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西川材の積み木 楽しんで 地元障害者施設の利用者が製作

東京新聞 2018 年 3 月 21 日

西川材の積み木に紙やすりで磨きをかける「おぶすま福祉会
飯能事業所」の利用者ら（同会提供）

西川材と呼ばれる県西地域産のスギを使った積
み木を地元の園児たちにプレゼントする「木のおも
ちゃの贈呈式」が二十日、飯能市の市林業センター
で行われた。地元の障害者就労支援施設が積み木作
りを担い、施設利用者が一つ一つ紙やすりで磨きを
かけた。 （加藤木信夫）
飯能、日高、毛呂山、越生の二市二町などでつく
る「西川地域林業対策協議会」が、木材に触れ、親
しむ「木育」推進のために企画した。出来上がった積み木（縦十五センチ、横三センチ、
厚さ一センチ）計百五十個を箱詰めにして、管内の幼稚園や療育園など二十五園に贈った。
贈呈式には各園代表者のほか、最寄りの白鳥幼稚園から年中の染谷翔君（５つ）と古見
（こみ）千里さん（５つ）が出席。式後、二人は箱から積み木を取り出し、三角形などさ
まざまな形を作りながら遊んだ。染谷君は「普通のおもちゃと違って面白い。木のにおい
もよかった」とうれしそうだった。
積み木を作った「社会福祉法人 おぶすま福祉会飯能事業所」の利用者で、贈呈式に出
席した丸山敦美さん（４０）は「子どもたちがとても楽しそうに遊んでくれてうれしい。
作ったかいがあった」と顔をほころばせた。
＜西川材＞ 県西部の高麗川、入間川、越辺（おっぺ）川流域で産出されるスギやヒノキ
の建材。江戸の大火や、関東大震災後の復興材として活用された。「江戸の西の方の川から
来る」という意味から西川材と呼ばれるようになったといわれる。

【札幌施設火災】福祉事務所が防火対策確認へ 厚労省などが通知
産経新聞 2018 年 3 月 20 日
火災で煙と炎が上がる札幌市東区の高齢者施設＝１月１日午前０
時３０分ごろ

札幌市東区の共同住宅で１月、入居者１１人が死亡し
た火災を受け、厚生労働省などは２０日、無届けの無料
低額宿泊所やその可能性がある施設について、ケースワ
ーカーによる生活保護受給者への訪問調査時などに防火
体制の点検を行うよう通知を出した。火災警報機の有無
や避難経路が確保されているかなどを確認し、問題があ
れば消防や建築部局に情報提供し、合同で改善に向け助言を行う。
厚労省によると、対象となるのは無届けの無料低額宿泊所や有料老人ホームのほか、要

介護者や障害者が複数住み食事提供が行われている建物。

未成年妊婦の「学校」 住吉市民病院が閉鎖へ 聞き手・下地毅
朝日新聞 2018 年 3 月 20 日
大阪市立住吉市民病院の医療ソーシャルワーカーを務めた中辻潔さん＝大
阪市住之江区

今月末で閉じられる大阪市立住吉市民病院（住之江区）は、利
用者にとってどのような存在だったのだろうか。２０１２年から
同病院の医療ソーシャルワーカーを務めた中辻潔さん（５２）は
「とくに未成年の妊産婦にとっては学校であり居場所でした」と
語る。
若年や未婚、生活困窮など社会的困難を抱えている特定妊婦の
入退院を支援していました。見えてきたのは、貧困のうちに孤立
している女性の姿です。
１７歳の若年妊婦がいました。親から虐待され、施設で成長した彼女が新しい命を授か
った。コミュニケーションが苦手でしたが、
「産みたい。育てたい」と前向きでした。受診
を欠かさず、助産師の指導も熱心に受けていました。テキストに読めない漢字があると「な
んて読むん？」と口は悪かったですが、ひたむきでかわいかったですねえ。
普通、
「先生」と呼ばれるのは産科医だけです。でも彼女は分からないことがあると看護
師や助産師にも「先生、先生」と聞きにくるんです。彼女にとっては「住吉（市民病院）
」
が「もうひとつの学校」だったんだなと。

