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障害者にやさしい本を 県内公立図書館、「ＬＬブック」導入の動き拡大
愛媛新聞 2018 年 5 月 2 日
ピクトグラムや写真などを多用して構成される「ＬＬ
ブック」
。障害のある人も楽しめる＝４月１８日、松山
市湊町７丁目

知的障害や発達障害のある人たちのため、ピ
クトグラム（絵文字）や写真、イラストを多用
して構成された本「ＬＬブック」。北欧を中心
に普及しているが、国内ではまだ出版点数が少
なく知られていない。ＬＬブックに親しんでも
らおうと、松山市湊町７丁目の市立中央図書館
はこのほど、作品を集めたコーナーを設置した。
誰もが読書しやすい環境づくりへ県内の公立図書館でもＬＬブック導入の動きは広がりつ
つある。
ＬＬブックは１９６０年代にスウェーデンで出版が始まった。ＬＬはスウェーデン語で
「やさしく読みやすい」という意味の略。文章は分かち書きで難しい語彙（ごい）や受け
身の表現を避け、写真やイラストを使って視覚的にも分かりやすくまとめているのが特徴
だ。欧米では読み書きが苦手な人だけでなく、高齢者や移民らにも読まれているという。
国内では２０００年代以降、ＬＬブックと明示した作品が出版されている。
同図書館では１６年からＬＬブックを導入。今年３月中旬、２階の障害者図書コーナー
内に８冊を集約した。布やフェルトを縫い合わせて作られる布絵本や点字図書、録音図書
とともに展示している。
「地震がきたらどうすればいいの？」
（埼玉福祉会）は、子どもが１人でいたときに地震
が起きた場合の避難方法を紹介。大きな絵に、「ゆれが とまったら にげます」といった
文とピクトグラムを組み合わせ、屋内外での具体的な対応策を説明する。
若い男女の恋物語をテーマにした「はつ恋」（樹村房）は写真を中心にストーリーが進ん
でいく。目次には海や男女、ロールケーキなどのピクトグラムが記され、字が読めなくて
も章ごとの内容が分かる。
同上旬にはＬＬブックの童話を使った「おはなし会」を開催。親子ら約３０人が参加し、
気に入った本を借りる人もいたという。司書の小池ひろみさん（４７）は「ピクトグラム
などがあると話の世界を楽しむ手段が増える。文字を読むのが苦手な人も、そうでない人
も同様に内容が理解できるので幅広く楽しんでもらいたい」と期待する。
図書館などでつくる「近畿視覚障害者情報サービス研究協議会」（大阪市）によると、Ｌ
Ｌブックの出版点数は１３年時点で約８０冊。樹村房（東京都）と埼玉福祉会（埼玉県）
では、１５年以降計１１冊を発刊した。作品はまだ限られているが、ＬＬブックを集める
図書館は全国的にも少しずつ増えているという。
障害者に必要な合理的配慮を公的機関に義務付けた「障害者差別解消法」の観点からも、

ＬＬブックの普及が求められる。今治市立中央図書館（同市常盤町５丁目）は１６年の法
施行を見据え、１５年からＬＬブックを配置してきた。現在１０冊ほどをそろえ、多様な
ニーズに応えるため、今後も蔵書を充実させていく方針だ。このほか東温市立図書館（同
市見奈良）などでも導入されている。

