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高熱出ない隠れタイプも
中日新聞 2018 年 2 月 6 日
インフルエンザが大流行している。手
洗い、うがい、マスクによる予防が大切
なことは言うまでもないが、かかってし
まったら、周囲にうつさないことが何よ
り重要になる。自分や家族がかかったと
思った時、どう判断し、行動すればよい
か。
「隠れインフルエンザ」と呼ばれる今
年の傾向も踏まえて紹介する。
まずは普通の風邪とどう見分けるか。
インフルエンザは三八度以上の高熱や頭
痛、関節痛、筋肉痛などの症状が急速に
現れるのが特徴。これとほぼ同時か少し
遅れて鼻水やせきなどの症状も出てくる。
熱が上がらないケースもある。呼吸器内科が専門で、名古屋市立大病院感染制御室長の
中村敦教授（５５）は「ワクチンを接種していると発熱のピーク時の体温が一度ほど低く
なる」と話す。体温調節の機能が低い高齢者やステロイドなどの抗炎症薬を使っている場
合は熱が出ないこともある。
今年は、こうした条件に該当しないのに
熱が上がらない人が大勢いるとみられ、イ
ンターネット上などで「隠れインフルエン
ザ」と話題になっている。かくいう中村さ
んもＢ型にかかったが、発熱はまったくな
く、悪寒が続いて検査したら陽性だった。
熱が上がらないからと油断するのは禁
物だ。中村さんは「重症化や感染拡大は防
ぐ必要がある。関節痛など全身症状や家族
の感染など疑う状況があるなら受診した
方がいい」と強調する。呼吸器疾患や糖尿病などの持病がある人、高齢者、妊婦、乳幼児
などは感染すると重症化する危険がある。
ウイルスは、せきやくしゃみ、話をした際などに口から出る飛沫（ひまつ）とともに排
出される。それを吸い込んだり、ウイルスが付いたドアノブなどを触った後に口や鼻に触
れたりすると、粘膜から体内に入って増殖する。
医療機関で通常行われる検査は、ウイルスが一定量に達しないと陰性と出る場合がある。
より正確な結果が得られるのは発症から十二時間以降とされる。一方、発熱期間を短くし
たり、ウイルスの排出量を減らしたりする抗インフルエンザ薬は、発症から四十八時間以
内に服用を始めないと十分な効果が期待できない。
猛威ふるうインフルエンザ

いつ受診するか判断は難しいが「（十二時間にこだわらず）早期に受診を」と中村さん。
抗インフルエンザ薬の服用は早ければ早いほど効果があるとされる。結果が陰性でも症状
によっては、薬を処方することもある。ワクチン接種や家族の感染、学校の流行状況など
も判断材料になるため伝えるとよい。
診断されたら、自宅で安静にし、家族とはなるべく部屋を分けて食事時間もずらす。子
どもの場合は薬の服用の有無にかかわらず、窓を開けてベランダに出ようとするなどの異
常行動が報告されており、ベランダに面した部屋に寝かさないなどの注意が必要だ。
熱が下がってもしばらく感染力があり、出席停止期間は「発症後五日、かつ解熱後二日
（幼児は三日）を経過するまで」と学校保健安全法施行規則で定められている。大人には
こうした規制はないが「同様の措置が望ましい」と中村さんは説明する。
◆まだ間に合う予防接種
インフルエンザウイルスは感染した当日から感染力があるとされる。一方で発症するま
での潜伏期間は一～三日。少なくとも発症前日から周囲にうつす可能性がある。
厚生労働省が挙げる「咳（せき）エチケット」は、感染予防の一つとして有効だ。普段
から心掛けるよう同省は呼び掛けている。
ワクチンは感染を完全に防ぐことはできないが、重症化を予防するとされ、接種から二
週間ほどで免疫がつく。中村さんは「流行は通常、三月までは続くため、今からでも接種
を」と呼び掛ける。肺炎を併発しやすい高齢者は、肺炎球菌のワクチンも接種した方がい
いとされ、同時接種を行う医療機関もある。 （小中寿美）

