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の始まりから回復に至るさまざまな過程）を，ア

イマスク装着による視覚障害として疑似的に体験

し，そこから能動的に障害の意味を学ぶ試みで

す')．

前回は視覚障害体験のアクションリサーチの前

編として「失明状態」および「失明の中での感覚

の覚醒」という課題を考えました')．今回はその

後編として，失明に圧倒されずに「定位，移動」

など回復への過程を中心に問題提起を行います．

２．視覚障害体験の方向性

１）移動とオリエンテーションの障害を学ぶ

人生の中途で視覚が障害されると，周囲を目で

１．はじめに

本連載では，ワークシートや身体の動きを活用

して，健康や疾病に関するさまざまな概念をグル

ープワークの中で可視化・意識化し，能動的に学

習するアクションリサーチを紹介しています．前

回から取り組んでいるのは，障害の自然史（障害
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確認して，自分がいる場所や向かう方向を知る定

位/位置確認（orientation）も，車の運転から通

常の歩行までの移動（mobility）も共に困難にな

ります．よって視覚障害は機能面からはオリエン

テーション（orientation）と移動（mobility）の

障害と位置づけられます2)．この障害を克服する

訓練の専門家は英語ではＯ＆Mspecialistと称さ

れ，日本では白杖歩行訓練士が相当します．本稿

(前号')の前編と今回の後編を合わせたもの）の

主題であるアイマスク装着による視覚障害体験

は，著者の一人である守山が白杖歩行訓練士であ

る永井和子氏の援助を得て，アイマスク下での定

位と移動を中心とした体験実習として1995年に

長崎大学で始めました3)．

２）生活の障害を学ぶ

上述の視覚障害体験実習は，1997年に守山が

福岡大学に移ってからは，本稿の共著者である山

田と永幡の協力を得て発展しました．感覚器の使

い方4)から白杖歩行，さらには日常生活5)まで含

めた総合的な訓練を展開する山田の経験や，サウ

ンドスケープの研究者である永幡の経験が活かさ

れた結果，アイマスク下での定位と移動に加え

て，買い物・調理・就業などの生活場面を通して

感覚の活かし方を学ぶ項目が加わり，現在に至っ

ています．

３）白杖の意味

本稿（今回の後編）の主題である定位と移動を

達成するためには，前回の前編')の主題であった

｢感覚の覚醒」と「能動的に触れよう，行動しよ

うという意思」に加えて，①「援助するパートナ

ーとの関連性｣，②「屋外や街中の歩行路など刻

々と変化する環境との関連性｣，そして③「歩行

者自身が触知覚で能動的に環境を探索する道具と

しての白杖の存在」です．これら３点の何れかに

焦点を合わせて，以下の各アクションリサーチを

行っていきます．

３６さまざまなタイプの視覚体験アク

ｊｒｌｈションリサーチ後編

（前編については前号')をご覧ください.）

【ｌ】手の差し伸べ方・声のかけ方のアクション

リサーチ

１）問題提起

視覚障害下で行動する時，他者から援助・介助

が受けられると，活動の幅が飛躍的に拡がりま

す．何から何まですべてしてあげるような援助・

介助は必要ありません．視覚に頼らなくても安全

に定位し行動できるよう，必要かつ最小限の援助

・介助を考えることが大切です．

２）体験ワークの設定

パートナーにアイマスクをかけ，椅子に座って

もらいます．パートナーが立ち上がり歩き始める

時に手を差し伸べます．あるいは声をかけます．

歩き始めたら見守り，必要に応じて手を差し伸べ

ます．どのようにしたら，安心して安全に行動で

きるかを考えます．

３）体験ワークから何が分かるか（図ｌ～5）