再犯ゼロを実現させた「ひとつ屋根農業」のすごい効果 奇跡の自立支援と言ってもいい
なかの かおり
現代ビジネス 2018 年 5 月 2 日
愛媛県今治市の松山刑務所大井造船作業場から脱走し、逃走していた受
刑者が、広島市内で身柄を拘束された。実質「矯正施設」のような刑務
所だったこの作業場からの脱走の理由は「刑務所での人間関係が嫌にな
ったから」と報じられている。
埼玉に、奇跡のような自立支援 NPO がある。なんと、ここに在籍する触
法障害者の再犯件数は 1 件もないというのだ。
触法障害者とは、知的な障害を抱えて法に触れることをしてしまう人たちのこと。受刑者
の中には、出所後も暮らす場や仕事、サポートする人がなく、結局再犯につながるケース
が少なくない。
埼玉にあるこの NPO 法人は、こうした触法障害者やニート・精神障害者など行き場のない
人のために、生活寮付きの農業で自立支援をしている。障害者の就労を取材し続けている
ジャーナリストのなかのかおりさんが、再犯防止に成功している理由を探った。
触法障害者がオリーブや野菜を作っていると聞き、埼玉県熊谷市の NPO 法人「グループフ
ァーム」を訪ねた。生活を共にする家があり、オリーブが植えられている。少し行くと広
い畑やビニールハウスがあって、メンバーが野菜の苗作りや袋詰めにあたっていた。
カメラを向けると最高の笑顔を見せてくれた。代表
の新井利昌さん（43）が描く、
「オリーブ畑をどんな
人も暮らせる居場所に」という夢を紹介する。
「みんなの父」新井さん（写真右）とメンバーたちの笑顔が
すべてを語る 撮影／なかのかおり

19 歳のときに障害者対象の寮を
新井さんの両親は、熊谷市で縫製業を営んでいた。
福祉法人の知人に協力し 1993 年、自宅を改装して知
的障害者の生活寮を始めた。96 年には障害者の支援
をするために父と株式会社「埼玉福興」を立ち上げ
た。新井さんは生活寮の仕事をしながら大学を卒業した。
「19 歳の時に突然、障害者と一緒に生きるようになりました。やるしかない状況で、戸惑
いも感じなかったですね。一人ひとりは目の前にいる『人』で、健常者も障害者も変わり
ません。昔も今も、自然体のまま一緒にいます」と新井さんは振り返る。
生活寮に住む障害者の働く場がなく、下請けでミシン作業をしていた。それも縮小し、血
圧計のパーツ作りやボールペン組み立てをやったが安定しない。仕事が海外に移り、機械
化して減っていった。新井さんは下請けをやめ、農業に参入することに。
「食料があれば食
べていける」
「農業はいろいろな作業があり、障害の程度に応じて何かしらできる」との期
待もあった。
2003 年、生活寮の運営と農業に取り組む NPO 法人グループファームを設立。近隣にない
ものをとひらめき、新井さんは小豆島を訪ねてオリーブの木を 200 本買い、熊谷に植えた。
メインの農業としては、水耕栽培から始めた。富山で障害者雇用を実現している会社を知
り、現地でノウハウを教えてもらった。ハウスなら天候や季節を問わず、雨が降っても仕
事がある。サラダホウレンソウの栽培を始め、試行錯誤した末に軌道に乗った。09 年に農
業をする B 型の福祉事業所「オリーブファーム」をスタート。

プロ農家の支援で仕事増やす
その後はイタリア野菜を作るプランがあったが、うまく行かず、地元のプロである専業農
家に協力してもらうことに。最初は農家が生産する玉ねぎの作業を受託して、障害者が手
伝う程度だった。それから土地を貸してもらい、貯蔵や出荷のスペースも確保できて、こ
の農家を通して市場の出荷が可能になった。新井さんたちは独自に玉ねぎの生産を始めた。
現在の農地は 4.4 ヘクタール。玉ねぎや白菜の露地栽培、ルッコラやサラダホウレンソウの
水耕栽培のほか、農家に委託されて長ネギなどの苗を作る。他の福祉事業所と連携してブ
ランド野菜も手がける。NPO だけでなく会社も経営しているので事業を展開しやすいとい
う。
「自然の中で体を動かすうち健康になるし、合った仕事を見つけて力を発揮できる。能力
のある人に、障害者だからといって単純な作業をさせていたら飽きてしまう。例えば刑務
所から来た男性は、人付き合いが難しかったのですが、農業の現場でリーダーになり活躍
しています。彼を親分、少年院から来た子を弟子と見立
てて関係を作ったらうまくいきました」
（新井さん）
室内作業をするメンバーたち

