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大阪府当初予算案、
“貯金”取り崩し過去最大７１０億円

２９年度で残高ゼロの恐れも
産経新聞 2016 年 2 月 18 日

予算案について説明する松井一郎大阪府知事＝１８日午後、大阪
市中央区

大阪府は１８日、平成２８年度の当初予算案を発表し
た。一般会計総額は３兆２７７２億円で、過去最大だっ
た前年度当初より１１４億円減った。府税収入は増加し
たものの、臨時財政対策債（臨財債）を含む国からの地
方交付税などが減少し、一般財源は前年度から横ばいと
なった。一方で社会保障関係経費などの支出が増加した
ため、貯金に相当する「財政調整基金（財調基金）
」から過去最大の７１０億円を取り崩す。
府の試算では今後、厳しい財政状況が続くとされ、府は改善策を検討する。
歳入では、法人２税（法人事業税、法人府民税）や個人府民税が増加。さらに「宿泊税」
や「森林環境税」という新たな税源なども加え、府税収入の総額は前年度比３８１億円増
の１兆４３４２億円を見込んでいる。
ただ、国が財源を手当てする臨財債を含めた地方交付税は、前年度比３００億円減の見
通しで、そのほかの減少分も合わせると、一般財源は前年度比１億円増にとどまった。
一方、歳出では、事業に使われる予算は減少したが、社会保障関係経費や人件費などの
義務的支出が前年度比２２５億円増。このため、７８０億円の財源不足が見込まれ、財調
基金の取り崩しや府債で賄う。
府では今年度末に、３７８億円の財源不足に陥り、財調基金を１５年ぶりに取り崩す見
通しとなっている。基金の残高は現在、１６１２億円あるが、府の中長期の財政試算では、
２９年度でゼロになる恐れがあり、歳出見直しなどの対策を迫られている。

「おもちゃ美術館」岐阜市に開館

１８年４月、木育の拠点に
中日新聞 2016 年 2 月 19 日
「ぎふ森の恵みのおもちゃ美術館」のイメージ図＝県提供 県
は、県産木材の玩具を使って子どもたちが遊ぶ「木育」
の常設拠点として、岐阜市宇佐に「ぎふ森の恵みのお
もちゃ美術館（仮称）
」を新設する。県図書館に隣接す
る障害者専用施設「県福祉友愛プール」を解体して跡
地に建設し、二〇一八年四月に開館する。一六年度一
般会計当初予算案に、設計費など七千九十万円を盛り
込んだ。
木造平屋九百八十平方メートルで、県産材を主に使用。積み木などの玩具をそろえ、乳
幼児から大人まで、木を使った工作などを楽しめる施設にする。入館は有料にする方針。

「東京おもちゃ美術館」
（東京）を運営する認定ＮＰＯ法人「日本グッド・トイ委員会」
の監修を受ける。年間十四万人が訪れ、二万個の木のボールを敷き詰めた「木の砂場」が
人気の施設で、姉妹館としての提携も検討する。
福祉友愛プールは八月末で営業を終える。県は、後継のプールを岐阜市鷺山に建設中で、
十二月に開館する。