1996年９月３日，長崎大学での視覚障害体験実

立上が

図１

１ち上が２

図２

理学療法２９巻３号２０１２年３月316



て，私の方が付いて行っていましたけど，何か教

えてあげようっと思うと，私の言葉が拙いせい

か，ビクッとしたというか，そんな（友人の）感

じが肌を通して伝わって来た気がします．学生課

の前，人が居たあたりで，向こうの人たちがよけ

て下さったので良かったのですが，かえって『人

がいる』とか言うと友人がとまどうかもしれませ

ん．その上，私は，よけて下さったので『まっす

ぐでいい』と言ってしまった．（友人が感じた）

その時の怖さたるや想像を絶します．ピロテイあ

たりで友人もさすがに（今居る場所が）分からな

くなったのか，壁や周囲に手を伸ばして回りを探

ろうとしていました．だからその辺りからが本当

の誘導だったと思いますが，（私が友人を）体で

押すような感じになってしまって，失敗しまし

た．友人も気が急いていたかもしれない．私に気

を使ってくれたのでしょう．やはり階段とかの前

で“何歩先,,とか教えるのは難しくて，どうして

も一歩分くらい前で止めてしまうので，かえって

怖かったのではないかと思います.」

４）まとめと展望

どう手を差し伸べるか，どう声をかけるかは，

援助・介助・介護・看護のさまざまな場面に共通

する重要事です．本アクションリサーチでは視覚

障害の場合を取り上げましたが，障害の種類によ

って必要とされる行為の順序`性や内容が変化する

と考えられます．

【２】探索的に屋内で定位し移動するアクション

リサーチ

１）問題提起

視覚障害下で屋内を移動する時，周囲をどのよ

うに感じるでしょうか．歩く時，手からも周囲の

情報を得るために，どうしたらよいでしょうか．

２）体験ワークの設定

あまり障害物が置かれていない廊下を選びま

す．アイマスクをかけ廊下に出ます．前方に進ん

でみてください．手を下に垂らす，横に拡げるな

どしてみて，歩きやすい位置を考えます．周囲の

様子を感じ取りながら歩きます．

３）体験ワークから何が分かるか（図６～10）

1996年９月３日，長崎大学での視覚障害体験実

図３

i雲:ヨーェみ２

図４

潅勤一ｪみ

図５

習で，学生ＦＪさんがアイマスクをかけた友人を

援助したあとメモした記録から紹介します．

「途中までは（アイマスクをかけた）友人は場

所が分かっていたので，それ程怖そうではなく
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ェみ１ 少<試み４

図６ 図９

ハ<試み２ /、〈試み

図７ 図１０

があたっても痛くなく，そんなに怖くなかった．

ドアなど間が空いた所で自分がどっちを向いてい

るか分からなくなると大変だった．少しでも斜め

になっていると反対側の壁に触れない．今日のコ

ースは障害物や壁の凹凸が多く，とても歩き難い

と思った．壁の手触りもガサガサしたところがあ

って，手の甲がすりむけそうになった．長時間は

歩行できないのではないか．廊下と階段への入り

口や部屋への入り口とでは，空間にほんの少しの

違いがあるのが感じられた．それは空気の温度で

あったり，人の話す声，声の響きぐあいなど，ち

ょっとした変化なのだが，アイマスクをしている

と，とてもよく伝わって来た.」

４）まとめと展望

医療・福祉・介護・看護の場において，安全に

病院内や施設内を移動することは重要です．アイ

ハエみＳ

図８

習で，学生ＳＭさんがアイマスク下での屋内歩行

を経験したあと記録したメモから紹介します．

「人につかまって歩くのではないので，少し不

安だったが，スピードを出さなければ足に障害物
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マスクや車椅子を用いる障害の疑似体験を屋内で