撮影／なかのかおり

行き場ない人を受け入れる寮
障害者の就労について新井さんの考えは、「生活を安定
させるのが大事」ということ。
「仕事さえあれば 9 時から 5 時までの居場所を作るのは
簡単。5 時以降の生活が大変なんです。生活が安定しな
いと、社会からはじかれた人たちは仕事もできない。私
たちは住む場所があるので、どんな人もいったんは受け
入れられます」
B 型の事業所で農業にあたる 30 人のうち、多くは生活寮で共に暮らす。
19 歳から 70 代で、
知的・精神・発達と障害も様々だ。地域でも施設でも暮らせず、福祉で対応できない人が
多い。非常ベルを押してしまったり、壁掛け時計があると取り外してしまったり……。
8 年前からは、医療少年院に頼まれて出所した少年を受け入れ、今は 7 人の触法障害者がい
る。適切な福祉を受けられず犯罪を繰り返す知的障害者が問題になっている中、ここでは
再犯せずに暮らす。
「寮生活は心身の安定に大きく影響している。障害者同士が、2 人部屋で面倒を見合う家族
のような関係があることで、再犯防止につながっています」
夜や休日は自由に過ごす
寮のメンバーは、7 時 15 分から朝ごはん。食べない人もいるし寝坊する人もいるゆるやか
な感じだという。随時、歩いて 2 キロ先の畑に行く。9 時から午後 4 時ぐらいまで作業をし
て、お昼はお弁当。夜は、ごはんや入浴の他は自由時間だ。
土曜日はみんなで掃除や家事をする。寮母がいない日は自分たちでパンを食べる。休日は、
出かけるのも自由。テレビゲームをしたり、YouTube を見たりする人もいる。
「インターネ
ットができるところがいい」とここに来た発達障害の男性は、かつて大変な金額をネット
で使ってしまった。今は新井さんと、スマホの限定プランで管理すると約束している。
家族のように一緒に暮らすことのできる寮。ここもみなの「居場
所」だ 撮影／なかのかおり

対等なビジネスパートナー
働く場である B 型事業所の工賃は、月に 1 万 5 千円。
寮の費用は月 7 万 5 千円で、利用者が工賃と障害者年金
などから支払う。管理者側には、月に 1 人 8 万 9 千円
の給付がある。新井さんはこう説明する。
「障害者年金と生活寮があるので、障害者は生活には困
りませんが、工賃を年収ベースで月あたり 4 万 5 千円に

増やす計画です。施設外就労として、協力する農家の手伝いで時給を見込めるものの、下
請けや手伝いがメインでなく自分たちで作る充実感を大事にします。取り引き先にも、対
等なビジネスパートナーとして認められています」
仕事は必要に応じて作り出す。最近は精神障害のある女性を受け入れた。病院や施設にな
じめず、困った家族が新井さんの活動をラジオで知り、遠方から連れてきたという。新井
さんがアパートを借りて、ファームに彼女のためのアトリエを作り、アート製作の仕事を
生み出そうとしている。
「農業の就労に入れない人には、できることに合わせて居場所を作るしかない。彼女は、
知的障害者より自分が上だと思っている。私は『自分だって何も持っていないじゃん』『俺
も福祉の人じゃないんだよ』と話して本気で向き合っています」。こうしたエピソードや、
「メンバーが寮に集まる夕方 5 時以降が、一番忙しい」という話を聞くと、新井さんはみ
んなのお父さんのような存在でもあると思った。
これからの社会に必要なのは「居場所」
触法障害者や一般の労働市場では仕事が見つかりにくい人たちのために、仕事を生み出す
ビジネスは「ソーシャルファーム」と呼ばれ、国内外で注目されている。ソーシャルは社
会的な、ファームは企業の意味で、一般的就労でもなく福祉的就労でもない第三の就労形
態だ。イタリアの精神病院にいた患者のために始まったという。
「私たちは行き場のない人を受け入れてきた結果、ソーシャルファームに近い場ができた
と思います。どうやったらその人が能力を生かして働けるか、どうしたら売り上げが増え
てみんなの自立につながるか。目の前の課題一つひとつに、必死に向き合ってきました」
と新井さん。
「高齢者は介護施設、障害者は作業所、精神障害は医療施設とわけるのはいい
ことでしょうか？これからの社会に必要なのは、どんな人もいられる居場所です」
さらに福祉と農業の連携で、人手不足の農業の活性化も目指す。
「福祉事業所に入る 1 人当
たり年間 300 万円をベースに農業をすれば、若者が集まるかもしれません。支援付きの農
業を広めて、地域を盛り上げたい。最終的には自分たちで利益を上げ、税金を払うのが大
事と考えています」
自分たちの死後も障害者の働く場に
新井さんが農業を始める時に植えたオリーブは、どうなったのだろうか。
農薬や肥料を使わない自然栽培をしていて、ファームの希望の象徴になっている。これま
でに、オリーブの葉をお茶にして販売。また、まだ売り出す量はないが、実からオイルを
しぼる技術をスタッフが身につけ、オリーブオイルの国際的なコンテストで賞を取った。
数年前には近くの園芸会社と協力することになり、一緒にオリーブの木を植えている。そ
の会社の畑に行き、メンバーが収穫を手伝う。
オリーブをしぼる技術には太鼓判がおされた。今後オリーブを生
かして新たなビジネスを展開していく 写真提供／新井さん

