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Ⅰ.目的 １．レーベル病患者会の会員の実態と課題を明らかにする。 

１)レーベル病患者の生活の実態と課題 

２)レーベル病の発症による、患者の生活の変化・影響 

２．眼科医療とリハビリテーションに係る専門家に、レーベル病患者に対する理解を深めてもらう。 

３．中長期的目的：レーベル病治療の進展 

 

Ⅱ.調査の概要 

１．対象：  レーベル病患者会にメールアクセスした者：99名 

(発足時 2011年 5月 10日～2018年 7月 28日現在) 

患者：男性 39名、女性 13名、家族 41名、専門家等 6名 

２．実施期間：2018年 7月 28日～8月 15日  

３．実施方法：調査の依頼方法・数・回収方法・数は、表 1のとおり。 

 

Ⅲ．調査内容 

A.基本属性 １．属性(性別・年齢・発症年齢・居住地(都道府県)) 

表1．調査の依頼・回収方法

③メール本文入力 2
④Wordデータ入力 27
➄調査票自記式 2
⑥FAX(母代筆) 1
⑦調査員(電話聴
き取り→代理記入)

14

合計(件) 99 46

患者(男) 39 33
患者(女) 13 13
家族 41
専門家等 7

注)⑦母が回答→調査員聴き取り・記入を含む。

注)②電話回答希望者、ならびに調査主体が電
　　　 話の方が回答しやすいと判断した者。

①メール
(本文+
Wordデータ)

85

依頼方法

②メール+電話 14

回収方法

内
訳

注)依頼対象99名には、患者本人に加えて患者
　　家族・医療専門家等関係者も含まれる。
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２．視力 

３．福祉・医療制度申請(身体障害者手帳・難病医療費助  

成の支給認定) 

Ｂ.就学・就労状況 

Ｃ.日常生活動作・状況：全 17項目(図 9～11の全項目) 

Ⅾ．レーベル病を発症して一番困ったこと 

 

Ⅳ.調査結果 

A．回収数・率           

患者依頼数：52件 回収数：46件  

回収率：88.5％ 

B．回答結果 

１．基本属性 

１）性別 

 男 71.7％(33名)、女 28.3％(13名)である

(図１)。 
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２)年齢 

 年齢は、10～50 代がいずれの年代において

も 13.0～20.0％(6～9名)で、60代以上も 17.4％

(8名)いる(図 2)。 

３)発症年齢 

医師の診断、もしくは自覚症状のあった年齢

の、いずれか早い方を回答してもらった。10～

19歳 39.1％(18名)、20～29歳 17.4％(8名)と就

学・就職時期に当たる時期の発症が多く、10 歳

未満もいた。就労年齢での発症も多く、高齢期

になってから発症した者の割合は低い(図 3)。 

４)罹患期間 

現在の年齢から発症年齢を減じ、罹患期間を

求めた。罹患期間 2年未満 17.4％(8名) 、2～3

年が 10.9％(5名)で、疾患の理解や受容に十分 

な時間が足りずに、今後の治療や生活の見通し
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が立てづらく困難度が高いと考えられる者の割

合が高い(図 4)。 

５)視力 

左右良い方の裸眼視力を前提に、回答を得

た。「0.01 以下」32.6％(15 名)「0.02－0.03」

30.4％(14名)で、低視力者の割合が高い(図 5)。 

６)身体障害者手帳 

身体障害者手帳の取得状況と認定等級は、1

級 26.1％(12 名)、2 級 41.3％(19 名)で、障害程

度が重い者の割合が高い(図 6)。 

７)難病医療費助成の支給認定 

「ミトコンドリア病」「レーベル病」で難病医 

療費助成の支給認定申請(以下、難病認定) 

の状況を、確認した。難病認定を受けていな 

い「なし」63％(17名)の割合が高かった(図 7)。 
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２. 就学・就労状況 