の移動について行うと，院内や施設内にどのよう

な課題があるかが具体化されます．

【３】広い空間内で定位し移動するアクションリ

サーチ

１）問題提起

視覚障害下で安全に廊下を移動する感覚をつか

むことができたら，今度はより広い空間での定位

と移動を試みます．廊下には壁がありますが，壁

が近くにない広い空間では，何を感じ，どちらに

向けて，どのように移動したらよいでしょうか．

２）体験ワークの設定

壁がない空間で遠くにいる人の存在が分かる

か，感じてみましょう．その人に声や音を出して

もらって，何が分かるでしょうか．自分で声や音

を出して，その反響を聞き取ることができるでし

ょうか．遠くにいる人の存在を感じ取ることがで

きたら，そちらに向けて移動します．遠くにいる

人のところまでたどり着けるでしょうか．

３）体験ワークから何が分かるか（図１１～１５）

1996年９月３日，長崎大学での視覚障害体験実

習で，学生ＳＧさんが振り方を習ったばかりの白

杖を持って，初めて広い屋外空間を歩いたあと記

録したメモから紹介します．

「まずアイマスクをしてまっすぐ正面を向くこ

とすら難しかった．自分では真っ直ぐ゛に向いてい

るつもりでも，左を向いているらしく，そのため

杖の振りも左に大きくなりがちとのこと．意識す

こ手がかり２

図１２

＝手がかりＳ

図１３

音の手がかり４ こつち↑と

甦手がかし

つい

図１４

ると，立ったままなら，ちゃんと杖を振れるよう

になった．だが歩く時は私の右足が外向きになっ

ているらしく，実際に杖を持って歩くと，大きく

右に曲がってしまった．真っ直ぐ歩けるようにな図１１
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うな言葉が適切でしょうか．