積極的に働けない障害者の「グリーンケア」にも役立つ。
グリーンケアのメンバーは、オリーブの葉や実を取った
り、草刈りをしたりする。緑に触れ、園芸療法のような
心身への効果があるという。精神障害のある男性が、オ
リーブ栽培を志願して福祉事業所に入り、社員にステッ
プアップ。今はグリーンケアのリーダーとして活躍し、
園芸福祉士の資格を取った。
「オリーブの木は千年、生きると言われます。将来は 100 万本にしたい。自分たちが亡く
なった後に、障害者の働く場や収入源として活用してほしいんです」
。これが、新井さんや
園芸仲間の切実な願いだ。
新井さんは熊谷近くの群馬県内にも、同様のグループホームや NPO を作って運営する。こ
のエリアにある利根川の土手に、オリーブ畑を広げる。どんな人でも暮らせて、亡くなっ
たら木のふもとに眠る。名所にもなり、たくさんの人が来て地域経済が活性化する――。

こんな夢を描いている。

【国際情勢分析】欧州で女性指導者続々

福祉重視の「母性的」政府、軍縮小も後押し
産經新聞 2018 年 5 月 2 日
欧州各国で女性指導者が続々と誕生している。ルーマニアでは今
年１月、ビオリカ・ダンチラ氏（５４）が同国初の女性首相に就任
し、欧州の現職指導者として１０人目となった。女性の指導者誕生
の背景には、議員数の一定割合を女性とする目標を政党が明示して

いることや、政府が
社 会福 祉政 策を 実
行する「母性的」な
機 関と 受け 止め ら
れ てい るな ど文 化
的 事情 もあ りそ う
だ。
「ユーロ圏参加は
２ ００ ７年 の欧 州
連合（ＥＵ）加盟以
来、最大のプロジェ
クトになる」
欧州 単一 通貨 ユ
ー ロの ２４ 年導 入
を 目指 すダ ンチ ラ
氏は３月下旬、こう
強調した。ルーマニ
アが１７年、農業や
ＩＴ分野などを中心にＥＵ域内で最も高い経済成長を見せたことも訴えるなど、ユーロ圏
入りを強くアピールしている。
セルビアでもアナ・ブルナビッチ首相（４２）が昨年６月、エストニアでもケルスティ・
カリユライド大統領（４８）が１６年１０月に就任。若い女性指導者への期待は高まって
いる。
ノルウェーでは、アーナ・ソルベルグ首相（５７）が１３年の総選挙で勝利し、昨年９
月に再選を果たした。米ブルームバーグ通信は景気後退を防ぐため、原油で得た富を記録
的な規模で支出した政策が評価されたと報道。「この３０年余りの間、保守党で初めて再選
された党首」とも伝えた。
米誌ＵＳニューズ＆ワールド・リポート（電子版）は、欧州で女性指導者が相次いで誕
生する背景には、議員の一定割合を女性とする制度「クオータ」が普及しているという事
情があると指摘。アンゲラ・メルケル首相（６３）のドイツやテリーザ・メイ首相（６１）
の英国、国連教育科学文化機関（ユネスコ）のビグディス・フィンボガドゥティル親善大
使が１９８０～９６年まで大統領を務めていたアイスランドでは、政党内で一定数のクオ
ータ達成が目標として掲げられている。
スウェーデンの「民主主義・選挙支援国際研究所」によると、女性議員増員を目指す取
り組みが奏功し、ドイツの連邦議会では５９８議席中、２１８議席（約３６％）▽英下院
議会で６５０議席中２０８議席（約３２％）▽アイスランド議会で６３議席中２４議席（約
３８％）を女性が占める。日本の女性議員（衆議院４６５議席中４７議席＝約１０％）と
は大きな開きがある。
米紙ニューヨーク・タイムズ（電子版）は、欧州では政府が「母性的な」機関と受け止