子どもの自閉症、「全員スクリーニングは不要」 米独立組織
ＡＦＰ＝時事 2016 年 02 月 18 日
【ワシントンＡＦＰ＝時事】米国予防医学専門委員会（USPSTF）
は 16 日、生後 18～30 か月の子ども全員を対象とする自閉症のス
クリーニング検査は不要との結論を下した。
（写真はウクライナ・
キエフで開かれた自閉症の子どもたちのためのチャリティーイベ
ンで、シャボン玉で遊ぶ女の子）
予防医学と科学的根拠に基づいた医学分野の有志の専門家によ
る独立した組織ＵＳＰＳＴＦは、全員を対象とするスクリーニン
グ検査の実施について、メリットがデメリットを上回るかどうか
を判断するためには、さらに研究を重ねる必要があるとの見解を示した。
ＵＳＰＳＴＦは、米国医師会雑誌で「生後１８か月から３０か月の子どもを対象とする
自閉症スペクトラム障害（ＡＳＤ）のスクリーニング検査が、両親や臨床医からＡＳＤの
懸念が提起されていない子どもにもたらすメリットとデメリットのバランスを評価するた
めには、既存の根拠では不十分」と述べている。
米疾病対策センター発表の２０１０年のデータによると、米国では６８人に１人の子ど
もがＡＳＤを発症しているという。
自閉症と診断される子どもの割合は２０００年には１５０人に１人だったが、その後著
しく上昇していることが一部の研究で判明している。自閉症は、社会生活を送る上での困
難や特定の刺激に対する感受性の増大を伴う可能性があるほか、学習障害または平均以上
の知能を示すケースもある。
■早期診断・早期介入求める声も
一部の自閉症支援団体は、全員スクリーニングが推奨されなかったことに失望感を表明
した。
米自閉症科学財団の最高研究責任者、アリシア・ハラディ氏は「ＵＳＰＳＴＦによる今
回の勧告は、両親や臨床医がすぐに気付くような症状を示さない子どもに悪影響を及ぼす
可能性がある」と指摘する。
「自閉症の早期発見と早期介入がより良い結果につながることが科学的研究で証明され
ている」とハラディ氏は続けた。
米国小児科学会も、生後１８～３０か月の子どもの全員を対象とするＡＳＤのスクリー
ニングを支持している。
だが、ＵＳＰＳＴＦは「スクリーニングを通じてＡＳＤと診断された子どもの臨床転帰
（臨床経過の結末）を重点的に調べた研究は存在しない」ため、子ども全員のスクリーニ
ングが、子どもの将来の生活をより良いものにするかどうかを判断するのは不可能だと説
明している。
「家族、医師、教師などの懸念を通じて診断された、より年齢の高い子どもの治療効果
を示唆する研究も存在するが、ＵＳＰＳＴＦはスクリーニングを通じて、あるいは低年齢
の小児の中から発見されるＡＳＤ患者の治療の有効性に関する根拠は不十分との判断を下
した」
【翻訳編集ＡＦＰＢＢＮｅｗｓ】

外国人介護士との協働考えるシンポ

２１日、宇都宮で現役４人交え
東京新聞 2016 年 2 月 19 日
少子高齢化による介護の担い手不足を補おうと、政府が受け入れの拡充を進めている外
国人介護士について考えるシンポジウムが二十一日、宇都宮市のとちぎ福祉プラザで開か
れる。地域で働く海外出身の介護士や、支援企業がパネリストとなり、仕事のやりがいや
現場の課題について語る。
参加する介護士は、群馬、栃木両県の介護施設や病院で働くフィリピン出身の女性四人。
現場の声を伝えることで、日本人以外の職員の受け入れを検討している施設や施設利用者
の家族、介護士を目指す在住外国人らに、望ましい協働の在り方を考えてもらう。
主催するのは、移民研究で知られる京都大大学院文学研究科の安里和晃（あさとわこう）
特定准教授。県内で在住外国人向けの介護研修や就職支援をしている「太田国際介護アカ
デミー」
（足利市）の雨笠雅克（あまがさまさかつ）社長らと協力し、県内では初めて開催
する。
安里特定准教授は「広い意味では、女性や外国人、障害者を含む多様な人々が活躍する
社会をどう実現するか、という視点で語り合いたい」と説明。雨笠社長は「言葉や文化の
違いをどう乗り越えるかの鍵は、現場にこそある。パネリスト同士の率直な対話や会場か
らの質疑を通し、理解を深めてもらえたら」とした。
午後一時半～四時。定員三百人で参加無料。参加申し込みは、氏名や所属、連絡先を書
き、ファクス＝０２８４（６４）９９７７＝で太田国際介護アカデミーへ。