「医療的ケア児」手厚く
公明新聞 2018 年 2 月 6 日
障がい福祉サービスの新報酬 公明の主張が反映
厚生労働省は 5 日、障がい者に福祉サービスを提供する事業者に支払う報酬について、2018
年度からの配分内容をまとめた。日常的に、たん吸引などが必要な「医療的ケア児」が増
えており、支援を手厚くする。こうした障がい児を受け入れる施設で看護職員を増やした
場合などに、報酬を加算する。
また、障がいが重くて外出できないケア児らの自宅を職員が訓練のため訪問する制度を創
設し、こうした事業者に新たに加算。施設と自宅間の送迎に携わる職員向けの加算額も増
やす。
このほか、高齢化や障がいの重度化を踏まえた対策も強化。受け入れ体制を整えたグルー
プホームに加算する。
事業者への報酬は、ほぼ 3 年ごとに改定。今回の見直しでは、既に総額を 0.47％引き上げ
る方針を決めている。
公明党は、医療的ケア児への支援を一貫して推進。2016 年 5 月に成立した改正障害者総合
支援法・児童福祉法には、公明党の提言を反映する形で、障がい児支援の中に医療的ケア
児が初めて位置付けられ、保健・医療・福祉の連携の促進といった必要な措置を講じるこ
とも盛り込まれた。これを受け、支援体制の整備を促すモデル事業が展開されている。
1 月 25 日の衆院本会議の代表質問では、井上義久幹事長が、学校での支援体制や在宅支援
の早期の充実を要請。首相から「政府全体で支援にしっかり取り組む」との答弁を得てい
た。

天王寺動物園、障害のある子供を無料招待する「ドリームデイ・アット・ザ・ズー」初開
催
産經新聞 2018 年 2 月 6 日
大阪市天王寺区の天王寺動物園は３月１９日、障がい者手帳などを持っている人とその
家族を休園日に無料招待する「ドリームデイ・アット・ザ・ズー」を開催する。１９９６
年にオランダのロッテルダム動物園で始まった国際的な取り組みで、同園で実施するのは

今回が初めて。
普段なかなか動物園に行く機会が少ない障害のある人たちにゆっくり動物園を楽しんで
もらおうと、当日用のパンフレットを作製して園内見学してもらうほか、飼育員の動物ガ
イドでは手話通訳もつくという。
開催時間は午前１０時～午後３時。定員は先着５００組（１組６人まで）
。１０日～３月
３日に、大阪市電子申請・オンラインアンケートシステムから申し込む。雨天決行。
問い合わせは天王寺動物園（電）０６・６７７１・８４０１。

西宮市

来年度、税追徴ＮＰＯと随契解消 政治献金証言などで ／兵庫
毎日新聞 2018 年 2 月 6 日
障害者らの就労支援施設として西宮市から河川敷などの清掃業務などを随意契約で請け
負ってきたＮＰＯ法人「西宮障害者雇用支援センター協会」
（西宮市）について、市は５日、
来年度の障害者らの雇用促進事業の発注先に登録しないと発表した。協会とグループを構
成する「アドバンス株式会社」も一体と見なし、登録しない。協会は国税当局から約２億
８０００万円を追徴課税されたほか、政治家に現金を渡したなどと証言しており、「法令順
守の意識が欠けている」と判断した。【山本愛】

不妊手術資料 2845 人に 旧優生保護法、福島で 120 人分
共同通信 2018 年 2 月 6 日
旧優生保護法（1948～96 年）の下、知的障害などを理由に不妊手術が繰り返された問題
で、個人名が記された資料が福島県に 120 人分現存していることが 6 日、新たに確認され
た。1 月 25 日時点でまとめた共同通信の調査に、福島県は「なし」と回答していたが、詳
しく調べて見つかったという。不妊手術に関して現存する個人名記載の資料は、21 道県で
2845 人分となった。
福島県によると、資料は優生保護審査会への手術の申請書や手術の決定通知書などで、
氏名や年齢、疾患名が記載されている。男性 33 人、女性 87 人。成人 52 人、未成年 68 人
で、いずれも本人の同意はないとみられる。