３）体験ワークから何が分かるか（図16～１９）

1996年９月３日，長崎大学での視覚障害体験実

習で，学生ＦＪさんがアイマスクをかけてバリア

Ｅも

がか＝

＿りの＝

図１５

るには，かなり練習が必要だと思った．（アイマ

スクを外して）他の人を見ていて，声が聞こえる

とその向きにピタッと修正できることに驚いた．

杖の先が下のタイルの凹凸にひっかかって，もつ

れそうになることがあったもう少し先を上に向

けて持つとよいのだろうか.」

４）まとめと展望

広い場所で見当識を失わずに定位し，目的地に

向かって的確に移動できることは，視覚障害者の

社会適応において重要です．上記の学生の記述か

らは，声に合わせて向きを修正する能力には個人

差がありそうです．視覚障害体験から個人の特徴

を見極める着眼点についてのヒントが得られ，そ

れを踏まえて次のグループワークや訓練を行うこ

とも考えられます．

【４】屋内のバリアフリーを考えるアクションリ

サーチ

１）問題提起

アイマスク下で視覚を用いることができなくて

も，自分自身を見失わず，障害物のない廊下や空

間を移動できるようになったら，今度は周囲の環

境のバリアフリーを考えてみましょう．

２）体験ワークの設定

危なくなったらすぐ止めるよう，あらかじめ援

助者に頼み，援助者に隣で見守ってもらいなが

ら，段差のある床や手すりのある階段にチャレン

ジしてみましょう．段差はどのように感じられる

でしょうか．口頭で助言してもらう場合，どのよ

図１６

のぼりの＝受

図１７

図１８
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【５】白杖の使い方のアクションリサーチ

１）問題提起

アイマスク下で視覚が障害きれても，白杖を使

うことで自立して歩くことが可能になります．白

杖はどのように動かしたらよいでしょうか．白杖

を動かすことで何が分かるでしょうか．自分の現

在位置の定位と白杖の動きは，どのように関連す

るのでしょうか．

２）体験ワークの設定

アイマスクをかけ，白杖を持って立ちます．白

杖をどのように持ったらよいかを考えます．白杖

を左右に振り，どのようにしたら安定して振れる

かを考えます．短い距離を移動して，自分自身の

定位と白杖の動きの関連性を考えます．

３）体験ワークから何が分かるか（図20）

1996年９月３日，長崎大学での視覚障害体験実

習で，学生ＳＭさんとＫＷ君がアイマスク下で白

杖を振る練習をしたあと記録したメモから紹介し

ます．

ＳＭさん「白杖を左右に振るだけで，とても難

しい．どのくらいの幅で振っているかもはっきり

と分からなかった．１５分くらいしか練習してな

いので，‘慣れることはできなかった．もっと長い

時間練習したいと思う.」

ＫＷ君「自分では白杖を中心で振っているつも

りだが，かなりずれているらしい．また杖を持つ

手の位置によって中心が変わるらしい．他の人が

白杖を振るのを見ていると，振り幅がバラバラで

エレヘ

図１９

の多い廊下を歩いたあと記録したメモから紹介し

ます．

「前方に何かあるのではないかと思うと，何と

なく足がすくんでしまいました．壁に当てる手が

どうしても後ろに寄り気味で，危険を避ける手も

結構ずれてて，なかなか思うようにはうまくでき

ませんでした．傘立てやごみ箱もですが，私には

消火器と柱のでっばりがむしろ危なくて，ころび

そうになると思います．低いものの方が思ったよ

り怖かったです．黒板や立て札の足のでつばった

ものは，その方向によって結構危ないのではない

かと思います．何気なく歩いている構内，危険な

んて無さそうですが，思った以上に危ないのです

ね．自分ではまつすぐに歩いているつもりが，そ

うでもないということはドアのところで明白だっ

たと思います．先に歩いて行くことに必死になる

と，周りの観察（危険物の察知とか）がおろそか

になるし，逆に，先に歩いていけない程，周りを

気にし過ぎるわけにもいかないし.」

４）まとめと展望

医療・福祉・介護・看護の施設の場合も，学校

や公共の施設の場合も，個人の住宅でも，安全で

快適な生活を考える際に屋内環境のバリアフリー

化は重要です．では実際にどのようなバリアがあ

るのでしょうか．アイマスクによる視覚障害体験

や車椅子体験を行うことで，バリアの存在を実感

することができます．バリアを確認したら，バリ

アへの対応方法も考えます． 図２０白杖を振る
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あった．きっと自分も振り幅が一定していないの