介護などの社会保障給付費、２０４１年度は１９０兆円に 朝日新聞 2018 年 3 月 21 日
公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構は２０日、医療や介護、年金、子育てなどにか
かる社会保障給付費は、２０４１年度に１９０兆円超に達するとの推計を発表した。１６
年度の１・６倍で、国内総生産（ＧＤＰ）に占める社会保障給付費の割合は１６年度の２
１・５％から２４・５％に高まるという。
同総研の社会保障に関する研究会（座長＝森田朗・津田塾大教授）が、少子高齢化が進
む人口構造の変化に着目して推計した。厚生労働省は２５年度までの推計しか出しておら
ず、中長期にわたる社会保障給付費の動向が明らかになった。
推計によると、社会保障給付費は１６年度の１１６・２兆円から２５年度には１４１・
１兆円、４１年度には１９０・７兆円に増える。
分野別で特に増加が目立つのは介護で、１６年度の９・６兆円から４１年度は３０・４
兆円に増加する。対ＧＤＰ比では１・８％から３・９％へと倍以上に高まる。今後、介護
サービスの利用量が多い８０歳以上の高齢者の人口比率が高まっていくためだ。同じ期間
で医療は７・０％から８・５％に上昇。年金は１０・４％から９・８％に低下を見込む。
森田教授は「今後、社会保障財政はかなり厳しい状態になる。医療、介護については、
負担のあり方とともに、思い切った効率化を考えていく必要がある」と話す。（松浦祐子）

高齢者全体の半数超が７５歳以上

社会保障、生活支援が課題
共同通信 2018 年 3 月 20 日
総務省が２０日公表した３月１日時点の人口推計（概算値）によると、７５歳以上の後
期高齢者は１７７０万人で、６５～７４歳の１７６４万人を上回り、高齢者全体の半数を
超えた。人口推計で７５歳以上が６５～７４歳を上回るのは初めて。７５歳を過ぎると寝
たきりや認知症など心身が衰えやすくなり、社会保障費の膨張が国と地方の財政を圧迫す
る中、安定的な医療、介護制度の構築が課題となる。１人暮らしの生活支援といった対策

も急務だ。
３月１日時点の総人口（１億２６５２万人）に占める７５歳以上の割合は１４・０％。
団塊の世代全員が２５年に後期高齢者になるなど、割合は拡大する見込みだ。

親から感染、生まれてくる子どもに障害…「先天性風疹症候群」をなくすには
読売新聞 2018 年 3 月 21
日
妊婦が感染すると、生まれ
てくる子どもに障害が出る
恐れがある風疹。神戸市の西
村麻依子さん（３５）は、長
女を妊娠して２か月で感染
した。現在５歳の長女は発達
が遅れ気味だ。こうした先天
性風疹症候群をなくそうと
国や専門家は、東京五輪が開
かれる２０２０年度までの
「風疹ゼロ」達成を目指し、
対策に乗り出している。（鈴
木希）
妊娠２０週ぐらいまで、胎児
に影響
西村さんは、自身に風疹ウ
イルスへの抗体がないこと
を知っていたが、予防接種は
受けていなかった。１２～１
３年の国内流行時に感染し、
先天性風疹症候群の
怖さを知った。妊娠
２０週ぐらいまでの
感染により、胎児も
感染して障害が出や
すい。
長女は予定より１
か月半早く生まれ、
心臓に穴が２か所開
き、右目が濁るなど
の症状があった。
徐々に改善したが、
発達はやや遅れてお
り、今後は聴力が落
ちる可能性があるという。
リクルートマーケティングパートナーズ（東京都）が１５年、０～２歳の子を持つ女性
２１８１人に行った調査では、抗体検査でウイルスに対抗する力を表す抗体価が低いと妊
娠時に分かっていた割合は２２・６％。その半数近くが、その後も予防接種を受けていな
かった。西村さんは「ワクチンさえ打っていれば、子どもに生きにくさを背負わせずに済
んだ。知らない怖さ、予防の大切さを多くの人に分かってほしい」と話す。

