ情報をわ
かりやすくお伝えすることを心掛けて参ります。
お客様の放射線防護の一翼を担う社会的責任を重く受け止め、従業員一同、
引き続き品質改善に努めて参ります。本年も変わらぬご愛顧を賜りますようお願
い申し上げます。

2021 年元旦
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止め

災害時にも機能を維持するために病院BCM 導入を
〔シリーズ１〕

病院BCPの概要

東北大学 災害科学国際研究所 准教授 佐々木 宏之
１．
はじめに

臨んでいる、という手順書になってしまう可能性があります。
スーパードクターといえども分身はできませんので 1 箇所にし

はじめまして、東北大学災害科学国際研
究所の佐々木宏之です。今 号より4 回シリ

か登場できません。

ーズで 病 院 の 事 業 継 続 計 画（Business

「どこで」
「どのように」活動するかをより
BCP では「誰が」

Continuity Plan, BCP）、事業継続マネジ

具体的に考えます。社長が不在なら誰がリーダーを務めるの

メント（Business Continuity Management,

か、ある方法が使えなかったらどんな方法で代替するのか、

BCM）について紹介します。みなさんの家の近くの病院は災

この「代替」についてしっかり考えるのが BCP の特徴の一つ

害時にも止まりませんか？

です。また、病院を動かすなら電気、水、ガスといったライフ

２．
事業継続計画（BCP）
とは何か

ライン、薬品・医療器具・食料の納入も必要ですし、さらに

BCPとは、災害時にも事業（病院の場合は医療）を継続

言えばそもそも患者さんが病院に安全に到達できるのかとい

できるようにするための計画です。言われてみればごく当た

った「インプット」の部分、そして治療終了後の患者さんの行

り前のように聞こえますが、この当たり前を計画し実践する

き先・搬送手段、情報発信などといった「アウトプット」の部

のがなかなか難しい。なぜなら、前提となる災害がいつ、ど

分も同時に考えないと病院は機能しません。このように BCP

こで、どのように発生するのか、完璧に予測されたものが存

では、機能維持のために業務の流れを意識した事前対策が

在しないからです。裏を返せば「災害発生には幾万とおりも
のパターンがあり、その一つ一つに計画を立てられない」と
もなるからです。でも、少し考えてみてください。例えば、世
の中に初めから出題の分かっている入試問題が存在するで
しょうか（不正流出を除きます）。また、予想していた問題と
一言一句同一ではないからといって入試を放棄してしまう受
験生はいるでしょうか。答えはいずれも「ノー」です。決して
そのような受験生はおらず、自分の手持ちの知識を駆使して
なんとか解答を導き出そうと努力するはずです。手持ちの知
識が多ければ多いほど、また手持ちの知識を柔軟に組み合
わせることができるほど、入試問題のバリエーションにも対
応できるようになる。BCP もこれと同じです。どんな災害が
源不足や人員不足。BCP では「結果事象」といいます）には

図 BCP では業務の流れを意識してインプット、プロセス、
アウトプットまでを一連で考える必要がある

大差なく、代替対応プランが多ければ多いほど、災害のバリ

必 要になります（図）。病院 建物があればいいだけでなく、

いつ起きるのかは誰にも分かりませんが、発生する事象（資

エーションにも対応できるようになります。ダメージを最小限

医師・看護師だけがいればいいだけでなく、ライフライン担

に抑え「早く」復旧を目指せるようになります。BCP は「限ら

当の施設部、薬剤部、栄養管理室など様々な職種職員が病

れた資源、時間のなかで、優先順位に基づいて組織の重要

院を回すのに必要で、全員が病院 BCP について考える必要

業務を再開し、事業継続することで社会的責任を全うする」

があります。

ための計画です。そのためには自らの組織の重要業務は何

4 . BCM が BCP を使えるものにする

で、その重要業務を遂行するためにどんな代替資源が必要

様々な職種が協力し、時間をかけてようやく BCP を作り上

なのか、
「代替」
「優先順位（時間）」
「資源」をあらかじめ明

げても、計画された事柄を本当に実施できるのか訓練したり、

らかにしておくことが鍵となります。

内容のアップデートを行わなければいざというときに使えな

３．
従来の災害対策マニュアルとの違い

い BCPとなってしまいます。BCP を維持管理していく活動

従来の災害対策マニュアルは、発災後の初動中心に記載

が BCM です。これが事業継続を組織に定着させる「本質」

された行動手順書であることが多いように感じます。必要な

であり、BCP はその課程にできる一産物、いわば話し合い

資源（人、物、情報、カネほか）についてもあまり考慮されて

のたたき台のようなものです。BCM を遂行するためには「組

いません。資源が考慮されないと、病院で例えるなら災害に

織づくり」が重要です。

詳しいスーパードクター X が院内の災害対策本部会議にも、
多数傷病者トリアージポストにも、重症患者管理にも同時に

次回はこれらの点も踏まえ、試行錯誤しながら策定した
東北大学病院 BCP についてご紹介します。
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着用者の名義変更について

