見えない・見えにくいことで 困っている方向けのパンフレット
ロービジョン（Low Vision）
とは？
ロービジョンとは、病気や怪我などが原因で眼の機能が低下してしまった状態をロービジョン
（Low Vision）といいます。
ロービジョンの見え方は一人ひとりに違いがあり、日常生活における悩みも様々です。
トラストメディカルでは、見えない・見えにくいことで 困っている方々に対して補助具のご紹介
や情報提供をおこない、 生活の質の向上を目指すことのお手伝いをできればと考えております。
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音声コードは視覚障がい者や高齢の方への情報ツールです
音声コード読み取り器を使うと音声で内容を確認できます

障害者差別解消法をご存知ですか？

高齢者・障害者への配慮

（環境整備の一例）

「点字文書」や「デイジー図書」「誘導マット」など、環境整備
に関する道具について一部ご紹介します。詳細については、お
気軽にお問い合わせください

「音声で情報を届ける（デイジー図書）」ことへの配慮（一例）（ 環境整備 一部抜粋）

■ デイジー図書

世界標準のデジタル録音図書をデイジー図書と言います。本の内容をＣＤ 1 枚に納めたり、ページや目次で読みたいところを開
くように、本を読むのと同じように利用できるデジタル録音図書です。
STEP1

STEP2

音声データをソフトで編集します

デイジー図書再生機で確認します

PRS - PRO

PTR 3

（1 ライセンス） 18,000 円（税抜）
（5 ライセンス） 75,000 円（税抜）

85,000 円（非課税）

「点字」での配布物などの配慮 （一例 ）

（ 環境整備 一部抜粋）

■ 点字文書

点字は、視覚障害者が文字を読んだり、書いたりすることができる文字です。たて３点、よこ２点の六つの点の 組み合わせから
構成されています。
STEP1

STEP2

点訳ソフトで文章を点訳・校正
EXTRA
for Windows
Version 7

点字プリンターで印刷

※点字ラベルを
作るための機械

※様々なタイプがあります
ので詳細についてはお問
い合わせください

76,000 円（税抜）

「屋内の移動」に関する配慮 （一例 ）

■ 誘導マット

点 字ラベラー
BL1000
57,000 円（（税抜）

（ 環境整備 一部抜粋）

屋内用の誘導マットです。視覚障害者が白杖でマットを確認できます。マットの段差が低いために車いすや高齢者の方もつまづ
きにくく、すべての人にとってバリアフリーを実現する誘導マットです。※センター型とエッジ型を組み合わせて使います

歩導くん ガイドウェイ

センター 型
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エッジ 型

敷設事例（石巻市役所）

「聞こえにくさ」への 配 慮

（一例 ）
（ 環境整備 一部抜粋）

音や声が聴こえにくいというのは、「こもって聴こえることで認識しづらい」とい
うケースがほとんど。こもった音を大きくしても、聴こえにくさは変わりません。
専用マイクとスピーカーで構成される「comuoon」を使用すると、高齢難聴者
に聞きやすいクリアーな音に変換され、話し手と聴き手双方の「大声で会話をする
ストレス」を軽減し、コミュニケーションがスムーズになります。

コミューンとは？
comuoon( コミューン ) は、話す側から聴こえの支援ができる
全く新しいカタチの対話支援機器です。
特に聴き取りにくい中、

高周波域の聴こえをクリアに。

音圧レベル
（dB）

90

60

一 般的なスピーカー
30
周波数
（Hz） 10

100

1000

10000

一般的なスピーカーと

100000

の音圧比較グラフ

175,000 円（税抜）～
※タイプによって異なります

comuoon mobile の利用シーン
クルマの中での
聴こえの改善に

訪問営業の際の
スムーズな会話

※車の運転や安全の妨げになる場所には取り付けないでください

回診や診察時の
ベッドサイドに

訪問介護・訪問診療の
ベッドサイドに

※誤った場所に取り付けると交通事故の原因になります。

聴こえに悩む人が自ら工夫するのでなく、話す側から聴こえの改善に歩み寄るという逆転の発想
から生まれた対話支援機器、それが comuoon です。聴こえに悩む高齢者や患者さん、その方と
関わる医療従事者や家族など健聴者の方、その間に必要だったサポートがカタチになりました。

金融機関や公的機関など多数の導入実績があります。詳しくは、お問い合わせください

19

「見えない・見えにくいこと」で お困りの方へご 案内
宮城県には「見えない・見えにくい」ことでお困りの
方の相談や訓練、情報提供などを行う機関があります。
お困りの方は視覚障害関連施設・団体をご紹介するこ
ともできますのでお気軽にお問い合わせください。
また、各県には視覚支援学校（盲学校）や点字図書館、
視覚障害者団体などが相談機関となっていることがあ
ります。「見えない・見えにくい」ことでお困りの方は、
お住まいの視覚障害関連施設・団体へのご相談をおす
すめします。