かつて風疹は子どもの感染症と言われていたが、日本産婦人科医会常務理事で先天性風
疹症候群に詳しい平原史樹さんは「今の感染の中心は大人。影響を受けるのは子どもたち」
と指摘する。
３０～５０歳代の男性は要注意
感染者の年間報告数
は流行がなければ数百
人程度。昨年は９３人だ
ったが、全国的に流行し
た１３年は約１万４０
００人に上った。このう
ち約９割が成人だ。それ
に伴い、１２～１４年の
先天性風疹症候群も報
告があっただけで４５
人に上った。
風疹ワクチンは定期
接種だが、５％程度は１
回で抗体価が上がらず、
原則２回接種が勧めら
れる。１９９０年度以降
に生まれた人はその機
会があるが、以前は体制
が未整備で３０～５０歳代の男性は注意が必要だ。
流行中の２０１３年６月、米疾病対策センター（ＣＤＣ）は「風疹の予防ができていな
い妊婦は、日本に渡航するのを避けるべきだ」とする警報を出した。
風疹が流行すれば、また海外で警報が出される可能性がある。国は２０年度までに海外
からの輸入感染を除いて風疹ゼロを達成し、早期に先天性風疹症候群の発生をなくすこと
を目標としている。
国は１月、風疹と診断した医師からの届け出の基準を「７日以内」から「直ちに」と変
更。従来の指針で集団発生の場合は疫学調査をし、
「可能な限り」ウイルスの遺伝子検査を
行うとしていたが、今後は１例発生した時点で調査し、遺伝子検査も原則全例で行う。
国立感染症研究所感染症疫学センター第３室（予防接種室）室長の多屋 馨子 さんは「流
行国を渡航中に感染し、帰国後に発病して感染が拡大するケースが多い。海外に無防備な
状態で行かないよう予防を呼びかけたい」とする。外務省や厚生労働省もホームページで
の予防啓発を始めた。

私の社会保障論 医療的ケア児の保育 難しい看護師の確保＝白十字訪問看護ステーショ
ン統括所長・秋山正子
毎日新聞 2018 年 3 月 21 日
医療的ケアを受ける子どもたちが集団保育を受ける機会は、門戸が狭く、入園を希望し
ても受け入れられないと断られる場合が多い。そこで、保育所などで医療的ケア児の受け
入れが可能となるよう態勢を整備し、地域生活支援の向上を図ろうと「医療的ケア児保育
支援モデル事業」が今年度から始まった。
厚生労働省保育課が所管し、実施を希望する都道府県・市町村を募って、その地域内の
保育所や認定こども園などの取り組みを支援するものである。
このモデル事業が始まる前に実施された全国調査によると、２０１７年３月末時点で、
保育所など２９０カ所の施設で医療的ケア児を受け入れていることが分かった。これまで
実績を多く積んできた大阪府が施設数・医療的ケア児数ともに最も多く、４６カ所で４３

人を受け入れていた。次いで東京都の２１カ所、２４人だった。山梨、徳島、香川、愛媛
の各県は受け入れ施設なし、という結果だった。
保育所等で実施している医療的ケアのうち、最も多いのが「経管栄養」
。次いで「服薬管
理」「吸引」「導尿」となっている。この中で、経管栄養や吸引といった医療行為は、必要
な知識や技能を習得するための研修を受けることで、一定の要件の下、保育士も対応可能
となった。しかし、研修を修了した保育士の数は少なく、保育士の医療行為に対しての不
安や負担感は、モデル事業からも明らかになっている。
モデル事業では看護師を雇い入れ、医療的ケア児に対応できるよう予算を立てている。
だが、看護師の確保が難しいという側面も大きく浮かび上がった。
医療的ケア児を育てている保護者は、経済的に厳しく働かざるを得ないこともある。し
かし、保育を希望しても断られ、地域の私的なネットワークなどを細々と利用しながら子
育てをしている姿が見えてくる。
子どもは、他の子どもとの集団生活を送る中で、目を見張る成長を遂げることは自明の
理。医療的ケア児がその機会を得られないというのは、新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）を
卒業して在宅生活を始めた子どもとその保護者にとって、先行きの希望を閉ざされる思い
ではないだろうか。
モデル事業に手を挙げた市町村は、まだまだ数少ない。しかし、その実践報告からは、
さまざまな困難を乗り越え、保育と医療のコラボレーションを図る努力が垣間見える。あ
る自治体でこの事業の窓口を担った方は、ＮＩＣＵの管理者の経験のある看護師。病院か
ら飛び出し、ＮＩＣＵ卒業生たちが地域で普通に保育を受けられるようにと尽力している。
保育所に勤める看護師の確保も大事な時代となった。いったん退職した看護師諸氏の職場
復帰を心から期待している。
（次回は湯沢直美さん）