お願い

「名義変更」とは、バッジを従来の着用者
に代わり、新たな着用者に名義を変え継続
して使用することです。名義変更により、新
たな着用者は、従来の着用者と別の個人番
号で 登録され、測定データ等も新たな着
用者での管理となります。また、追加費用
がかからず期を空けずに着用を開始するこ
とができます。
【名義変更の手続き】
「登録変更依頼書」に必要事項をご記入

〔 お 問 い 合 わ せ：お 客 様 サ ポートセンター 〕

Tel. 029 - 839 - 3322 Fax. 029 - 836 - 8440

の上、FAXまたは電話にてご連絡ください。
記入例は依頼書裏面をご参照ください。
【ご着用の注意】
● 一つのバッジを複数 人でお使いになる
ことはできません。
●「登録変更依頼書」お知らせ欄の締切日
時を過ぎてご連絡いただいた場合、翌月
も従来の着用者名義でバッジが届きます。
測定データ等は新たな着用者として管理
されますので、そのままご使用ください。

日頃より、
「NL だより」をご愛読いただきまして、ありがとうございます。今年も「お年玉クイズ」を行ないます。
今回は弊社ホームページからも応募可能です。ご希望の賞品をお選びの上、ご応募ください。
皆様からのご応募お待ちしております。

A賞

1名様

B賞

加湿空気洗浄機

8 名様

（パナソニックF-VXT90-W）

IHホットプレート

（パナソニックKZHP1100）

問 題

C賞

10 名様

カタログギフト

（沖縄編）

【応募方法】
官製はがきまたはWebにクイズの答えと希望賞品、
事業所名もしくはその事業所 No. 、郵便番号、

4 月1日より眼の水晶体の等価線量限度が引き下

げられます。さて、水 晶 体 の“晶”は“日”が三つ合

住所、氏名、年齢、職業、電話番号および NLだよりに

7 つの漢字のうち、このようにそれ自身を三つ合

お一人様、上記いずれか1通のみ有効。
記入もれ、2 通以上のものは無効。

わさってできています。曜日を表す“日”から“土”の

希望される企画をご記入の上、ご応募ください。

わせて一つの漢字を作ることができるものはいく

つあるでしょう？ A～D の中からお選びください。
（オンライン漢字辞典参照）

A 4つ

B 5つ

C 6つ

【送り先】
〒300 - 2686 茨城県つくば市諏訪 C22 街区 1
長瀬ランダウア（株）
「お年玉クイズ」係

D 7つ

【締め切り】2021年1月25日（月）必着

【当選発表】NLだより4月号No. 520に掲載いたします。
＊お客様の個人情報は、賞品発送の委託業者に提供する場合を除き、承諾なく第三者に提供することはありません。

編集後記

明けましておめでとうござい

今月のトップコラムは視覚リハと盲導犬育成事

ます。NLだよりでは皆様のお役に立つ記事、面

業について、ご執筆いただきました。可愛い盲導

白い記事を多数取扱っていく方針です。特に毎

犬に目がいきがちですが、正に人の生活において

年のお年玉クイズ応募の際にいただくご意見は、 色々な場面を支える事業のひとつだったのですね。

NLだよりの発展には欠かせません。ぜひ、今号

本年も宜しくお願い申し上げます。

掲載のお年玉クイズにご参加ください。

長瀬ランダウア（株）ホームページ・E メール

https://www.nagase -landauer.co.jp
E-mail：mail@nagase-landauer.co.jp
■当社へのお問い合わせ、ご連絡は

本社 Tel.029-839-3322 Fax.029-836-8440
大阪 Tel.06-6535-2675 Fax.06-6541-0931

（編集長 八木）
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今月のラベルは水仙です。日本では雪の中に咲くことも多いので雪中花（せっちゅ
うか）という別名もあります。中国では幸運の象徴とされており日本でもお正月に飾
る花に用いられるなど縁起が良い花とされています。昨年はコロナ禍の一年でした
が、水仙のような幸運の象徴にあやかり、今年は心安らかな一年としたいものです。
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