だろう.」

４）まとめと展望

現在使われている，ストレート式の白杖を左右

に振って前方の路面状況を確認しながら歩く方法

(lightweightlongcanetechnique）はHooverに

より1944年に開発されました6)．白杖は人の触知

能力を応用した一見単純な道具ですが，視覚障害

下の歩行に必須の道具になっています．白杖の動

かし方には，地面にスライドさせる「スライドテ

クニック」と，離れた２点をタッチしながら歩く

｢タッチテクニック」とがあります．手を探索的

に動かすことの延長線上に白杖の操作があると考

えられます．

【６】白杖を用いて街を歩くアクションリサーチ

１）問題提起

白杖を頼りに街に出てみます．街をどのように

感じるでしょうか．自分のいる位置を定位できる

でしょうか・行きたい方向に向けて，一歩を踏み

出せるでしょうか．安全に確実に移動するために

何が大切でしょうか．

２）体験ワークの設定

アイマスクをかけ白杖を持って，援助者と共に

街に出ます（図２１)．まず歩道の上を歩いてみま

しょう．白杖だけで思うように歩けるでしょう

か．白杖の他にどのような手がかりがあれば，自

分の位置を見失わずに歩けるでしょうか．点字ブ

ロックは助けになるでしょうか．

３）体験ワークから何が分かるか

1996年９月９日，長崎大学での視覚障害体験実

習で，学生ＭＴさんがアイマスク下で長崎の街を

歩行したあと記録したメモから紹介します．

「壁を白杖で伝おうと思うと壁への白杖の振り

が大きくなったり小さくなったりして，なかなか

真っ直ぐ゛に歩けず，最初はとても苦労した．しか

し振りを￣定にして自然に壁に白杖が伝うように

すると，すこしリズム良〈歩けるようになった．

溝を伝いながら歩くのは手がとても疲れた．白杖

は手首と小指，人差し指にとても負担が大きいと

思う．凹凸が壁にとても多いので，そのたびに道

の方向が分からなくなり，壁を探すのが大変だっ

た道の塗装の種類の違いなどがなかなか分かり

にくかった．足元に注意することと杖を振ること

に￣生懸命で，匂いや音，空気の流れには鈍感だ

った．階段の上りでは手引き歩行より（白杖歩行

の方が）ずっと恐怖感が少なかったが，降りる時

は杖の位置が定まらず，一段下の階段なのか二段

下の階段なのかが分かりにくかった．段差があっ

ても，白杖でその高低をまだ感じられない.」

４）まとめと展望

手の触知能力の詳細については本連載第９回7）

で検証しましたが，白杖を介して路面状況を知る

ことは，人が持つ触知能力の発展型として興味深

いものです.アイマスク下で白杖を操作すること

により，行動範囲が拡がることが実感されます．

著者の一人である山田は，長年にわたって白杖に

よるロービジョン者の歩行訓練に従事し，安全．

確実に目的地に到着することを重視していま

す5)・視覚障害体験実習で白杖を用いる場合も，

何より大切なのが安全です．またアイマスクをつ

けて白杖で街を歩くことにより，街のバリアフリ

ーの状況を体感することができます．

【７】目が見えない状態の人をガイドして街を歩

くアクションリサーチ

１）問題提起

視覚障害下で街を歩く時，ガイドしてくれる人

の存在が大切です．どのように声をかけてあげた

ら，視覚障害の状態で，安全に移動できるでしょ

うか．図２１白杖を持って街に出る
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【８】アイマスクを外して元の世界に戻るアクシ