１)就学状況 

非該当は、発症時に就学年齢を過ぎていた者である。発症時に就学年齢で

あった者のうち、不自由 25％、若干不自由 30％である。 

２．就労 

非該当は、発症時に就学中・主婦・定年退職後等、就労していなかった者で

ある。就労していた者のうち、たいへん不自由 43％、不自由 18％、若干不自由

29％で、多く者が就労に不自由を

感じていた(図 8)。 

３.日常生活動作・状況 

日常の活動・動作で必要度が

高いと考えられる歩行、白杖の利

用、パソコンの利用、文字の読み

取り、拡大読書器の利用、買い

物、外食について、不自由の度

合いを確認した。 



6 

 

   「たいへん不自由」の割合が高

いのは「買い物」37％、「文字の読

み取り」28％で、「たいへん不自

由」「不自由」を合わせた割合が

高いのは、「買物」67％、「拡大読

書器の利用」63％、「外食」56％、

「歩行」55％である。 

白杖の「非該当」は歩行訓練を

受けていない等により白杖利用が

できない者、「希望していない」は

視覚障害者であることを知られた

くないため利用したくない者、パ

ソコンの非該当は、もともと利用し

ていない者である(図９)。 
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その他の活動の不自由の度

合いを確認した。「たいへん不自

由」の割合が高いのは、「趣味」

43％、「テレビを観る」28％、「爪

切り」「電車の利用」20％である。

「たいへん不自由」「不自由」を

合わせた割合が高いのは、「趣

味」52％、「電車の利用」46％、

「テレビを観る」「携帯電話の操

作」45％、「爪切り」44％である。 

女性の割合が低く化粧の該当

者は 39％にしかならないが、該

当者を 100％とすると、55％が

「たいへん不自由」「不自由」と回

答している(図 10)。 
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４．レーベル病を発症して一番困ったこと (表 2) 

 

項目 主　な　回　答 項目 主　な　回　答

就業(6件)・
学業(5件)

〇仕事を失った、子供が５年生と６年生で経済的に困った
〇仕事が大好きだったのにできなくなった
〇発症当時就労していた会社より、発症を理由に解雇された
〇就職先が見つからない
〇「勉強ができなくなった
〇本・教科書・新聞等細かい文字を読むのは困難になりツール
の活用等工夫が必要、勉強に非常に時間がかかる

日常生活の自
立(11件)

〇信号が見づらく危険を感じた事がある
〇まともな生活ができなくなった
〇食事をするときが困った。具の少ない麺を食べるのが楽
〇みんなと同じことが出来ない
〇自筆で書類の処理が出来ない
〇バスの乗り換えを始発でなく途中から乗るとバスの行き先が
わからず間違うことが多い

ひとを認識でき
ない(10件)

〇人を遠くから判断することができなくなり、コミュニケーション
に支障
〇昔の友人に会うと顔が見えないため、誰かわからず、声がか
けられない。新しい人でも声とその人とリンクすることが大変
〇子供の顔が見えなくなった

表2．レーベル病を発症して一番困ったこと

周囲・社
会からの
無理解
(7件)

〇視力は0.1程度で中心暗転があり、あまり視覚障害者だと認識さ
れないことが一番困る
〇視力よりも視野(が問題)、周りは気が付かない
〇視野があるのである程度行動ができるので、他人からは実際以
上に見えるようにみられ、困難さが理解されない
〇日常生活動作全体は何となくできるので困っているように見え
ず、困り感が理解されにくく、伝えにくい
〇「本当は見えているｸｾﾆ･･･」のような、心無い言葉が永遠に続く
(周辺視野がそれなりに残っているために知っている場所は普通に
歩けるため)。仕事についても、「文字を拡大すれば普通に見えるだ
ろう」的な陰口に悩まされている
〇(困っていることは)山ほどあるが、その中でも見た目は健常者に
見えること
〇見えにくさをうまく説明できない
〇中心暗点というレーベル病の見え方が変わっており、視覚障害
者のなかにいても、晴眼者のなかにいても、なかなか理解されな
いこと。特に白杖なしで歩いていると多くの方からはそれなりに見
えているのだろうと思われるが、目の前に書類を出されても見えな
いということが理解されない
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E.その他 

