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ＡＤＨＤ、神経回路の異常が影響 福井大発達研究センター発表
福井新聞 2017 年 7 月 11 日
ＡＤＨＤについて研究成果を発表する福井大の
水野賀史特命助教（左）と友田明美教授＝１０
日、福井県永平寺町の同大松岡キャンパス

気が散りやすく、落ち着きがないなど
行動の障害がみられる注意欠陥多動性障
害（ＡＤＨＤ）について、福井大子ども
のこころの発達研究センターは１０日、
遺伝子の型の違いと脳の一部の神経回路
の異常が影響していることが分かったと
発表した。磁気共鳴画像装置（ＭＲＩ）
の脳画像データなどから突き止めた。
現在は症状によって診断されているＡＤＨＤが、遺伝子や脳機能などに基づき診断、治
療につながる可能性がある成果という。
福井大や大阪大など国内５大学が連携する発達障害研究の大学院の院生で、福井大医学
部附属病院子どものこころ診療部の水野賀史（よしふみ）特命助教、福井大子どものここ
ろの発達研究センターの友田明美教授らによる共同研究。７日付の英国科学雑誌に掲載さ
れた。
ＡＤＨＤは、衝動を抑制したり、計画を立てたりする「実行機能」能力の障害が主な要
因の一つとされている。実行機能は大脳の前頭前野（ぜんとうぜんや）と小脳間の神経回
路が関与していることは分かっていたが、ＡＤＨＤの場合、この神経回路に異常があるか
どうかは確認されていなかった。
研究チームは、磁気共鳴画像装置（ＭＲＩ）で撮影した７～１４歳の複数の健常児とＡ
ＤＨＤ児の脳画像を比較。ＡＤＨＤ児は、この神経回路の機能的な結合が健常児に比べて
弱く、結合の度合いは遺伝子の型によって差が生じていることが分かった。水野特命助教
は「ＡＤＨＤの脳画像の研究を進め、一人一人の原因に応じた治療につなげていきたい」
と話している。

食塩中毒で乳児を死なせた疑い 保育施設経営の女逮捕
朝日新聞 2017 年 7 月 11 日
盛岡市の認可外保育施設で２０１５年８月、預かり保育中の乳児に食塩を混ぜた液体を
飲ませて食塩中毒で死なせたとして、岩手県警は１１日、保育施設を経営していた吉田直
子容疑者（３３）を傷害致死の疑いで逮捕し、発表した。吉田容疑者は「液体に食塩を溶
かして飲ませたが、死ぬとは思わなかった」という趣旨の供述をしているという。
捜査１課によると、亡くなったのは盛岡市の下坂彩心（あこ）ちゃん（当時１）。吉田容
疑者は２０１５年８月１７日午前１０時半ごろから１８日午前０時５分ごろまでの間、預

かっていた彩心ちゃんに食塩を摂取させ、食塩中毒で死なせた疑いがある。彩心ちゃんが
死亡した日は、保育施設内に吉田容疑者と彩心ちゃんしかいなかったという。
彩心ちゃんは１８日未明に父親に引き取られた後、嘔吐（おうと）するなど体調が急変。
午前１時ごろに両親が同市内の病院に連れていったが、約３時間半後に死亡した。病院か
ら県警に「食塩中毒の子どもが運ばれてきた」と通報があったという。

成年後見で知的障害男性の預金着服 行政書士に廃業勧告 産經新聞 2017 年 7 月 11 日
成年後見人契約を結んだ知的障害者の男性の預金を着服した疑いがあるとして、富山県
行政書士会が、同県西部に事務所を構える６０代の男性行政書士に廃業勧告をしていたこ
とが１１日、関係者への取材で分かった。
男性行政書士は家裁の審判で解任され、同会は県に懲戒処分を求める措置請求を行った。
ただ、本人は「着服の事実はない」と否定している。
関係者によると、行政書士は平成２７年９月ごろ、同県高岡市に住む当時４０代の知的
障害がある男性の成年後見人に就任。男性の母親の永代供養に絡み、男性の口座から実費
より約１２万円多く引き出した疑いがあるという。
親族が解任を申し立てたのを受け、富山家裁高岡支部が昨年１２月、解任の決定を出し
た。同会も今年４月に廃業勧告を行い、県に措置請求をした。
同会の大塚謙二会長は「品位に欠ける行為。再発防止に努めたい」と話している。