ョンリサーチ

１）問題提起

アイマスク装着による視覚障害体験では，マス

クを外して体験を終了する瞬間も大切です．アイ

マスクを外すとは，疑似的に体験していた世界か

ら抜け出し，元の見える世界に戻ることを意味し

ます．この視覚障害から回復する瞬間に何が感じ

られるでしょうか．

２）体験ワークの設定

視覚障害体験が終了したらアイマスクを外しま

す．急に外すと眩しいため，ゆっくりと外すよう

にしてください．外した時にどんな感じがするで

しょうか．視覚障害と共に生きる人々は，先ほど

まで経験したアイマスクを付けた状態が終わるこ

となく続きます．そのことをどう思うでしょう

か．

３）体験ワークから何が分かるか（図２２～24）

４）まとめと展望

ここまで視覚障害をテーマに，前回は視覚障害

体験前編として５個のアクションリサーチを，ま

た今回は後編として８個のアクションリサーチを

紹介しました．これらを体験し終わって最後にア

イマスクを外す時，結局は何を学ぶことになるの

でしょうか．

1999年の福岡大学における３日間の視覚障害体

験実習を終えたあと，学生Ｎ君が言った言葉が

思い出されます．実習発表会で最後に登場したＮ

２）体験ワークの設定

アイマスクをかけたパートナーと街に出ます．

目が見えない状態のパートナーを手引きでガイド

します．パートナーが安全かつ自由に移動できる

よう工夫することが大切です．

３）体験ワークから何が分かるか

1996年９月３日，長崎大学での視覚障害体験実

習で，学生ＦＪさんが，アイマスクをかけ白杖を

持った友人を手引きでガイドして長''１奇の街を移動

したあと記録したメモから紹介します．

「白杖での伝い歩きは，街路に面した建物の壁

面の曲がり角が丸くしてあったりして，（アイマ

スクを付け白杖を頼りに歩行している友人にとっ

ては）分かりづらかったのではないかと思いま

す．溝との境目は側溝の蓋が所々外れていたり，

蓋と蓋の間の穴に杖の先がはまったり，結構分か

り難そうだったです．最初（友人は）分かりづら

かったのか，コツがつかめなかったのか，中々進

まなかったようですが，資料館を過ぎたあたりか

ら，‘慣れたようで，ついていくのが結構大変でし

た．ある程度`慣れてくると，足が先に進み危険な

ので，私が友人を止めようとしても，私が動いた

時には，友人は既に危険物に当たっていたり，足

元とか他の物に（友人の）注意が向いている間

に，（友人の）頭の近くに何か危ない物が突き出

てきたり，そういうことが怖かったように思いま

す．注意が遅れて，－度は（友人が）段差で転び

そうになって，……いえ，転びました，もう少し

で電柱に（友人が）頭をぶつけそうになりまし

た．ごめんなさい．直線歩行，階段の昇降は，

(友人の場合）結構あっさり出来たので，こちら

は，方向がずれたとか，前から人が来たとか，そ

ういうことを注意するだけでした.」

４）まとめと展望

視覚障害者をガイドする技術は，障害を持つ人

と共に生きる上で重要です．１９９６年夏にアイマ

スク装着による視覚障害を疑似体験した学生たち

は，実習終了後，長崎の視覚障害者グループが行

った原爆資料館見学に同行し，実習で体験的に身

に付けたガイド法を実践する中で，さらに深く視

覚障害の意味を考える機会を持ちました3)．

また見える１１

．見える１って､こういうことなんだね。

図２２
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か，，について理解を深めるとともに，障害のある

人に対するコミュニケーションの取り方や介助の

方法について理解する体験｣．今回，視覚障害体

験として紹介したアクションリサーチは，その最

終的な意味を考えるならば，福祉体験とも言えま

す．英語でこれに近い言葉としてはService

Learning9)があります．

講義室や実習施設内で学ぶだけでなく，安全に

細心の配慮をした上で，アイマスクをかけ白杖を

持って街に出て，パートナーと共に街を歩く中

で，体験的に障害の意味や健康の意味を，さらに

福祉の発想を学ぶことができるでしょう．
図２３
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また見える１ｓ
1）守山正樹・他：視覚障害体験を通した障害過程

の可視化・意識化（前編）：失明から感覚の覚

醒へ理学療法29(2)：203-211,2012

2）ＢｌａｓｃｈＢＢｅｔａｌｅｄｓ：FoundationsofOrienta-
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3）守山正樹・他：初めての視覚障害体験．福岡大

学医学部公衆衛生学教室，2003

4）山田信也：SensoryAwakening（感覚の目覚

め）訓練．ロービジョンケアの実際一視覚障害

者のＱＯＬ向上のために第２版（高橋広編)，

141-147．医学書院，2006

5）山田信也：視覚障害者の日常生活援助．ロービ

ジヨンケアの実際一視覚障害者のＱＯＬ向上の

ために第２版（高橋広編)，156-184．医学書

院，2006

6）RobertsA：CopingwithBlindness：Personal

TalesofBlindnessRehabilitationSouthernllli‐

noisUniversityPress,1998

7）守山正樹：触覚・体性感覚による私たちの周囲

の世界の可視化と意識化．理学療法29(1)：７３－

８８，２０１２

８）福井市社会福祉協議会http://www・fukuic-sha

kyojp/archives/useful/post-16html（2012年

１月３０日にアクセス）

9）ＳｐｅｃｋＢＷＨｏｐｐｅＳＬｅｄｓ：ServiceLearning：

History,TheoryandlssuesPraeger,２００４

・ぼくが見えないときに､君が差し出してくれた手、

そして､君がかけてくれた声、･･･。ずっと忘れ

ないよ｡ありがとう。

図２４

君は「自分たちがこの実習から学んだことは要す

るに……」と述べたあと，赤いチョークを取り上

げ，講義室の大黒板からはみ出すくらい大きな字

で「愛」と書いてくれました3)．

■４８Jおわりに

視覚障害体験や，それを含む高齢者体験，ある

いは車椅子体験は，まとめて福祉体験と呼ばれる

ことがあります．例えば福井市社会福祉協議会は

福祉体験を以下のように定義しています8)－｢道

具や器具などを使いながら疑似的に障害がある状

況を作り出し，障害による物理的なバリアの体

験，日常生活上の不便さなどから“障害とは何
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一泊￣ね-ｍ￣の￣の￣の￣の￣の￣の￣Ｃ－Ｇ－－ｎ－ｎ－の￣の--の￣全一ｎ－－Ｃ－Ｃ－Ｏ－Ｃ