 その他として、自由記述で意見を募った。新薬・治療法の開発を求める声が、多く見られた。 

 

Ⅴ.考察 

<調査方法と回収率・回答者の特性> 

レーベル病患者の実態を把握するためには、回答にも示されているように文字を読むことが苦手という病態を有

する本疾患の患者に対して、調査方法の工夫が求められる。回答者の 28％がパソコンを利用していない・利用でき

項目 主　な　回　答 項目 主　な　回　答

文字が読めな
い(7件)

〇買い物に行って、賞味期限と値段がわからない
車の転(5
件)／自転
車(2件)

〇車が運転できなくなった
〇自転車に乗れず移動がたいへん

他疾患へ
の併発
(2件)

〇小さいころから足が不自由でしたが、レーベル病になりより不自
由になった
〇リウマチや脳出血等で、もともと不自由な体であった。更にレー
ベル病での視覚障害となり、塞ぎこんだ時期もあったが、周りの助
けもあり、何とか前向きに生きられるようになってきた。

遺伝
(2件)

〇母性遺伝ということで自身や子どもの結婚問題など
〇家族にも発症したこと

◎高い割合で精神的健康度が一時的・継続的に低下している
と考えられる
〇パニック発作・摂食障害で現在不登校
〇精神的にダメージを受け、躁鬱病になった
〇盲目になる恐怖
〇どうしてよいかわからず、死にたくなった

精神的健康
(4件)
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ないという状況を見ると、Web調査やメールでの回答で得られた本調査結果は、レーベル病患者の中でも比較的文

字認識の能力が残されている患者の実態を反映している可能性が残る。 

しかしながら、調査主体側で把握できる範囲で、未成年患者の保護者へのメール依頼に加えて電話での依頼や、

電話回答を希望する者への電話による聞き取り及び回答の代筆という方法も加えて実施したことにより、ある程度本

疾患の特質による調査協力の困難性を解決できていると考えられる。 

また、調査依頼は 99名に行い、そのうち患者家族 43 名、レーベル病患者会に関与する専門家等 6名が含まれ

ているが、これは短期間に患者だけでなく併行して患者の周辺の関係者にも調査実施を周知し、調査協力者を増

やすという意図によるものである。 

調査依頼を行った患者は 50 名であり、回収数が 46 名であることから、今回の調査対象となったレーベル病患者

会の患者の 92％の実態が反映されていることになり、患者会の患者が抱えている問題と解決課題を探るにはきわめ

て信頼性の高い情報を得ることができたと考えられる。性別による回収率は、男性(回収 33/依頼 39 )84.6％、女性

（回収 13/依頼 13）100.0％であった。 

１．基本属性 

１）性別 

回答者の 28.3％が女性であるが、我が国における患者の全体像よりも女性の割合が高い可能性がある。患者会

という性格上、困りごとが強い患者、より少数派で情報を得にくい患者の積極的参加が推察され、そのために女性が
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より高い割合で回答していることが考えられる。 

２）年齢 

20 歳未満での発症者が多く、成長や学業への影響が大きいことが理解できる。進学や就職という大きな進路の機

会で悩むことも、自立できずに困ることも多く、これらは重大な問題である。20 歳以上で発症した者の中でも、発症

が原因で失職したり、それが理由で経済的困窮に陥ったりした者も少なくない。医療的支援に限らず、生活の自立

を目指した教育・福祉・就労の重層的な支援が必須であることがわかる。 

３）罹患期間 

罹患期間が短い者も多いため、患者会からの有用情報提供や、患者のキャリアのモデル提示が求められる。 

４）視力 

左右良い方の裸眼視力を前提に、回答を得た。しかしながら、今回の調査では自己申告による回答であるため、

今後、調査研究を進めるに当たって客観的データとの照合と確認の必要がある。 

回答によると、視力は「0.01以下」32.6％「0.02－0.03」30.4％であるが、実際には視野の障害が「見え方」の大きな

鍵となっている。この点に対する周囲や社会の理解を促進することが、患者側からも医療・福祉分野からもきわめて

重要である。 

５）各種制度 

身体障害者手帳の取得率は高いが、難病認定に関しては得られる利点がすくないために申請していない者だけ
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でなく、制度の存在やレーベル病が該当することを認知していない者、制度の利点を理解していない者がいる。そ