仮想現実で認知症体験…浦安の会社が開発
読売新聞 2017 年 07 月 11 日
浦安市の福祉施設運営会社「シルバーウッド」が認知症を疑似体験できるシステムを開
発し、関心を集めている。コンピューターで仮想の風景を作り出すＶＲ（仮想現実）技術
で、認知症の人から見える風景を映像化したもので、同社の下河原忠道社長（４６）は「認
知症の人が何に困っているのかを知ってもらい、思いやりのある社会の実現につなげたい」
と話している。
（石川奈津美）
「苦しみ理解して」
ゴーグル型の再生装置をつけ、認知症を疑似体験する学生たち（６
月９日、市川市の和洋女子大学で）

同社は、首都圏を中心にサービス付き高齢者向け住宅
やグループホームを運営している。入居者の中には認知
症の人も多い。下河原さんは、認知症の人がどういう症
状に苦しんでいるかを周囲が理解することが、患者を「ひ
とりの人間」として尊重することにつながると考え、疑似体験システムを作ることを思い
ついたという。
認知症の人に協力してもらい、脚本作りや撮影を進め、昨年４月に映像を完成させた。
電車の中で突然、どこにいるか分からなくなってしまう状態を再現した内容で、ヘッドホ
ンからは「居眠りをしていたら、電車がどこを走っているのか分からなくなった」など、
認知症の人が感じている不安や恐怖が音声で流れる。
体験会では、この映像のほか、実際にはないものが見える「幻視」の映像など数本を見
せることが多い。これまで北海道から沖縄県まで全国各地で実施し、延べ約４０００人が
参加。先月には和洋女子大（市川市国府台）で福祉を学ぶ学生向けに行われた。ゴーグル
型の再生装置をつけた学生たちは、映像に思わず「人が部屋の隅にいる」「怖い」と叫び、
認知症の症状に理解を深めた。３年の小川瑠利子さん（２１）は「家の近くで徘徊してい
る高齢女性を見かけることがあり、これまで怖いなと思って素通りしていた。これからは
積極的に『どうしましたか』と声をかけたい」と話した。
同社は現在、末期がんや自閉症などをテーマにしたＶＲ映像の開発も手がけている。下

河原さんは「病気に苦しむ人に寄り添う、思いやりのある社会を実現したい」と話してい
る。

先生が足りない”現場で何が“
NHK ニュース 2017 年 7 月 11 日
「授業ができない」
「担任がいない」
いま、全国の公立の小中学校で
「先生が足りない」という異常事態
が起きています。ＮＨＫが都道府県
と政令指定都市、合わせて６７の教
育委員会に取材したところ、ことし
４月の始業式時点で、半数近い３２
の教育委員会で、定数に対して少な
くとも７１７人もの教員が不足し
ていたことが明らかになりました。
こうした学校では教頭などが担任
や授業を受け持つなどして影響を
最小限にしていますが、中には授業ができなくなるところも出ています。
（熊本放送局・大
西咲記者）
「とにかく見つかりません」
関西地方のある中学校では、美術の教員が病気で休職して授業が出来ず、およそ３週間、
別の教科に振り替えざるを得なくなりました。代わりの教員を求めたものの教育委員会か
らの回答は「とにかく見つかりません」
。
ほかの学校でも理科の授業を３か月行えず試験を中止したり、学級担任を教頭が兼務し
たりするケースもあり、事態は深刻です。
なり手のいない「臨時採用」
教員不足の大きな要因が「臨時採
用」の教員、いわゆる「臨採」です。
通常、病気や産休などで欠員が生じた
場合、この「臨採」で補充しますが、
その確保ができなくなっています。
背景にあるのが少子化を見越した
教員の採用の見直しです。教員の定数
に占める臨採の割合は、年々、拡大し
ています。
今後、少子化がさらに進むと教員の
定数が削減されるため、教育委員会は正規教員の採用を抑え、非正規雇用の臨採の枠を広
げているのです。しかし、枠を広げる
一方で、思うように「なり手」は増え
ていません。「臨採」を確保できない
学校の現場で何が起きているのか取
材しました。
きめ細かい指導ができない
熊本県天草市の本渡中学校では、こ
とし５月に英語の教員が病気で休職
したあと２か月近くたった今も代わ
りの英語教員が見つけられていませ
ん。この中学校では昨年度まで、１年