訃報 ：作家の津島佑子さん死去６８歳

太宰治の次女

毎日新聞 2016 年 2 月 18 日

津島佑子さん＝２０１３年６月５日、棚部秀行撮影

代表作に「火の山−−山猿記」
「笑いオオカミ」
人間の生死や近代的価値観を問い続け、現代文学の先端を走った作家の
津島佑子（つしま・ゆうこ、本名・里子＝さとこ）さんが１８日午後４時
１０分、肺がんのため東京都内の病院で死去した。６８歳。葬儀は近親者
で営む。喪主は長女香以（かい）さん。
１９４７年３月、東京・三鷹で作家・太宰治（本名・津島修治）の次女
として生まれた。翌年６月、太宰は自死。さらに知的障害のある兄を、１
２歳の時に亡くした体験も後の小説執筆に影響を与えた。白百合女子大英文科在学中に同
人雑誌「文芸首都」に参加し、６９年「レクイエム」でデビュー。７２年に「狐（きつね）
を孕（はら）む」が芥川賞候補となり、同賞を熱望しながら受賞できなかった太宰を引き
合いに「亡き父のかたきを取るチャンス」などと世間の話題になった。
「私にとって親は母だけ。なぜ太宰という父の子と言われるのか」と反発しつつ、結婚・
出産・離婚の実体験を基にして揺れ動く女性の内面世界をえぐった「葎（むぐら）の母」
「草
の臥所（ふしど）
」など秀作を発表。離婚して子供と暮らす母親の想像妊娠を描く長編「寵
児（ちょうじ）」で７８年女流文学賞を受賞し、作家としての地位を築いた。「光の領分」
で７９年野間文芸新人賞を受賞した。
８５年に８歳の長男を病気で失った悲しみを基に、生死そのものに迫る「夜の光に追わ
れて」で８７年読売文学賞。９１年の湾岸戦争では作家の中上健次、評論家の柄谷行人さ
んらと共に日本の「加担」に反対する声明に名を連ねた。
母方の一族をモデルにして日本の近代史と家族史を浮き彫りにし、太宰を思わせる人物
が登場する「火の山−−山猿記」は９８年の谷崎潤一郎賞と野間文芸賞をダブル受賞し、Ｎ
ＨＫ連続テレビ小説「純情きらり」
（２００６年）の原案となった。戦後混乱期を旅する孤
児たちの姿を幻想的に描いた「笑いオオカミ」（０１年大佛（おさらぎ）次郎賞）は、生命
力あふれる傑作とされ、団塊世代が戦争を問い直す０９〜１０年の毎日新聞連載「葦舟（あ
しぶね）
、飛んだ」につながった。アイヌの叙事詩など先住民族の文化や口承文芸にも深い

関心を寄せた。
「黄金の夢の歌」で１１年度毎日芸術賞。戦後占領期に米兵が日本人との間に残した孤
児らの視点で原爆や福島原発事故の責任を問うた「ヤマネコ・ドーム」（１３年）も高い評
価を得た。他に「火の河のほとりで」（８３年）、「ナラ・レポート」（０４年度芸術選奨文
部科学大臣賞など）
。昨年１月に肺がんと診断され、闘病しつつ「父をテーマに書く」と準
備を進めていたという。
作家の太田治子さんは異母妹。
外へはじけ飛ぶような文学
作家の黒井千次さんの話 台湾やモンゴルなど日本以外の土地を舞台にしたりアイヌの
伝承にこだわったりと、同世代の作家と違うハードで硬いものが作品にあった。外へはじ
け飛ぶような文学がどんな結実を生むのかを確かめられず残念。父の太宰治のことは自分
からは触れなかったが、何かの席で太宰のスキャンダラスな面が話題に上った際に「私の
考え方は違う」と強い調子で言った。実は大変な思いをしていたのかもしれない。

子どものスマホ依存防止へ 兵庫県が条例案
ytv ニュース 2016 年 2 月 18 日
子どもたちがスマートフォンを利用する時間を制限するなどのルール作りを全ての県民
に求める条例の改正案が兵庫県議会に提案された。可決されると“全国初”の条例となる。
１８日から始まった兵庫県議会に提案されたのは、青少年愛護条例の改正案で、子どもた
ちの「スマホ依存」を防ぐためにスマホの利用時間を制限するなどのルール作りに、全て
の県民が努めることを義務付ける内容となっている。学校や保護者に加え、携帯事業者な
どすべての県民にルール作りを求める条例は全国初となる。スマホがきっかけで子どもた
ちが犯罪やいじめに関わるケースが相次いでいて、兵庫県は、夜間はスマホを親に預けた
り、スマホの購入時に販売店が利用時間を制限するアプリを紹介したりするなどの取り組
みが進むことを想定している。全国初となるこの改正案は、来月の本会議で採決される見
通し。