「老年的超越」 若いもんには味わえない幸せがある
編集委員・田村建二
朝日新聞 2018 年 2 月 7 日
９０歳を超えるほ
どの高齢になると、
それまでのように心
身の若さを保つのは
難しくなる。でも、
そんな人たちの間で、
以前とは違う「幸せ
感」を抱くようにな
る人が少なくないこ
とがわかってきた。長い人生を歩んできた人たちの心
の中に、どんな光景が広がっているのか。
新潟県上越市に住む渡邉智哲（ちてつ）さんは来月、
１１１歳の誕生日を迎える。
新潟県庁などで働き、退職後は自宅近くの畑に出た
り、趣味の盆栽いじりをしたりした。１０８歳でイン
フルエンザにかかったのをきっかけに体力が落ち、い

まは市内の介護施設で暮らす。
施設の催しに参加したり、よく訪れてくる家族らと昔の思い出話をしたりするのが楽し
い。移動には基本的に車いすを使い、耳が聞こえにくくなったが、日々の生活には満足だ。
記者が「若かったころよりも幸せを感じますか？」と聞いたら、
「そうですね。幸せ」とこ
たえてくれた。
１００歳以上の長生きの人たちの特徴を調べている慶応大医学部百寿総合研究センター
の広瀬信義・特別招聘（しょうへい）教授が、１月の訪問調査で長生きのひけつを問うと、
渡邉さんは言った。
「笑っていること。怒ることなど、ほとんどありませんね」
総務省の人口推計（昨年８月現在）によると、国内の９０歳以上の人は約２０４万人。
１００歳以上に限っても約６万８千人にのぼり、その数は増え続けている。
高齢になっても体力や認知機能を保って社会参加する「アクティブエイジング」とも呼
ばれる生き方を多くの人が望み、心身の若さを維持しようと努める。

共生する時代に

個別化する治療法／体験者支援が課題 堀田・国立がん研究センター名
誉総長 札幌講演
北海道新聞 2018 年 2 月 7 日
全国から集まったがんの医療者・研究者ら約１４０人を前に話す堀田知光さ
ん

国立がん研究センター名誉総長の堀田知光さんが、１月２８日
に札幌で開かれた第３２回札幌冬季がんセミナー（公益財団法人
札幌がんセミナーなど主催）で講演しました。テーマは「がんに
ならない、がんに負けない、がんと生きる社会を目指す」
。日本の
がん医療とがん対策の現状や展望に関する講演の内容を紹介しま
す。
日本でがん対策が本格的に始まったのは、１９８１年にがんが
死因の第１位になった直後。２００６年にがん対策基本法ができ、推進基本計画が立てら
れ、がん対策が進んでいます。
昨年１０月、国は第３期がん対策推進基本計画（１７～２２年度）を決めました。新た
な点は《１》がんにならない１次予防に力を入れる《２》個々の患者の遺伝情報に基づく
がんゲノム医療の推進《３》免疫療法の確立《４》希少がんや難治がんの対策《５》ＡＹ
Ａ（アヤ）
（思春期・若年成人）世代などライフステージ別の展開《６》就労や社会的な問
題を含むサバイバー（がん体験者）の支援―です。
がんの死亡者は年々増えています。高齢者が増えているからです。しかし年齢調整した
死亡率を見ると、９０年代後半から下がっています。これは治療や予防の効果ですが、０
７年からの国の計画目標「１０年間で死亡率２０％減」は達成できませんでした。
日本人のがんの３大要因は「たばこ」「感染症」「食物摂取の偏り」です。遺伝性のがん
は、がん全体の５％程度で、ほとんどのがんは、こうした環境的要因が関係しているので
す。この３大要因はどれも対策を取ることが可能で、解決できる問題だと考えます。
国立がん研究センターは日本人のがん予防法として《１》禁煙《２》節酒《３》食生活
を見直す《４》身体を動かす《５》適正体重を保つ―を挙げています。疫学研究の成果で
す。
これからは個人の遺伝情報などを含め、一人一人のがんになるリスク（危険性）に応じ
た個別化予防と早期発見が必要でしょう。
がん検診は、早期発見して死亡率を下げるのが目的です。国は死亡率の減少効果が証明
された肺、胃、大腸、乳房、子宮頸（けい）部の五つのがんの検診を定めています。検診
の受診率は、最新のデータで肺がんだけが国の計画目標の５０％を達成しました。どの検
診も、関心のない人は受けていないのが実態です。住民の対象者のリストに基づき、受け
た人と受けていない人を把握し、個別に受診を勧めることが大切です。