【バロンズ】介護コスト抑える選択肢
ウォール・ストリート・ジャーナル日本版2018 年 03 月 20 日
介 護 費 用 を 抑 え る 段 階 別 の 選 択 肢 と は Photo:
MIKE MCQUADE FOR BARRON’S

•

予想外に厄介な介護
介護は往々にして、最初は短期間で簡単
に済むように思われても、結局は数年に及
び、確実とみられた退職計画を台無しにす
る可能性がある。これは、退職者をサポー
トする全米退職者協会（AARP）の介護専
門家であるアミー・ゴイヤー氏のような専門家にとっても課題である。
同氏の両親は退職後に関して入念な計画を立てていたが、介護施設に入所してから、母
親が心臓発作を起こし、父親がアルツハイマーと診断されて費用が増加したために、5 年後
に退所を余儀なくされた。ゴイヤー氏は両親の面倒を見るために、ワシントン DC からア
リゾナ州フェニックスへ引っ越した。母親は数年前に他界したが、父親の面倒を 12 年間見
ている。同氏は、
「私は老いに 35 年以上携わってきたが、それでも介護は大変だ。愛する
人のニーズがどのように変化するかを予測するのは不可能で、私は常に問題に直面してい
る」と語る。
この予測不可能性こそが、長期介護が高齢化における最大の問題の一つとなっている理
由である。長期介護には参考となる標準的な過程も存在しない。現在 65 歳である人々の約
70％には長期的な支援が必要になるとみられる。長生きのデメリットは、基本的な作業に
も助けが必要な慢性症状に悩まされることだ。高齢化に関するコンサルタント会社である
エイジ・ウエイブのケン・ディクトワルド氏は、
「退職計画で、長期介護に備えるべきだ」

と語る。
しかし、現実には備えがないことが非常に多い。保険会社であるジェンワース・ファイ
ナンシャルの最近の調査では、3 分の 2 の回答者が、政府が長期介護費用の全額または一部
を負担することを期待している。しかし、メディケア（高齢者向け医療保険制度）は、技
能を要する看護だけをカバーしており、多くの費用はカバーされていない。
さらに、長期介護費用に関する統計は、現状に対する満足感を抱かせてしまう。ジェン
ワースの調査によると、老人ホームの個室費用における全国の中央値は年間 9 万 7500 ドル
で、平均居住期間は 2 年であるから、総費用は 20 万ドルを若干下回る。しかし、この推定
は誤った安心感を与えかねない。例えば、現在の 65 歳の人々が個室を必要とする 20 年後
には、インフレ率を 3％と仮定すると年間費用は 17 万 6000 ドルとなる。その他にも、さ
まざまな費用がかさむことになる。
さらに、認知症などの慢性症状が最大のリスクで、介護の総費用は 50 万ドルを超える可
能性がある。家庭における介護費用が大きな割合を占めるが、その費用は上昇するばかり
である。
本誌はさまざまな専門家の協力を得て、介護のさまざまな段階を描き、関与する全ての
人々にとって資金的にも感情的にも最適な状況を可能にする計画を策定してみた。
• 第 1（初期）段階
当初は、ただ手伝っているだけのように感じられる。家族が協力して、通院の送り迎え
や簡単な家事を手伝うことになる。この段階では、出費が不規則で、費用を記録する人が
少ないために、費用の推定が困難である。
長期介護の大半は家族によって提供されるため、家族で集まって対象となる人の望みに
ついて相談すべきだ。見逃されがちだが、その際には残される配偶者の先行きの計画も含
める必要がある。議論では入手可能な資源（人や資金）も検討すべきだ。介護サービスの
提供者については、医師や弁護士の助言を受けよう。移動などについては、コミュニティ
ーサービスを活用し、緊急時に呼べる隣人や家族、友人を特定しよう。
この段階は、長期介護保険などの資金面の選択肢を検討する時期でもある。専門的な介
護が必要になる、慢性症状が表れる、または、車に障害者ステッカーを貼るとか歩行補助
器具を積むなどといった状態になれば、長期介護保険を買うには遅過ぎる。長期介護保険
はさまざまな分野をカバーするが、万能薬ではない。
多額の資産を持つ人々にとって、長期介護保険は家族のいさかいを緩和する助けとなる。
残される子供は介護費用の大部分を負担することができるが、負担額と相続予定資産をめ
ぐって争いが発生する可能性がある。長期介護保険は、この争いを和らげるのに役立つ。
望む介護の内容を記載した事前指示書を弁護士に作ってもらうこともできる。50 万ドル
を超える資産がある場合は、撤回可能信託の創設も選択肢の一つだ。また、信託を利用し
て、財産全体の所有権を与えることなく、介護に責任を持つ家族に費用を支払うことも可
能である。