生の英語の授業でクラスを半分に分け少人数できめ細かい指導を行ってきましたが、今年
度は教員が足りず、大人数のままでせ
ざるをえない状況です。
中学校は県の教育委員会に「臨時採
用」の教員を要請しましたが、隣の県
まで探してもらったり、ハローワーク
に求人を出してもらったりしても見
つかっていません。本渡中学校の岩崎
宏保校長は「子どもたちの学力保証に
大きく関わる問題だが、教員はなかな
か見つからず非常に厳しい状況です」
と話しています。
苦肉の策で教員を確保
こうした中、苦肉の策で急場をし
のぐ学校も出ています。
高知市の大津小学校で、４月から
産休に入った教員に代わって音楽を
教えている「臨時採用」の田所可南
子先生は、実は、小学校の教員免許
を持っていません。
持っているのは「幼稚園」の教員
免許ですが、それでも小学校の教壇
に立てるのは「助教諭免許」という
特例制度です。
教員の免許は、幼稚園・小学校・
中学校などにわかれ、本来は、その
範囲でしか教えることは出来ません。
しかし、いずれかの免許を持ってい
れば、指導能力があることを条件に
３年間に限って免許の範囲を超えて
指導できると法律で認められている
のです。
この制度の活用に踏み切った校長
の西尾豊子さんは「授業に穴をあけ
てはいけない」と強い危機感を持っていました。西尾校長は「教員がきちんと配置されて
いないと十分な教育が提供できない。教員の絶対数が足りない中、のんびり構えている訳
にはいかない状況です」と話しています。
「助教諭」という特例制度に頼ら
ざるをえない学校は珍しくなく、平
成２７年に全国で発行された助教諭
の免許は５０００件余りにのぼって
います。それほど追い詰められてい
る現場が多いのです。
「潜在教員」をどう取り込むか
一方で、
「教員不足」に対する対策
はないのか調べてみると、残念なが
ら現状では「特効薬」はないと言わ

ざるを得ません。ただ、実は、教員免許の取得者数はそれほど減っておらず、過去５年間
ではほぼ横ばいです。さらに、教員免許を持ちながら子育てなどで職場を離れている、い
わゆる「潜在教員」もいて、すぐにでも臨採になれる人は一定数います。こうした人たち
をいかに取り込んでいけるかが対策の鍵になると言えそうです。
教員の働き方の議論を
全国の小中学校で教員不足が相次
いでいることについてどう考えてい
るのか。文部科学省の佐藤光次郎教職
員課長に聞きました。
最近特に出産や育児などで休職す
る教員が増えていることもあり、臨時
教員の確保が難しくなっている課題
があることは受け止めている。子ども
たちの学習環境を維持するために必
要な教員を確保することは基本なの
で、国としてもしっかり対応しなければならない。教員の仕事の負担が重かったり、多忙
になったりということがネックとなり、教員のなり手を十分に確保できていないことが背
景にあると思う。教員の働き方は使命感ややりがいと表裏一体だと思うので、それについ
てもどう改善していくか幅広く議論し、人が集まるような環境にしていきたい。
教員の働き方の議論を
一方、教員不足の問題に詳しい慶應
義塾大学の佐久間亜紀教授は、教員の
やりがいを訴えるだけでなく、国が財
源を確保して採用構造を見直す必要
があると指摘します。
教員の採用計画ですとか、を長期的
に再検討するということは、各自治体
しなければいけないことではないか
なと思います。ただ、これは自治体の
裁量の範囲ではなかなか、地方自治体
によって格差が出てしまう問題ですので、国の支援というのは欠かせないと思います
義務教育確保へ対策急務
すでに学校現場に影響が出ているので、教員不足の解消には中長期的な対策だけでなく
即効性のある対策が必要だと取材して感じました。
教育委員会の中には、一定期間、臨採として勤務すれば正規教員になるための採用試験
の一部を免除するなどの措置に乗り出す動きも出ています。特効薬はないかもしれません
が、義務教育の現場で起きていることなので教育委員会や国はあらゆる対策をとって教員
不足の解消を急いでほしいと思います。