障害者スキー日本代表 最先端施設でトレーニング
NHK ニュース 2016 年 2 月 18 日
パラリンピックに向けた強化体制をオリンピック
並みに近づける動きが進むなか、障害者スキーの日本
代表が、オリンピック選手を中心に活用されている国
立スポーツ科学センターの最先端の施設でトレーニ
ングを行いました。
選手たちがトレーニングしたのは東京・北区の国立
スポーツ科学センター内で、最先端の機器がそろう
「ハイパフォーマンス・ジム」です。このジムは、オ
リンピック選手を中心に活用されていますが、３年前に東京パラリンピックの開催が決ま
ったあと、障害者も利用できるよう整備が進められ、障害者スキーの団体が去年から利用
しています。
１８日、おととしのソチパラリンピックのアルペンスキーで、２つの金メダルを獲得し
た狩野亮選手など、日本代表５人が低酸素室でトレーニングしました。室内は、今月下旬
から国際大会が行われるアメリカの標高３０００メートル以上の高地に合わせて酸素の量
が平地の７割程度に設定され、選手たちはおよそ１時間、腕の力でロープを引っ張るトレ
ーニングなどをして、脈拍数や血液中の酸素の量に異常な値が出ていないか、こまめに確
認していました。
障害者の競技団体で、このジムを利用しているのはまだスキーだけだということで、狩
野選手は「事前に酸素の薄い状態に慣れておくことで、大会中、疲れにくくなる。具体的

な数値で示されて分かりやすいので、ほかの競技にも利用が広がってほしい」と話してい
ました。
センターでは、４年後の東京パラリンピックに向け、さらに障害者の利用を進めたいと
しています。

県民生協会、女性管理職２５％超に

行動計画届け出、県内第１号
秋田魁新報 2016 年 2 月 18 日
秋田県北秋田市の社会福祉法人・秋田県民生協会（佐藤修助理事長）が、４月１日施行
の女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」の県内届け出第１号となった。２０２
１年までに、管理職に占める女性割合を２５％以上にするといった目標を掲げている。
一般事業主行動計画は、女性の個性と能力が十分に発揮できる職場環境づくりへ向けた
活動方針を示すもの。具体的な数値目標や取り組み内容などを盛り込む。労働者３０１人
以上の事業主に対し４月１日までに策定が義務付けられており、県内の対象は８６企業。
期限内に届け出がない事業主は指導対象となる。
秋田県民生協会は障害者支援施設や老人ホームの運営、介護保険事業などを手掛ける。
管理職に占める女性割合は現在２３％だが、今年４月から５年間で最低２％伸ばす計画。
施設ごとの男女別評価を検証して公正な評価かどうかを精査し、必要に応じて新たな評価
基準を設ける。係長級以上の役職者に占める女性割合は現在の３８％から４０％以上を目
指す。

児童虐待した疑いで保育士の女再逮捕

笑いながら動画を撮影
FNN ニュース 2016 年 2 月 18 日
東京都内の託児所で、4 歳の男の子を虐待した疑いで、28 歳の保育士の女が逮捕された。
大量のワサビが塗られた空揚げが、女の虐待の道具だった。
大量のワサビが塗られた空揚げを、泣き叫ぶ男の子の口に笑いながら押し込む女。
4 歳の男の子への暴行の疑いで逮捕された、南木愛美容疑者(28)は、託児所で子どもを預か
る保育士だった。
南木容疑者の兄は「(保育士になったのは?)子どもが好きだから。今回のようなことが、も
ししたのであればですけど、そんなことをするような感じではないとは思うんですけど」
と話した。
子どもが好きで保育士になったという南木容疑者。
2015 年 9 月、勤務する東京・北区の託児所で虐待行為に及び、その様子をスマートフォン
で撮影していた。
動画には、ワサビを塗られた空揚げを無理やり食べさせられ、泣きながら吐き出そうとす
る男の子の姿が。
さらに、笑いながら「吐き出したらひっぱたく」と脅す南木容疑者の声も録音されていた。
子どもを預けていた保護者は「(南木容疑者は)保育士っぽくないなとは、なんとなく。(子
どもが)今まで、
『先生怖い、先生怖い』って、送ってくる時に言っていたことがあったので」
と話した。
さらに、このような場面を目撃した人も。
近隣の住民は「自転車の前カゴに子どもを乗せて、近所の人が声をかけようとしたら(声を
かける前の段階で)倒れてしまって、危ないよって言ったんだけど、また自転車に泣いてい
る子ではなく、ほかの子を乗せて行ってしまった」、
「(託児所で)散歩に行くじゃないですか、
その時、たくさん園児を連れて、結構泣き声とかひどくて、スマートフォンをいじりなが
ら歩いてたとか」と話した。
託児所には、保護者がインターネットで子どもの様子を見られるカメラが設置されていた