アイサポート仙台 （ 仙台市視覚障害者支援センター ） 日本盲導犬協会

スマイルワン仙台 ユーザーサポート部

〒 981 - 3133 仙台市泉区泉中央 2 丁目 24 -1
TEL : 022 -341-1728 FAX : 022 -341-1729
メール : sisien @sky.plala.or.jp
http://www15. plala.or.jp/isupport/

〒 982 - 0263 仙台市青葉区茂庭字松倉 12-2
TEL : 022 - 226 -3910 FAX : 022 - 226 -3990
メール : info@moudouken.net
http://www.moudouken.net/rehabilitation/

仙台における視覚障害リハビリテーションや生活支援に関する「よろず相談所」
です。「目が不自由で今後どう暮らしていったらいいか」「福祉サービスを知り
たい」「仕事を続けたいが、どうしたらいいか」など様々な相談をお受けし、希
望やニーズに応じながら情報提供・福祉サービスの申請手続きの援助などを行っ
ています。ご自宅や入・通院中の病院などを訪問しての相談もお受けしています。
相談は無料です。（仙台市中途視覚障害者生活支援事業）

盲導犬の貸与だけではなく、見えない・見えにくい方の生活上の不便さを解消
する工夫の提案のほか、ご自宅に訪問しての視覚障がいリハビリテーション訓
練（歩行・点字・パソコン・調理等）を実施しております。費用は無料で、宮
城県内どこにでもお伺いします。また、１週間程度センターに宿泊しての短期
リハビリテーションも行っています。時期等はお問い合わせください。手帳の
有無は問いません。お気軽にご相談ください。

宮城県視覚障害者情報センター

宮城県立視覚支援学校

〒 980 - 0011 仙台市青葉区上杉 6 -5 -1
TEL : 022 -234-4047 FAX : 022 -219 -1642
メール : miyagi-sikaku@nifty.com
http://www.miyagi-sikaku.org

〒 980 - 0011 仙台市青葉区上杉 6 -5-1
TEL : 022 -234- 6333 FAX : 022 - 234-7974
メール : myg-shikaku-soudan@od.myswan.ed.jp
http://myg-shikaku.myswan.ed.jp

視覚障害者のための情報提供施設として、以下のサービスを提供しています。
●点字・録音図書や録音雑誌の貸出●個人が希望する資料の音訳・点訳●資料
を読み上げる対面音訳●パソコンや情報機器の体験・講習●日常生活用具や便
利グッズの紹介●視覚障害者向け各種用具の貸出●地域における交流会の開催
●点字訓練このほか、日常生活における相談なども受け付けております。

視覚に障害のある児童生徒が学ぶ専門教育機関です。小中高等部では、点字教
科書や拡大教科書で学んだり、ルーペや拡大読書器等の補助具を使用したりし
て、視覚障害に配慮した学習をしています。専攻科では、あん摩マッサージ指
圧師、はり師、きゅう師としての職業自立のために国家資格取得を目指した学
習に力を入れています。視覚障害の方（乳幼児～成人）の相談をお受けします。
来校による相談の他、保育園や幼稚園、小中高校等への訪問も行っています。

株式会社 トラストメディカル
■ 仙台本 社

／〒 981-3212

■ 山形営業 所／〒 990-2331
■ 福島営業 所／〒 960-8041
■ 関東営業 所／〒 311-1221

宮城県仙台市泉区長命ケ丘 3-28-1

宮城県版スマートサイト（2018 年 9 月現在）

TEL 022-342- 6780

山形県山形市飯田西 1-2-14

お問い合わせ・ご注文時間 / 月曜日～
金曜日（祝日除く）9：00 ～ 18：00

さいたま市南区白幡 6-7-6-319

※土曜日 は担当者 が休みの場合 がござ
いますので、ご了承ください

福島市大町 4-20

大町平和ビル 3F

弊社ホームページ

トラストメディカルでは、見えない・見えにくさで困っている方のための道具を専門に取り扱っております。拡大 / 音声 / 点字機器など
を含めた視覚障害関係全般に特化しております。また、見えない・見えにくい方への配慮をお考えで環境整備を検討している方も、気
軽にお問い合わせください。予約制の「ロービジョンルーム」もございます。担当者が不在の場合がありますのでご予約をお願いします。

見えにくさで困っている方が過ごしやすくなるよ
うな環境作りの一環として、ロービジョンケアの
普及に協力いただいている地域協力店がありま
す。このパンフレットをご覧になりご不明な点が
ございましたら、地域の協力店またはトラストメ
ディカルにお問い合わせをお願いします

ロービジョンケア 地域協力店