められ、福祉政策を実践する役割を担う「高い地位の政治家」には「女性がふさわしい」
とする見方が市民の間で浸透しているとの学者の見解を紹介。それに対し米国では、大統
領は米軍の最高司令官という性格を持ち、女性がその職に就くことは「より難しい」と捉
えられているとも付け加えた。
ブルームバーグ通信は、昨年５月に開かれたＥＵの国防相会議にドイツやフランスなど
計５カ国から女性の国防相が出席したことを取り上げ、各国で軍人数が減少傾向にある点
に注目した。２０１６年の軍人数が０９年と比べて縮小傾向にあり、特に独、仏、オラン
ダ、スペインの４カ国は、縮小の速度が「防衛のトップを男性領域とする米国よりも速い」
と指摘した。
国防を北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）軍による集団防衛に委ねている国も多い欧州では、
軍事という「父性的」な役割を自国のリーダーに求める傾向が薄れつつあるといえそうだ。
欧州事情に詳しい日本の研究者は、欧州では男女平等意識が浸透し、「市民の間で女性の
政治指導者に対する抵抗が小さい。優秀であれば、ジェンダーは関係ないと考える傾向が
強い」と分析している。
（外信部 岡田美月）

「女子は 1 軍、2 軍、3 軍に分かれている」
西日本新聞 2018 年 5 月 1 日
大人と違う物差しで階層化
いじめ問題の背後に「スクールカースト」
と呼ばれる子ども社会があるという。クラス
内の立ち位置を序列、階層化する傾向だ。九
州北部の住宅街にある小学校。５年生の担任
をしていた教員（４０代）は、いじめをテー
マにした授業後、ある女子児童が書いてきた
感想文でその現実の一端を知った。「女子は
１軍、２軍、３軍に分かれている」 （文中
いずれも仮名）
感想文を書いたキョウコによると、１軍は
流行に敏感でオシャレなグループ。まじめで
勉強ができるのが２軍。いずれにも疎いのが
３軍で、キョウコは３軍。１軍トップがアオ
イなのだという。
アオイは快活で、ファッションセンスも目
を引く。そのクラスが始まった３年前の１学
期、アオイが中心となったいじめが表面化し
た。
級友同士の「力関係」が形成されていく６月だった。
クラスには、鼻水をよくティッシュで拭くタケルがいた。
「ばい菌」「食べ方が変」
。いわ
れのない中傷を先導したのがアオイ。周りの女子も同調して掃除中、誰もタケルの机に触
らない。
タケルは不登校になった。
いじめに気付いた担任は、いじめの４層構造（被害者、加害者、観衆、傍観者）を説明
したうえで、被害者の苦しみやつらさ、加害と傍観の罪を諭した。
授業では、架空のこんな事例でも話し合った。
〈
「カンニングをした」とうわさされたＡが孤立。学級会でＢが問題提起すると、今度は
リーダー格のＣが中心となり、Ｂが無視されるようになった〉
「どうしてＢは無視されないといけないの？」
。担任の問い掛けに、女子たちは互いの顔
スクールカースト いじめの温床