検診とは別ですが、血液など体液からがんを早期発見する診断法の研究が急速に進んで
います。最も進んでいるのは、がん細胞が分泌するマイクロＲＮＡによる診断法です。国
立がん研究センターが血液１滴で１３種のがんを識別する臨床研究を行っており、２年後
には診断キットが開発されるのではないでしょうか。
早期発見と治療の進歩でがんの５年生存率は伸び、最新のデータでは６２・１％になり
ました。ただ、がんの種類によって違い、どのがんも病期で大きく異なっています。進行
した４期は低く、今後の課題です。
治療はとても進歩しました。外科治療では、患者の体への負担が少なく回復も早い内視
鏡手術、手が入らない難しい部位はロボットを使った手術があります。
放射線治療では、最先端の粒子線による治療が一部のがんで保険適用になりました。最
近は、呼吸などで動くがんを追尾して照射することもできるようになりました。
薬物療法では、がんだけをピンポイントで攻撃する分子標的薬が登場しました。ただ、
従来の抗がん剤と異なる副作用があります。
がんの治療は（一人一人の患者に対応した）個別化が急速に進んでいます。
従来、肺がんは組織診断で小細胞がんと非小細胞がんに分けて治療しました。でもよく
調べると、同じ肺がんでもいろいろな遺伝子の異常があり、それぞれに対する治療薬の開
発が進んでいます。いくつかは市場に出ています。
一人一人の患者の遺伝子の異常を調べて、個別化した治療を受ける時代になってきまし
た。問題は、遺伝子を調べても（治療できる）薬がない患者が今はまだとても多いことで
す。
国の第３期計画は「尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築」を掲げています。がん
体験者（サバイバー）への社会的支援として、就労のほか、偏見、外見、自殺の問題など
が挙げられています。
なぜこうした問題が重視されるようになったのでしょう。がんになる人は年間１００万
人を超え、がんで命を落とす人は年間約３７万人。毎年６０万人以上の新たな体験者が増
えています。体験者は今、全国に７００万人と推定されています。
がんは死に直結する病から、長く付き合う病に変わりつつあります。がんと共生する時
代です。体験者は患者である前に、生活者であり、社会人として長い人生が続きます。
合併症や再発の不安、就労や経済的な問題、人間関係、さまざまな人生の出来事、生き
がいや生きる意味など、がん体験者が、共に直面する課題を周囲の人々や社会とともに乗
り越えていこうとする「サバイバーシップ」という考え方が広がっています。
がんになっても安心して暮らせる社会は、がんを克服できる社会だと思います。（編集委
員 岩本進）
＜略歴＞ほった・ともみつ 専門は血液内科。名古屋大医学部卒。東海大医学部長や国
立病院機構名古屋医療センター院長などを経て、２０１２年から４年間、国立がん研究セ
ンター理事長を務めた。１６年、同センター名誉総長、がん研究振興財団理事長。愛知県
出身。名古屋市在住。７３歳。

愛知）南山大学生ら、障がい者支援の焼き菓子考案 竹之内直道
朝日新聞 2018 年 2 月 7 日
開発したお菓子を持つ、名古屋文化短期大学２年の猪飼奏恵さん（左）と、
南山大学１年の近藤さん（右）＝名古屋市昭和区

南山大学（名古屋市昭和区）国際教養学部と名古屋文化短期大
学（東区）カフェ・製菓クリエイトコースの学生らが、障害福祉
サービスの認定ＮＰＯ法人ポパイ（北区）と共同で障害者支援の
お菓子を開発した。 障害者支援などに取り組む南山大の山岸敬
和教授（４５）が、就労支援作業所として、名古屋弁で分け合い