理学療法(士)からみた「視覚障がい」の意味

田村大眞*５
ＤｑｉＳｈｉｍＤｌＭＵＲＡ,ＲＰＴ

ったでしょうか．その同僚のあん摩マッサージ指

圧師の方は，昼休みや終業後に，実はベッドの位

置や治療機器の位置を，床に張られたセロハンテ

ープの位置にぴったりと戻していたのです．しか

し，「自分の方が正しく，窮屈な場所を広くした」

と得意気になっているＡさんは，「わざわざ窮屈

な場所に戻すなんて，同僚は変わっているなあ」

と思い，あまり気に留めず，また場所を変えまし

たしかし，変えた場所がまた同僚によって元に

戻されました．そして，このことが繰り返されま

した．こうした状況が続いたある日，その同僚の

方はＡさんに「Ａさん，もう場所をずらさない

で！私が分からなくなるから」と言いました．

さて，皆ざんはこの状況にどのように対処します

か．

１．視覚障がいはハンディキャップなのか

視覚障がいとはハンディキャップなのでしょう

か．

ギブソン')は，環境に在ることにふれるために

自在に組織した身体を「知覚システム」とし，

｢基礎的定位のシステム」・「視るシステム」・「聴

くシステム」・「味わい・嗅ぐシステム」・「接触の

システム」について考察しています．例えば姿勢

は，「身体全体で環境とリンクする，知覚の器官

を多重にとりこんだ関係のネットワーク」と理解

されます．また，佐々木2)はダーウィンが示した

ミミズの穴ふさぎ行動について，「ミミズがマツ

の基部を識別していたことは，僕らが“形，，とよ

ぶことだけではないようだ．また，“柄”の`性質

は，士地のやわらかさというような性質との“兼

ね合い”から生じ，ミミズの行為は“反射，’でも

今回のテーマは視覚障がい体験を通したアクシ

ョンリサーチです．私たち理学療法士にとって視

覚障がいとはどのような意味を持つのでしょう

か．例えば，こんな時，皆さんならどうします

か．

理学療法士のＡさんが働き始めた当時，同僚

は“視覚障がいを持つご年配のあん摩マッサージ

指圧師の方，’でした．当時の職場は整形外科単科

の病院で，骨折や靱帯損傷などの術後の後療法と

して，ギプス固定後に固くなった膝や筋肉に対し

てマッサージを施術する，牽引機械や電気治療器

で刺激を与えるなどの治療が行われていました．

３つ並んだ施術用ベッドや牽引機械・電気治療器

の脚の部分の床には，細かくナイロンテープで目

印がつけられていました．こうしたベッドや機器

の間は，人ひとりが通れるほどの空間しかなく，

"見た感じ，,では何とも窮屈な印象を受けました．

Ａさんはこうした光景を見ながら，「窮屈そうに

しているけど，患者さんたちも何で苦情を言わな

いのだろうか……｣，「空いている場所があるのだ

から，電気の端子や牽引のベルトの着脱も，もっ

と広くスペースを使えばいいのに，なぜそうしな

いのだろうか……」と考えていました．

こうした思いから，Ａさんは少しだけベッドや

機器類の置かれている幅を広げてみました．その

結果，Ａさんが思っていた“見た感じ,，の窮屈な

印象はなくなり，患者さんたちも窮屈感を感じて

いないように思えました．しかし，次に何が起こ

*5麻生リハビリテーション専門学校
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"試行錯誤”でもない」とし，ギブソンのアフォ