色をうかがい、なかなか意見を出さなかったが、１人の発言を機に発言が続いた。
「Ｃがリーダーなので、他の子は逆らえなくなっている」
「無視されると怖い」
「それって女子の遊びやん。いつもしてるやん」
「泣いているところを見ていると、面白いやん」
担任は放課後、「面白い」と発言したユイと話した。「からかうと反応が面白い」とユイ
は言う。担任が「自分がそうなったら？」と聞くと「そりゃ、つらいよ」
。
この授業後、キョウコは感想文に「スクールカースト」の息苦しさをつづった。「まるで
江戸時代の身分制だな」と担任は思う。勉強ができるユイは２軍なのだという。
でも実は、アオイも悩んでいた。障害のある姉に、母がかかりっきりになっていた。
「私の言うことを聞いてくれない」
。アオイは友人同士のラインに「死にたい」と書き込
み、授業中に刃物を手首に当てるしぐさも見せ、ドキッとさせる。
担任があらためて話を聞くと、泣きながら「私はいない方がいい」
。アオイの状態を伝え
ると、母親は学校を訪れ、娘を喝した。「なんしようとか」。アオイの口癖は「お母さんは
絶対に分かってくれない」
。担任はやるせなかった。
子ども同士の人間関係、家庭の背景も絡み、顕在化するスクールカースト。それは大人
が考える勉強や生活態度などではなく、全く別の物差しが支配するクラス階層だ。
しかもその位置は流動的で、ささいなことで上下する。担任には、人気投票で力関係が
決まるアイドルグループの総選挙も投影されているようにも思える。
学年末、担任はアオイから手紙をもらった。「心配させてごめんね」と書いてあった。
アオイはいま、どうしているのだろう。自分に何ができ、何ができなかったのか…。そ
んなことを考えながら担任はいま、新たなクラスと向き合っている。
◆いじめの４層構造 いじめ問題を研究する森田洋司・大阪市立大名誉教授が１９８６
年に提唱した。被害者、加害者、聴衆、傍観者の外に、保護者や地域の存在があることも
忘れてはならない。４層間の関係は固定されたものではなく、被害者が加害者になったり、
いじめをはやし立てる聴衆が被害者に転じたり、その関係はちょっとしたことで入れ替わ
る。いじめ対策として、一番外側の傍観者を動かし、いじめ抑止につなげることが有効と
されるが、容易ではない。

水俣病確認６２年

「魚うまかね」小児性患者が祈りの言葉

毎日新聞 2018 年 5 月 2 日

水俣病犠牲者慰霊式で祈りの言葉を述べる金子親雄さん＝熊本県水俣市で２
０１８年５月１日、津村豊和撮影

水俣病の公式確認から６２年を迎えた１日、熊本県水俣市で営
まれた水俣病犠牲者慰霊式で「祈りの言葉」を述べた患者・遺族
代表の小児性患者、金子親雄（ちかお）さん（６６）は、２年前
に９４歳で他界した認定患者の母、そして水俣病公式確認の前年
に劇症型の水俣病のため２０代で亡くなった父に向かい、万感の
思いを込めて語りかけた。
【笠井光俊】
「母さん、今は何をしていますか。父さんと『うまかー』って、
好きな魚を食べてますか」
金子家は、原因企業チッソが水銀を排出した水俣湾に突き出た
小さな岬に住んでいた。親雄さんは２歳だった１９５３年、足がよろめき始め、言葉をう
まく発せなくなった。翌年生まれた弟は１カ月もせず急死。父もすぐに転ぶようになり、
原因不明のまま激しいけいれんの末に息絶えた。直後に生まれた弟（６２）は後に水俣病
研究の第一人者、故原田正純（まさずみ）医師が胎児性水俣病を発見するきっかけとなっ
た。
「母さんは苦しみや悲しみに負けず、頑張り屋で親切で、人の喜ぶ姿が大好きでしたね」