っこを意味する「もうやっこ」からとった、菓子店「モーヤーコ」を経営するポパイに声
をかけて実現。知人の名古屋文化短大教授の協力も得た。
菓子は「おいしさを分け合う」
「障害者との共生社会」がテーマ。昨年９月から試作を重
ね、仏語で雪の玉を意味する焼き菓子「抹茶と豆みそのブールドネージュ」が完成した。
口の中でホロッと崩れるような食感が特徴で分けやすいように個別包装にした。菓子を製
造、販売するのはポパイの作業所に通う人たち。できるだけ作業工程を簡素化するなど工
夫したという。
南山大の山岸さんが教える就労などの障害者支援を考える活動の一環。これまでに学生
たちは障害者施設への訪問を通して、施設運営上の問題などを学んだ。今後は障害者にア
ンケートをとるなどし、外国の障害者支援と比較しながら、日本の福祉制度や障害者支援
について研究するという。

障害者芸術の支援に力 県、岐阜に育成拠点開設へ
中日新聞 2018 年 2 月 7 日
県は新年度、障害者の創作活動をサポートする「県障がい者芸術文化支援センター（仮
称）
」の開設に乗り出す。専門家による相談体制を整え、障害者アーティスト育成の拠点を
目指す。
センターは岐阜市学園町のぎふ清流文化プラザ内に置く。事業委託費を一般会計当初予
算案に盛り込む。
支援対象は、美術や演劇、音楽といったアートを志す障害者や家族、福祉事業所などを
想定。専門の相談員が創作環境や作品発表、著作権管理など、アートに関する相談に乗り、
必要に応じて専門機関を紹介する。
知られざる障害者アーティストの発掘、評価も狙いの一つ。アートや福祉の専門家、自
治体職員らを交えた情報交換の場を設けるほか、研修会や展示会も想定している。
障害者による創作活動は近年、
「アール・ブリュット（生の芸術）」などと呼ばれ、アー
ト界から高い評価を受ける作家も多い。国は都道府県などを対象にセンター設置の補助制
度を設けており、県も事業費の半額に国支出金を充てる方針。
県障害福祉課の担当者は「
“金の卵”を発掘し、情報を発信したい。障害者アートを芸術
として啓発していく拠点になれば」と話している。 （杉浦正至）

放課後デイ

利用広がる 障害のある子ども支援、生活力訓練や療育 利益優先、質置き
去り懸念も
毎日新聞 2018 年 2 月 7 日
車座になって今日の出来事を報告し合う利用生徒と職員たち
＝東京都江東区で２０１８年２月２日、山田泰蔵撮影

障害のある子どもたちを預かる「放課後等デイサ
ービス」（放課後デイ）に関する毎日新聞のアンケー
トでは、利用が広がる一方、安全性に対する懸念が
生じている様子がうかがえた。厚生労働省も自治体
に指導の徹底を求めるなど対策に動くが実効性に疑
問の声も出ている。
【山田泰蔵】
「ただいまー」
２月の夕刻、東京都江東区の放課後デイ「まつぼ
っくり子ども教室」
。知的障害のある高校生が特別支
援学校から帰ってきた。彼は１人で帰ってきたが、
職員と一緒に帰ってくる生徒もいる。ここでは下校
も重要な活動だ。
通学の安全を確保するため、職員が付き添ったり、