• 第 2（要介護）段階
心臓発作などの急病によって、一夜にして介護が必要になることがある。最初の仕事は、
倒れた人が退院し、回復施設からも退所した後の行き先を早急に決めることだ。
メディケアは一般的に、患者が 3 日以上入院していた場合に、回復施設における当初 20
日分の費用を全額支払う。それ以降の自己負担は 1 日当たり 167.50 ドルで他の保険でカバ
ーできる可能性がある。しかし、メディケアは回復期における患者の回復度合いについて
厳格な要件を備えており、長期介護費用は支払わない。
次の段階では往々にして厳しい現実に直面することになる。サービス提供者は、自分が
提供できる限られた選択肢だけを伝え、他の提供者が提供できるサービスには言及せず、
互いの交流はない。
これは、残された家族（一般的に女性）が仕事を辞めて責任を負うことを考えるタイミ
ングでもある。介護する側は、収入が最高の時期に往々にして身を引くことになり、収入
や昇進だけでなく、将来の社会保障給付にも影響することになる。アドバイザーは、収入
が介護者を雇う費用で消えるとしても、労働時間の短縮やフレックスを活用して職にとど
まるよう進言する。
ケアマネジャーは、この迷路脱出の手助けができるため、最初に訪れるべき場所だ。ケ
アマネジャーの中には社会福祉のバックグラウンドを持ち、追い詰められた家族の相談に
も対応できる者もいれば、緊急時に病院へ駆けつけられる者もいる。費用は 1 時間当たり
125～185 ドルだ。
この段階では、有料介護者を見つけることが、最も困難なことの一つだ。介護者には、
家事を行う者、身の回りの世話をするが医療行為ができない介護士、医療行為を行える看
護師の 3 種類がある。あっせん所を訪れれば書類作業や介護士／看護師の経歴チェックな
どの煩わしさから逃れられるが、業界の回転は早く規制監督もほとんどない。しかし、四
六時中の見守りやシャワーに 2 人の補助が必要など、多くの補助が必要な人々にとっては
介護人を直接雇った方がコストは 30～50％安くなり得る。
大半の長期介護保険は、資格を持った看護師や家庭における補助、さらには家の改造費
用もカバーする。しかし、大半の保険は、入浴、着替え、食事などの日常生活動作のうち
の複数に介護が必要になるまで保険対象にならず、自費で介護を賄う期間が長期化するこ
とになる。さらに、長期保険は数年の介護しかカバーしておらず、1 日当たりの支払いはわ
ずか 250～300 ドルで、実際の費用はその額に容易に達してしまう。自分で動ける高齢者は、
1 日当たり約 70 ドルのデイケアサービスを利用でき、1 日当たり 6 時間で 135 ドル（中央
値）の介護士よりも安く済む。
裕福な顧客にとっては、介護費用を賄う選択肢としてリバースモーゲージの人気が再度
高まりつつある。ただし対象は、62 歳以上で自宅に居住する人々だ。利用可能額も年齢次
第で、例えば 80 歳では自宅の価値の 60％、最大 67 万 9000 ドルまで利用可能だ。
• 第 3（最終）段階
最後の段階では、より集中的な介護が必要となる。約 60％の介護者が、栄養補給チュー
ブの詰まりを取り除いたり注射したりするが、大抵はほとんど研修を受けていない。
高い水準の医療が必要な高齢者、認知症による常時の見守りが必須の高齢者や寝たきり
の高齢者には、アシステッドリビング（軽度要介護者賃貸住宅）が良い選択肢になるかも
しれない。しかし、そのような施設を選択した人々は、標準的なサービスに加えて、個人
的な介護士を雇わねばならず、年間 6 万～7 万ドルを既に支払っている利用者にとってはシ
ョックである。
家で介護する場合も、24 時間の介護が必要となれば、費用がかさむ。中央値では 1 時間
当たり 21.50 ドルで、1 日 16 時間雇えば 344 ドルになる。
手持ち資金が少ないが財産を残したい人々には、健康状態に基づいた即時年金も選択肢
となる。ただ一般的ではなく、ジェンワースなどの限られた保険会社しか扱っていない。
余命が 3～4 年の人々は、15 万ドルの即時年金を買い、無税で 3 万 5000～4 万 5000 ドル