暑い中の避難 どうしたら？
NHK ニュース 2017 年 7 月 10 日
九州北部の記録的な豪雨で厳しい暑さの中、避難を余儀なくされている人たちの中には
熱中症とみられる症状で体調不良を訴える人も出ています。厳しい暑さが続く中での避難。
注意しなければならないのが熱中症、それに食中毒への対策です。注意点と対策をまとめ
ました。
こまめに水分を取ること
九州北部の記録的な豪雨では、避難生活が続くにつれて、課題が出始めています。大分
県日田市では、一部の避難所にエアコンがなく、熱中症とみられる症状で体調不良を訴え

る人が出ています。そのため、冷房施設が整った別の避難所に移るケースも出ています。
熱中症の対策としては、まずは水分
をこまめにとることが大切です。しか
し、慣れない避難所での生活では「ト
イレに行きづらい」と食事や水分をと
ることをできるだけ控えようとする
人もいます。
高齢者や小さな子ども連れの避難者
には目配りを
６年前の東日本大震災では、被災地
の避難所や仮設住宅で熱中症になる
人が相次ぎました。屋外で活動する
ボランティアが熱中症とみられる症
状を訴えるケースも出ました。去年
の熊本地震で各地の避難所を巡回し
た熊本県の保健師などに聞いたとこ
ろ、高齢者は体温の調節機能が落ち
てくるため、暑さを自覚しにくく、
体温が上がっていることに気付かず、
熱中症になりやすいということです。
また、
「みんな災害で大変だから」と
いう思いから、体調が悪いにもかか
わらず、そのことを周囲に言わないままにする人が多くいるということです。
周りにいる人たちが高齢者や小さな子どもを抱える親などに定期的に声をかけて体調が
悪化していないか、サインを見逃さないことも大切です。
速乾性のタオルをぬらして首元に
うちわなどであおぐだけでも熱中
症の対策になるそうですが、疲れが
たまっている高齢者などの中には、
それすら難しいこともあるというこ
とです。
災害時の避難所の実態に詳しい
「災害リスク評価研究所」の松島康
生代表は速乾性のタオルを水でぬら
して、首元にあてるだけでも体温を
下げて熱中症の対策になるとしてい
ます。一方で、乾きにくいタオルでは
体を必要以上に冷やしてしまう可能
性があるため、注意が必要だというこ
とです。
冷房のない避難所は風通しよく
また、松島さんによりますと、冷房
のない避難所は、風通しをよくするこ
とが大切ですが、体育館などの小窓に
は網戸がなく蚊やハエなどが入って
くるため窓を開けないままのことも
あるそうです。そうした場合は虫の侵入を防ぐことができる網目のものを窓のそばに置い

て、虫の侵入を防ぎ、風通しをできるだけよくすることも大切だとしています。さらに避
難所から外出する際には帽子をかぶ
ったり、定期的に日陰に入ったりす
るよう勧めています。
食中毒の対策も怠らずに
熊本地震では避難所になっていた
熊本市の小学校で、避難していた人
たちなどが腹痛などの症状を訴えま
した。避難所の昼食に提供されたお
にぎりから食中毒を引き起こす細菌
「黄色ブドウ球菌」が検出されたこ
とから、保健所は、このおにぎりが
原因の集団食中毒と断定しました。
熊本県健康危機管理課では、おに
ぎりを握る際などは使い捨ての手袋
やラップフィルムなどを使って握る
ことが大切で直接、素手で握ったり、
食品に触れたりしないでほしいとし
ています。
東日本大震災で、大きな被害を受
けた宮城県南三陸町の中瀬町地区で
は当時、８月上旬まで、隣の市の避
難所におよそ１２０人の住民が避難していました。中瀬地区の住民によりますと、当時、
食中毒を防ぐため、調理の際には、必ず使い捨ての手袋を使って調理していたということ
です。
大事な食べ物 でも捨てるという選択肢も
熊本県健康危機管理課では、作った食事を長時間、置いたままにしないようにすること
も大切だと話しています。また食事が残った場合、冷蔵庫に入れたり、食品を再加熱した
りして温度管理を徹底して保存することが大切だということです。冷蔵庫などがない場合
は、提供されたものの食べなかった食事は、食中毒を防ぐためにも思い切って捨てるとい
う選択肢も必要だとしています。
「もったいない」と食べきれなかった食事を長時間、手元
に置く人もいますが、食中毒を予防するためには時には必要な判断だと言うことです。
避難所で生活する住民だけでなく、復旧支援のため、被災した地域に派遣される自治体
の職員やがれきの処理や清掃を手伝うボランティアの人たちも厳しい暑さの中での作業が
予想されることから熱中症などに警戒してください。