が、南木容疑者は、人の目が届かない場所を選んで犯行に及んでいたとみられている。
託児所の保護者は「(子どもがカメラから)見えない場所に連れて行かれてるっていうのとか
を聞いたりとか、そういうのがあったので、ちょっと気になってはいて」、「南木容疑者 1
人だけがいる時は、本当に怖いなと思ったんですけど」と話した。
南木容疑者は、1 月、6 歳の男の子の両手をひもで縛り上げたうえ、口に張った粘着テープ
をいきなりはがすなどの暴行を繰り返した疑いでも逮捕され、
「しつけのつもりでやったん
ですが、今考えたら、虐待にあたると思います」と供述した。
事件を受け、託児所は運営を休止。
関係者によると南木容疑者は、ワサビ付きの空揚げ以外にも、食べ物に大量のコショウや
からしを入れるなどしたほか、子どもの頭をたたいたり、け飛ばしたりしたこともあった
という。
取り調べに、
「言うことを聞かなかった」、
「食べさせたらどんな反応をするのだろうかと遊
び半分でやりました」と供述し、容疑を認めている南木容疑者。
保育士への信頼を揺るがした責任は、決して軽くはない。

ちゃや保育園の行き過ぎ指導認定

倉敷市が運営法人に改善勧告
山陽新聞 2016 年 02 月 18 日
倉敷市認可のちゃや保育園（同市茶屋町）で不適切な保育が行われていた問題で、市は
１８日、同園を運営する社会福祉法人・中野社会福祉協会（同市藤戸町天城）に児童福祉
法に基づく改善勧告を行った。
市によると、立ち入り調査の結果、問題が発覚した２歳児クラス（１４人）で、担任だ
った２０代女性保育士が昨年春以降、給食を時間内に食べられなかった園児に２０分程度
食べ続けさせたり、机の上に置かれた園児の足を手でたたいたりするなど、行き過ぎた指
導を繰り返していた。
また、園児に対し「何をしょんなら」「なんでできんの」といった不適切な言動があり、
指導的立場の４０代女性保育士も同様の発言をしていた。
２０代女性保育士は「子どもたちが思うように動いてくれなかった。発達を考えた保育
に目が行かず、子どもたちに無理をさせすぎた」と話したという。
市子ども未来部は「不適切な行為はあったが、虐待には当たらない」としつつも、
「園全
体で生活習慣などの目標を著しく高く設定する傾向があった」と指摘した。
改善勧告では、再発防止策や市が定めている虐待防止規定の整備など８項目の対応をま
とめ、３月３日までに報告するよう求めた。
市は今月２日から３日間、ちゃや保育園の全職員２２人から聞き取りなどをした。

福祉車両など３団体と１人に

２４時間テレビ、贈呈式

読売新聞 2016 年 02 月 19 日

贈呈された入浴専用車から浴槽を降ろす社会福祉協議会の関係者ら

昨年の「２４時間テレビ３８ 愛は地球を救う」に寄せられた
浄財で購入した福祉車両などの贈呈式が１８日、熊本市中央区の
ＫＫＴくまもと県民テレビで行われた。今回は３団体に入浴専用
車、リフト付きバス、スロープ付き自動車各１台、１人に電動車
椅子１台が贈られた。
ＫＫＴによると、
「２４時間テレビ３８」では全国で８億５６７
２万８２０９円、県内で１３１０万５０９０円が集まった。贈呈
式では、ＫＫＴの片岡朋章社長が「募金をしてくださった皆さま
の思いと願いをくみ取り、大切に使っていただければ」とあいさ
つした。