隠れて見守ったりする。この日は生徒８人に対しスタッフは６人と手厚く支援。管理者の
田中祐子さんは「地域で自立していける生活能力を身につけられるようサポートするのが
私たちの役目」と話す。
みんなが集まると車座になって、それぞれ学校での出来事を報告し、これから何をする
か話し合う。この日の課題は簡単な食事を自分で取れるようにする訓練。
「セブン－イレブ
ンに行きたい」と１人が手を挙げた。ゴムボールや電子ピアノなどでひとしきり遊んだ後、
みんなでカップラーメンや総菜などの買い出しに行った。
「地域の中で生活する練習や仲間と集団で活動することが生きる力になる」。田中さんは
説明する。
放課後デイの活動内容は事業者によって大きく異なる。中には学習塾やスポーツ教室の
ような活動を展開する事業者もいる。選択肢は広がっているが、
「利益を追求するあまり子
どもたちへの支援の質が置き去りになっている」との懸念もある。
放課後デイの事業者でつくる「障害のある子どもの放課後保障全国連絡会」には、
「テレ
ビを見せたり、タブレットのゲームをさせたりしているだけの施設がある」と苦情も寄せ
られる。
事業者への報酬は１日単位のため、中には利用時間を短く設定し「効率的」に報酬を得
る事業者もいて、掛け持ちを余儀なくされるケースもある。
小学４年の長女を３カ所の放課後デイに掛け持ちで通わせる東京都豊島区の４０代母親
は「本当なら同じ施設にじっくりと通わせたい。子どもがなじめているのか心配もある」
と漏らす。
生活能力を高める訓練や療育でなく、単に一定の時間、子どもを預かるだけの事業とな
りがちで、共働き家庭からの需要も高く、「親のレスパイト（休息）や就労のみを目的に、
子どもが預けられている」と厚労省の検討会でも懸念されている。
事業者の低い意識危惧 自治体、人手不足を指摘
毎日新聞のアンケートでは、回答の約７割にあたる４９自治体が事業者の支援の質の向
上について「まだ十分でない」と答えている。
「生活能力の向上のための訓練を行わず、単なる預かりに近い状況の事業所がある」（島
根県）、
「地域のネットワークに参加せず、事業所同士のつながりがないため、客観的な自
己評価ができない」
（福島県）など、大半の自治体は、放課後デイの意義や目的に対する事
業者の意識の低さを危惧する。地域や学校との連携不足を指摘する声も多い。
背景には急激な事業者の参入がある。２０１７年度の事業所数は１万カ所を超え、１カ
月の利用者数は延べ約１６万人。事業所数は制度が始まった１２年度の２５４０カ所から
５年間で４倍以上に急増し、利用者数も１２年度の月平均約５万人から３倍に増えた。
事業所の増加が続く一方、保育分野の拡大などで福祉業界は慢性的な人手不足に陥って
いる。厚労省は、来年度から放課後デイの管理責任者について厳格な資格要件を既存施設
にも適用する予定だったが、
「地域によって確保が難しいところがある」として昨年１２月
に急きょ、１年間延長した。
アンケートでも約３割の２１自治体が管内の事業所の職員確保について「見通しが立っ
ていない」と回答している。
５日公表した障害福祉サービスの事業者に対する報酬改定では、一定の資格者を基準以
上に手厚く配置した場合に報酬をアップするほか、１日のサービス提供時間が短い事業者
の報酬を減額するなど質の向上に向けた施策を掲げた。
ただ、アンケートでは、
「質の向上の取り組み内容は、事業者の方針に委ねざるを得ない
面もあり、粘り強い指導が必要だと感じる」
（広島県）などと悩みをのぞかせる自治体も多
い。「施策と制度の整合性がなく、現場に混乱が生じる」（堺市）、「中長期的な視点での検
証が必要。全国的な実態調査を分析して費用対効果のある制度設計をすべきだ」
（岐阜県）
など制度全体の見直しを求める意見もあった。

香川）詩と絵通して理解しあって

高松ボラ協の詩集絵本

森下裕介
朝日新聞 2018 年 2 月 7 日

完成した絵本と武田さん＝高松市

障害者がつづった詩と、
それに添える絵を公募し
てつくられた「詩集絵本」
の今年度版ができあがっ
た。高松ボランティア協
会が２０１２年度から始
めた取り組みで、障害の
ある人と健常者がつくり
あげた
絵本は、
お互いを理解しあうことの大切さを伝えている。
高松ボランティア協会は、障害者が日ごろの思
いをつづった詩にメロディーをつけて歌う「わた
ぼうしコンサート」を開いてきたが、１１年に終
了した。このため障害のある人とない人が一緒に
物づくりをして支えあう場を残そうと、協会事務
局長の
武田佳
子さん（６
１）らが中心
になって絵
本づくりが
はじまった。
詩は施設
やポスター
などを通し
て障害者か
ら、それにマッチした絵を一般から募っている。今回
の詩のテーマは「たからもの」。誰にでもある大切な人
や物を通して、お互いが理解しあってほしいと思い、
決めた。

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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