“心を持つ”ＡＩロボットが登場 動きで感情を表現
NHK ニュース 2017 年 7 月 11 日
ＡＩ＝人工知能とカメラで読み取った人の表
情などに応じて、自分の感情を顔や腕の動きで表
現する“心を持つ”といううたい文句のロボット
が登場しました。
ＡＩ＝人工知能は、膨大なデータをみずから学
習し、判断の精度を上げていくコンピューターで、
最近ではカメラと組み合わせて人を識別したり、
表情を読み取ったりする技術の開発も進んでいます。
１１日発表されたのは、アメリカのベンチャー企業が開発したおもちゃのロボットです。

うたい文句は、
“心を持つ”ロボットで、ＡＩとカメラで周りの人の表情や物体の位置など
を読み取り、それに応じて１０００通りの感情を表現するということです。
例えば、近くにいる人が笑っていると判断すれば、ディスプレーに笑顔を表示し、顔と
腕を上下に動かして喜びを表現したり、近くに積み上げられたブロックに
このベンチャー企業では、今後、ＡＩとカメラで人を識別する高度な防犯システムの開
発も進めたいとしています。
このロボットを開発した「アンキ」のボリス・ソフマンＣＥＯは「この技術は、おもち
ゃだけでなく、家の管理などさまざまな分野に使われる可能性があると思う」と話してい
ます。
このロボットは、日本の大手おもちゃメーカーがことし９月から国内で販売する計画で、
価格は２万７０００円程度になる見通しです。
“人の表情を読み取る” さまざまな動き
ＡＩ＝人工知能は、今回のおもちゃのロボットのように、画像認識の技術と組み合わせ
て、人の表情を読み取る技術をさまざまな分野で活用しようという動きが出始めています。
広告の分野では、鏡にうつった人の表情や特徴を分析して、その人にあった広告を表示
するシステムを、日本マイクロソフトと広告代理店の博報堂が共同開発しました。例えば、
鏡にうつった人の表情が疲れていると分析した場合には栄養ドリンク、ひげを生やしてい
ると判断した場合には、ひげそり用のクリームといった具合にその人にあわせた広告を、
鏡になっていた画面に表示します。商業施設や化粧品メーカーが関心を寄せているという
ことで、ことしの夏にも実用化したいということです。
一方、高知県の山あいの町、本山町では、表情を読み取る技術を高齢者の健康維持に生
かそうという試みが行われました。
高齢者に自分で料理をしてもらうことで健康管理につなげようという本山町の「リハビ
リキッチン活動」で、参加者の表情をＡＩで分析し、満足度を測定することで活動内容の
改善につなげようというものです。
参加者の表情を撮影した５００万枚以上の画像をコンピューターに学習させたうえで、
笑顔であれば、満足度が高いという仮説を立てて測定を行いました。
ただ、実際には、料理に集中しているために真剣な表情をしている人もいて、笑顔だけ
で満足度をはかることは難しいことが分かり、会話の量や人の動きも参考にすることにし
ました。
本山町のこの試みは、現在は、予算の関係などから取りやめているということですが、
ＡＩで表情を分析する技術は、さまざまな分野で実用化に向けた取り組みが進められてい
ます。

休日１０４日以上義務へ「残業代ゼロ」制度
ytv ニュース 2017 年 7 月 11 日
働いた時間ではなく、成果で年収が決まるいわゆる「残業代ゼロ」制度の導入をめぐり
政府が、年間１０４日以上の休日の確保を義務づける方針であることが明らかになった。
「残業代ゼロ」制度は、年収１０７５万円以上で高度な専門知識を持つ人を対象とする
もの。政府は２０１５年、この制度の導入を柱とする、労働基準法改正
案を国会に提出しているが、野党や労働組合の全国組織「連合」は、
「長
時間労働を助長しかねない」と反発していた。そのため政府は、年間１
０４日以上の休日の確保を企業に義務づけることや、一般的な営業職を
明確に対象外とすることなど修正する方向で調整を進めている。
「連合」の神津会長が週内にも安倍首相と協議する予定で、政府は秋
の臨時国会で成立を目指す方針。
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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