のため、患者会と医療機関からの適切な情報提供が必要である。 

今回の調査では、障害年金について支給状況を確認していないが、今後の調査において他の福祉サービス利

用も含めて実態を明確にしていく予定である。 

２. 就学・就労状況 

年齢に応じて就学・就労が円滑に可能となることが、将来にわたる生活の自立の基盤である。しかしながら文字や

視覚情報を得ることが難しいという理由により、その両者が困難になっている患者が多くいる。残存能力を活かして

就学・就労可能とする支援が現状では決定的に不足している。 

３.日常生活動作・状況 

「文字の読み取り」や「拡大読書器の利用」での不自由度が高いため、可能な限り発症早期からの文字情報獲得

方法の紹介とトレーニングの機会、必要な器機利用を促進させる補助等の制度の充実と即応がいっそう求められる。

「買物」は当事者の意見を反映した店の改善、「外食」は他の視覚障害者や身体障害者にも対応可能なユニバーサ

ルな情報・環境整備、「歩行」は残存能力の利用で理解しやすい安全対策と聴覚情報を効果的に利用できる仕組み

づくりが必要となる。 

「テレビを観る」「爪切り」「電車の利用」「化粧」は、他の眼科疾患によるロービジョン患者が利用している方法も柔

軟に利用し、IT や AI による支援技術開発にも期待される。趣味は、発症前から行っていたものが個人により異なる
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が、ADL の向上がある程度実現した後の目標ではなく、「自分らしさ」の実現に不可欠で、疾病の受容にも、将来の

人生に向かう精神的な基盤ともなる重要な位置づけという発想が望まれる。 

４．レーベル病を発症して一番困ったこと 

レーベル病患者の生の声として一番困ったことを知ることは、きわめて意義が高い。就業・学業、日常生活の自立

での困り度が高いことは当然であるが、「ひとを認識できない」ためにコミュニケーションに支障が生じ、孤独感を感

じ、社会から孤立していく状況と心理的影響に注目することが、今後のレーベル病患者支援に欠かせない。 

視覚障害により、社会の中での自分の居場所と関係性を失うことの意味は、重大である。同時に、視野障害に対

する周囲・社会の無理解が、大きくレーベル病患者を傷付けていることを受け留めて、患者側から周囲や他者の理

解を求められる「説明の方法・ツール」を開発することは、医療・福祉の分野に求められる急務の課題である。 

件数は少なくても見逃すことができない課題は、発症による精神的健康度の低下と、遺伝的要因に由来する精神

的苦痛である。心療眼科的にレーベル病に対応する必然性が、この点に立脚する。 

 

Ⅵ．まとめ 

１．就学・就労の問題に困難性を感じている患者の割合が高く、いっそうの社会的対策が急務である。 

２．「文字の読み取り」「拡大読書器の利用」での不自由度が高く、発症早期からの文字情報獲得方法の紹介 

とトレーニングの機会、必要な器機利用を促進させる補助等の制度の充実と即応が必要である。 
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３．他の眼科疾患のロービジョン対策の応用と、ITや AIによる支援技術開発も期待される。 

４．周囲や他者の理解を求める、患者側からの「説明の方法・ツール」の開発が、医療・福祉の分野の急務

の課題である。 

５．心療眼科的視点から、レーベル病発症による精神的健康度の低下と、遺伝的要因に由来する精神的苦痛 

に対応が必要である。 

６．レーベル病患者の多くが、新薬・治療法の開発を医療に大きく期待している。 

７．患者会活動は、患者の実態把握や新たに発症した患者への情報提供の場となっている。今後、患者会へ 

  の各分野からの理解と支援が重要である。 

８．レーベル病患者の実態に関する患者による調査は我が国では先駆的であり、本研究の意義は高い。今後、

当事者による調査研究が重ねられ、レーベル病患者が抱える問題と社会的課題が明確になることに期待

される。 
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