入浴専用車を贈られた菊陽町社会福祉協議会の甲田峰子事務局長は「入浴専用車が１５
年たって老朽化し、だましだまし使っていたのでありがたい。在宅で寝たきりのお年寄り
に、気持ち良くお風呂に入っていただける」と喜んでいた。

社説：老人ホーム殺人 介護現場の課題見つめ対策急げ 愛媛新聞 2016 年 02 月 19 日
「入所者の言動に、腹が立った」「言うことをきかない」。そんな理由で、老人ホームの
職員が入所者をベランダから投げ落として殺害する―。信じ難い事件に背筋が凍る。
川崎市の介護付き有料老人ホームで入所者３人が転落死した事件をめぐり、８７歳男性
の殺人容疑で２３歳の元職員が逮捕された。ほかの２人の殺害も認めているという。動機
など事件の全容解明を求めたい。
同時に構造的な問題に目を向け、事件の背景を徹底検証することが必要だ。なぜ、最悪
の事態が起きたのか。防ぐことはできなかったのか。事件の異常性に目を奪われがちだが、
容疑者個人の資質の問題で済ませてはならない。根底に潜む介護現場の課題を掘り起こし、
再発を防がなければならない。
事件があった施設は退職者が多く、職員が次々と入れ替わっていた。「人材確保が追いつ
かない。質よりもまず数」
（系列施設の関係者）との状況下、半数以上が経験３年未満だっ
た。
当直の職員は入所者７０人に対し３人。仮眠の際には２人しか対応できない。重度の要
介護者がおり、転落死した３人も認知症や記憶障害があった。意思疎通が困難な人の排せ
つ介助やおむつ交換、徘徊（はいかい）の対応などに、夜を徹して当たる厳しさは想像に
難くない。
施設では介護職員の精神をケアするための研修さえなかったという。経験が浅いため対
処できず、感情コントロールがきかなくなる恐れも否定できない。
これらの状況が、全国の介護現場の縮図である点も注視しなければならない。厚生労働
省の調査では、介護施設の職員による入所者虐待が激増している。２０１４年度は２年前
の倍に当たる３００件にも上った。一歩間違えば事件はどこでも起こり得る。今回の事件
を社会への警鐘として重く受け止めたい。
人材難は全国で続いている。平均勤続年数は５．７年と全業種平均１２．１年の半分に
も満たない。介護施設職員の平均給与が全業種の平均よりも月１０万円以上低いことが理
由に挙げられる。待遇改善が叫ばれて久しいが、政府はいまだに抜本策を講じていない。
１６年度予算案にも賃上げ策は盛らなかった。
政府は「介護離職ゼロ」に向け、２０年代初頭までに介護サービスの受け皿を計５０万
人分増やす方針だが、立ちゆかないことは明白だ。施設を増やしてもケアする人なくして
サービスはできない。当然のことに早く気付き、対応を急いでもらいたい。
虐待の要因には教育や技術の不足、ストレスが挙げられる。ゆとりある労働環境と十分
な教育体制を、国の責務として整えねばならない。密室性が高い施設運営を透明化し、自
治体や第三者機関がきめ細かく評価して質を高める仕組みも不可欠だ。
事件は超高齢化時代の厳しい未来を示唆している。現場任せでなく、社会全体の問題と
して対策に本腰を入れたい。

恐怖！ 抗生物質が効かないウイルスが増加中 家畜の腸内で増えた耐性菌、肉食べて影
響も
産経新聞 2016 年 2 月 19 日
抗菌薬（抗生物質）が効かない「耐性菌」が世界中で問題となっている。日本でも平成
２６年、大阪府の病院で、多くの細菌に効き「最後の切り札」とされるカルバペネム系抗
菌薬の耐性を持った細菌が長年、複数の患者に院内感染していたことが分かり、関係者に
衝撃を与えた。今年のＧ７サミットでは抗菌薬耐性菌問題（ＡＭＲ）の対策が主要議題の