母スミ子さんは自らも水俣病の症状に苦しみながら、畑仕事などをして一家を支えた。
親雄さんはそうした母の姿を見ながらリハビリを続け、病院から小中学校に通って１８歳
でチッソの関連会社に就職。発泡スチロール製造やゴルフ場管理などの仕事を続けて定年
まで勤め上げた。ただ、水俣病によって言葉を話しにくい障害があるため、人前で話すこ
とは避けてきた。
スミ子さんは２００２年から市立水俣病資料館の語り部を務めていた。
「世界中の女性た
ちに私のような妻として母としての苦しみを味わわせたくない」との思いからだった。そ
のスミ子さんが亡くなり、今回、
「祈りの言葉」の打診を受けた親雄さんは「次は俺が伝え
る番だね」と心に決めた。妻や３人の娘の助けを受けながら何を伝えるべきかを考え、こ
の日を迎えた。
「母さん、私が今日話すとは夢にも思わなかったでしょう。いま私たちに何ができるの
か。一番苦しんだ人が、一番幸せになれる。その強い心をもって、人に勇気を与える人生
をこれからも歩んでいきます」

年金給付水準が低下…２０５０年には世帯主８５歳で預貯金ゼロが半数
読売新聞 2018 年 5 月 1 日
公的年金の給付水準が低下し、2050 年には世帯主が８５歳の世帯の 48.8％で、預貯金が
ゼロになるなど、金融資産が枯渇する可能性があるとの試算を三菱ＵＦＪリサーチ＆コン
サルティングがまとめた。年金制度は少子高齢化が進んでも過度に現役世代の負担が増え
ないように、物価の上昇に比べて年金給付の増額を抑える「マクロ経済スライド」という
仕組みが導入されている。同社は６５歳時点の貯蓄額や老後の生活費が現在の高齢者並み
であると仮定し、マクロ経済スライドによる給付水準低下の影響を試算した。一方、試算
では 30 歳時点から年間所得の１割を毎年、資産形成にまわすと、金融資産が枯渇する世帯
は 48.8％から約 17 ポイント減少し、31.9％になるとした。65～74 歳の 10 年間に毎年 100
万円の就労所得があれば、さらに約 17 ポイント減り、14.8％になるという。

赤ちゃんに ES 細胞からの幹細胞移植、秋に治験開始へ
朝日新聞 2018 年 5 月 2 日
重い肝臓病の赤ちゃんに、ヒトのＥＳ細胞（胚（はい）性幹細胞）から作った肝細胞を
移植して治療する臨床試験（治験）について、国立成育医療研究センター（東京都）が今
秋にも１人目の移植を予定している。国への申請が先月末までに認められた。人の病気の
治療にＥＳ細胞が使われるのは国内初となる。センターによると、治療の対象となるのは、
肝臓の酵素が欠けていて、有毒なアンモニアを生まれつき分解できない尿素サイクル異常
症の赤ちゃん。血中のアンモニア濃度が上がると脳に障害がでる。１０万人に１人ほどに
発症し、死亡率も高い。治療には肝臓移植が必要だが、安全面から体重６キロ（生後３～
６カ月）以上が好ましいとされる。治験では、ＥＳ細胞から作った数千万個の肝細胞を乳
児の血管から注射。この肝細胞がアンモニアを分解する。夏ごろから患者を募集し、早け
れば秋に１人目の移植を予定。１年間で５人を目標に移植し、安全性や
効果を確認する。同センター研究所の梅沢明弘副所長は「治療を待って
いる赤ちゃんは多い。肝臓移植までの『橋渡し』となる治療法を確立し
たい」と話す。ＥＳ細胞は、ｉＰＳ細胞と同様に様々な組織の細胞にな
ることから万能細胞とも呼ばれる。ただ、使われなかったヒトの受精卵
から作るため倫理的な課題があるとして、国内では長く基礎研究に限ら
れていた。米英などでは目の難病などで治験が行われている。（戸田政考）
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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