ーダンスaffOrdance（環境が動物に提供する価値

のこと）についてさらに以下のように説明してい

ます．

つまり，「人によって異なったアフォーダンス

が“知覚'’される．アフォーダンスは刺激のよう

に“押し付けられるもの'，ではなく，知覚者が

"発見するもの”である．たとえば，視覚障がい

者は視るシステム以外の聴くシステム．触れるシ

ステムによって対象を正確にピックアップして，

うまくナビゲーションしている．つまり，眼や耳

や皮膚などの感覚器の受容細胞が入力する刺激

と，僕らが環境から知覚し，それによって行為を

調整している情報とは無関係である．アフォーダ

ンスはミクロな受容器ではなく，環境と“持続し

て接触する，，，マクロに組織化された身体によっ

て知覚されている」と．

これは，人の行動や生活は視覚情報のみに必ず

しも依存していないということを知る，とても興

味深い考え方です．

一方，視覚障がいを持つ医療従事者を対象に井

上ら3)は，視覚障がいを持つ医療従事者は，視覚

障がいのハンディを自覚しているだけでなく，視

覚以外の`情報に基づいた積極的な判断と行動のパ

ターンを身につけているとしながら，視覚以外の

情報がどのように活用されているかを，手指感覚

・触覚の活用と言葉の活用の二方向から整理して

います．その上で，言葉も重要な役割を果たして

おり，視覚障がいを持つ医療従事者にとっては対

話的・相補的診療が大切であることを述べていま

す．また，伊藤4)は人が環境内の目的地を目指し

て移動することをウェイファインデイングと呼

び，視覚障がい（盲）の方の歩行訓練に関するア

クションリサーチをまとめています．

皆さんは視覚障がいとハンディキャップはイコ

ールだと考えますか．例えば，メガネやコンタク

トレンズを使用している人が５分だけ外して部屋

を歩いたり散歩したりする場合，また例えば部屋

の明かりをすべて消した場合などのように，視覚

`情報を制限したり取り除いたりすると何が起こる

でしょうか．

２．ノーマライゼーション

冒頭の事例の理学療法士Ａさんとは，実は筆

者のことです．私はあの場面で，「はっ」として

急に恥ずかしくなりました．それは，彼らの空間

を私が変えてしまっていたことに，気づいたから

です．視覚障がいを持つ彼らにとっては手や足，

身体全体で物や人に触れることが大切であり，温

かく感じる，何か窮屈感を感じるなど，その場の

雰囲気から，彼らが物の場所や周囲の状況を理解

していることに，私が気づいたからです．「右手

を伸ばせばいつもそこに柱があり，その柱は金属

製だな」とか，「左足を伸ばせばそこにベッドが

あり，腰の付近にはベッドの縁がある」など，言

葉では言わなくとも日常的に彼らが感じ理解して

いたことを，私は変えてしまっていたのです．

ノーマライゼーションは，通常化とか普通化と

訳されます．社会福祉分野ではノーマライゼーシ

ョンは「障がい者や子ども，高齢者など社会的弱

者と呼ばれる人々が健常者と一緒に助け合いなが

ら暮らしていくのが正常な社会のあり方である」

と定義されています．加えて，インクルージョン

(包括）は「さまざまな文化的・社会的背景を持

った個人が共存する社会生活を創造しよう」とい

う概念です．より効果的な医療サービスを提供す

るには，医療専門職側が単に最新の科学技術を用

いて診断や治療を行うだけでなく，原点である診

療場面での“医療専門職一患者間の対話，，が不可

欠です．この対話を促進するには，病気や障がい

を持つ人々を，検査値など外面からだけでなく，

個人が現実の生活で遭遇する多様で特有な内面的

問題の観点から理解することが大切です．病気や

障がいの本当の意味を考えるアクションリサーチ

が重要であることを，筆者は冒頭の体験から痛感

しています．
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