ひとつとなる見込みで、医療現場でも抗菌薬の過剰な使用を控える動きが広がる。官民あ
げての「耐性菌」対策は今年、いよいよ本格化する。
「風邪に抗生物質が効かないことを知らない患者さんも多い。医師が丁寧に説明するこ
とが求められています」と語るのは、耐性菌に詳しい国立国際医療研究センター国際感染
症センター（東京都新宿区）の忽那賢志（くつな・さとし）医師だ。
抗菌薬の適正使用を求めるポスター

忽那医師によると、風邪の多くはウイルスが上気道に感染する
ことで起きる。インフルエンザや乳幼児の呼吸器感染症「ＲＳウ
イルス感染症」なども代表的なウイルス感染症だ。抗生物質は細
菌感染には効果があるが、ウイルスには効果がない。
多くのウイルス感染症に特効薬は存在しないが、風邪を引いた
ら抗生物質が効くと信じている患者はいまだ多い。医師の側も、
少ない時間で多くの患者を診るため、何に感染しているかを調べ
るより抗菌薬を処方することを優先しがちだ。ウイルスか細菌か
の診断があやふやなときや、ウイルス感染症と診断しても、患者
が細菌に二次感染するのを予防する目的で、抗菌薬を処方するこ
とが少なくないという。
だが、抗菌薬には副作用がある。
「腸内の細菌バランスが崩れて下痢を起こしたり、副作
用で湿疹などに苦しんだりすることがある」と忽那医師。さらに抗菌薬を多用することで
細菌が変化し、抗菌薬に対して抵抗力を持つ「耐性菌」となってしまうことが、もっとも
懸念されている。入院患者など抵抗力が弱っている人が耐性菌に感染すると、治療薬がな
く、最悪の場合は死亡してしまう。
耐性菌は、抗菌薬が十分に効く前に飲むのをやめ、残りを別の体調不良の際に飲んだり
することでも増えるとされる。しかし、こうしたことはあまり知られていない。
細菌が“学習”し、薬剤耐性を身に着けていく一方で、新しい抗菌薬の開発は足踏み状
態だ。製薬業界に詳しい関係者は「一生飲み続ける降圧剤などの慢性疾患の薬に比べ、抗
菌薬は急性の症状に対応する。製薬企業にとってコストが見合わないので、開発が進まな
い側面がある」と打ち明ける。
抗菌薬を使うのは人間だけではない。農林水産省によると、抗菌薬の物質は家畜の病気
の治療や発育促進のための飼料添加物としても使われている。抗菌薬を使った家畜の腸内
で増えた耐性菌が、肉などを食べることで人間にも影響を与える可能性も指摘されている。
厚生労働省によると、２０００年からの１０年間の人への抗菌薬の使用量は、日本では
２・５～４％ほど減少したが、アフリカやアジア、南米などの国の一部で増えたという。
こうした現状に、世界保健機関（ＷＨＯ）も本腰を入れ始めた。昨年の総会では、加盟
国に２年以内に抗菌薬の適正使用に向けた行動計画を定めるよう要求。国は昨年末、厚労
省、農水省など関係省庁が一丸となって対策を進めるため、調整会議を設置し、今年３月
までに行動計画を策定する方針だ。
一方、医師の側にも抗菌薬を適正に使おうという動きが広がっている。ＷＨＯの呼び掛
けで、昨年１１月に初めて実施された「世界抗菌薬啓発週間」では、国内でも感染症治療
に取り組む医師や看護師らが、啓発ポスター掲示などの活動を行った。
呼びかけ人のひとりである忽那医師は「現場にはこのままでは治療薬が
なくなってしまうという危機感がある。予想以上の医療機関から協力が
得られ、問題を共有できた」と振り返る。
忽那医師らは「啓発機関が終わっても、この問題は年間を通じて訴え
ていかなければならない」として、今後も呼びかけや講演などの啓発を
続けていくという。
月刊情報誌「太陽の子」、隔月本人新聞「青空新聞」、社内誌「つなぐちゃんベクトル」、ネット情報「たまにブログ」も
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