を受け取ることができる。多額ではないが、資産を使い果たす懸念は小さくなる。
最終的には、メディケアの対象となるホスピス入所の評価を得るよう介護者に勧められ
る。ホスピスの人々は、余命の推定の他、入所者の居心地を良くし、介護する家族を支援
する最適な手段の判断が可能だ。

トヨタが定員３百人託児所、９工場から送迎で両立支援
産経新聞 2018 年 3 月 20 日
トヨタ自動車が開所する企業内
託児所「ぶぅぶフォレスト」＝２
０日午後、愛知県豊田市

トヨタ自動車は２０日、愛
知県豊田市で４月に開所す
る企業内託児所「ぶぅぶフォ
レスト」を報道陣に公開した。定員は３２０人で、企業内託児所としては国内最大級とい
う。保護者が働く本社周辺の９工場と託児所の間の送迎を専用バスでするほか、病児保育
や出張時の宿泊保育にも対応する。働きやすい環境を整え、仕事と家庭の両立を支援する。
託児所は、２階建てで延べ床面積は約３３００平方メートル。託児室は１７あり庭やプ
ールもある。工場で働くシフト勤務の従業員のため早朝や夜間の保育にも対応する。
隣接するトヨタ記念病院と連携し、病気にかかった子どもを最大２２人まで受け入れる。
病児保育は地域住民も利用できるようにした。
保育料は年齢に応じて１人目が月額約３万～６万円。２人目以降は割引料金が適用され
る。トヨタの上田達郎専務役員は託児所内で記者会見し「仕事に打ち込める環境を整えた」
と話した。４月から約１００人が入所する。
トヨタの本社周辺にはすでに三つの託児所があり１４０人が受け入れ可能だ。新設の託
児所と合わせると４月からの定員は計４６０人となる。

「殺人ロボット兵器」規制巡り討議 ４、８月に会合
共同通信 2018 年 3 月 21 日
人間の兵士に代わって敵を殺傷する「殺人ロボット兵器」の規制について話し合う国連
公式専門家会議の事務局は２０日までに、４月と８月にジュネーブで会合を開くと発表し
た。昨年１１月の初会合で２０１８年以降も議論継続の必要を確認していた。
殺人ロボット兵器の定義や、人間の関与、技術的な問題、規制の必要性などを協議し、
８月の会合で次年度以降も議論を続けるかどうかを決める予定。開催期間は４月９～１３
日と８月２７～３１日。
規制に関しては、途上国などに禁止条約制定を求める声がある一方、武器輸出大国の米
国やロシアは慎重な立場を崩していない。国連外交筋によると、今年の会合で議論が大き
く進展する可能性はほとんどないという。
殺人ロボット兵器を巡り、各国は特定通常兵器使用禁止制限条約（ＣＣＷ）の枠組みで
１３年に議論を開始し、約４年かけて公式専門家会議の設置にこぎ着けた。
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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