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一方、ダウン症を始め、遺伝子の変異によるたくさんの障害が胎児のうちに検査でわかるようにな
りました。そのため、遺伝子検査を受けるか受けないか、ダウン症等の障害を持つことがわかったら
生むのか生まないのか、夫婦と夫婦をとりまく家族は大きな決断を迫られることになってきました。
これからは、それぞれの家族が悩みながら答えを探すことになります。
これまで話してきたように、特別支援を必要とする子どもたちは、
「あななに与えられたかもしれ
ない病気の遺伝子を、たまたま受け取って生まれてきた人」であると理解し、この子たちにはどんな
「特別支援」を必要としているのか、隠されている能力をどう引き出してあげたらいいのかと、想像
しながら、やさしい笑顔を向けてください。
この子どもたちは、貴クラブ企画の「芋掘り」のような、人との「出会い」や「ふれあい」が多い
ほど、そして新しい経験が多いほど、心を開き成長していくのです。
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<ブリッジ>は抜歯した歯の隣に残った天然
歯（自分の歯）を削って土台とするので、
どれくらいかめるかは、土台となる天然歯
の状態によります。通常は、自分の歯と同
じくらいかめます。
<インプラント>は他の歯を削る必要はあり
ませんし、咬合力は天然歯とほぼ同じで、
天然歯と同じようにかめます！咬み心地も
かわりません。
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<ブリッジ>は、残っている自分の歯や歯茎の状況と、手入れの
仕方によって変わりますが、平均寿命は８年というデータがあ
ります。8年後には約半分はダメになるということです。ダメに
なった場合、土台となる自分の歯も失われる危険性がありま
す。これに対して、<インプラント>は、10年後の成功率は95％
くらいです。つまり100本のうち10年後ダメになるのは5本くら
いしかありません。20年後でも90％は大丈夫でしょう（つま
り、インプラントの平均寿命は30年以上と思われます）
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<ブリッジ>は、土台となる両隣の自分の歯を削りますから、削られ
た歯の寿命は当然短くなります。また、かむ力を、土台となる自分
の歯に負担させますから、過剰な力がかかります。ですから、ブ
リッジの平均寿命は8年なのです。
これに対して、<インプラント>は残っている歯を削ることもありま
せんし、残っている歯に力を掛けることもありません。それどころ
か、咬合力をしっかり支えますから、残っている歯の負担も少なく
なり、残っている歯の寿命も長くする期待が持てます。
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皆さん こんにちは。 北の方から秋の便りが届いております。
「赤とんぼ ススキ 新米の収穫」 また この周辺では蝉の鳴き声が消えて
もう直ぐ 秋の気配が感じられる今日この頃です。
各委員会の皆様には会の運営に多大なご協力をいただき、誠にありがとうござい
ます。更に毎週指導を受けながら例会運営に努力しているところであります。 こ
れからも引き続きご指導ご協力宜しくお願いいたします。
さて皆さん 超特急リニア中央新幹線と言う名称を聞いた事があると思いますがいよいよ２０２７
年に開業予定となりました。１４年後 品川－名古屋間開通の予定です。 ２８６ｋｍを１時間位で
結びます。最大時速５００ｋｍです。磁石のＮ極とＳ極を反発させて進みます。車体が１５ｃｍ浮い
ているので実際のレールは使用しません。スーと静かに進みます。全長の約８割が地下４０ｍのトン
ネル走行となります。ＪＲ東海が東京 神奈川 山梨 長野 岐阜 愛知 各県を横断します。南ア
ルプスを東西に貫通する直線的なルート着工となります。東京や愛知などではほとんどが地下４０ｍ
以上のトンネルになる為 地上の用地買収や事前の補償の必要が無くスムーズに着工できます。
現在のＪＲ品川駅 名古屋駅にプラットホームが併設されるほか通過する各県に一駅設けられる予
定です。山梨 長野 岐阜は地上 神奈川は地下の駅となることが決まっています。是非１度乗車し
てみたいものですね。
本日は野村会員の卓話がございます。どうぞご期待いただきたいと思います。
以上会長の挨拶といたします。
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松戸中央ロータリークラブ：8月29日（木）夜間移動例会（納涼会）の予定でした
が、通常例会に変更になりました。
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このServiceの意味は人のためにつくすこと。ビジネスでもServiceの心がけはシェルドンの言葉を借り
れば「永続的な顧客を得る道」であり、信用を増して繁栄への道につながる。

「特別支援」を必要とする子供たちについて（後編）
障害のあるお子さんの生まれる原因について、考えたとこがありますか？
妊娠中にかかった病気や飲んだ薬の影響を受けた例や、へその緒が巻きついてい
たり、陣痛微弱のため出産に時間がかかり、そのため子どもが酸素不足になって脳に障害が起きた例
も多いのです。広島・長崎の原子爆弾や、福島の原子力発電所事故から、放射能の影響も今心配され
ていますね。
他に病気や障害になる遺伝子を親から受け継いだ子もいます。
お手元のある「１／４の奇跡 副題―『強者』を救う『弱者』の話―」という本をご覧ください。
この本は石川県の特別支援学校の先生、山元加津子さんが特別支援学級の子どもたちとその保護者
との心の触れ合いを記したものです。
この本のタイトル「１／４の奇跡」とは、もう何年も前にＮＨＫテレビの科学番組「人体Ⅲ」で取
り上げられた話です。アフリカのある村がマラリアという伝染病で全滅しかかったとき、生き残った
のは、「鎌状赤血球症」という病気を発症させる遺伝子をもつ人達だったと言うのです。アフリカで
はマラリアに感染して死亡する人が多いので、鎌状赤血球症の遺伝子を代々伝えていくしくみが残っ
たのだろうと考えられているそうです。ここで、生き残った人々の子孫の内、１／４の人に「鎌状赤
血球症」という病気が発症し、発作が起こると激痛に襲われ、骨の壊死や、脳梗塞や心筋梗塞で死に
至るとても悲惨な病気で、患者の平均寿命は男性で４０代前半、女性で４０代後半なのだそうです。
しかし、このマラリアから生き残る自然の仕組みは、「鎌状赤血球症」を発症する１／４の人
（『弱者』）の存在があってはじめて成立するものなのです。
詳しいことは、世界でも「鎌状赤血球症」研究の第一人者である新原 豊（医学博士）教授がこの
本に書いています。
これは、今話題になっている「生物（が持つ遺伝子）の多様性」を保持しようとする活動とも深い
つながりがあります。
ご自身も障害を持つ、生命科学者の柳澤桂子さんは、この本の中でこう書いています。
「私たち全人類は、ひとつの大きな『遺伝子のプール』を共有しています。遺伝子プールには、突然
変異によって生じた、少しずつ違う遺伝子が蓄えられています。新しい子どもは、この大きな遺伝子
プールから、個性豊かな２万個もの遺伝子を与えられてこの世に生まれてくる。そのため、作られる
個体が、非常に多様性に富むことになるのです。人類が出現してこのかた、遺伝子という観点から見
ても、私たち一人ひとりは、唯一無二の存在なのです。
私たちを取り巻く現在のＤＮＡ環境は、想像を絶するような時間の試行錯誤の結果として得られた
ものなのです。
私たちは、遺伝子プールの中から、どの遺伝子を受け取るかということを、自分で選ぶことはでき
ません。そして、必ず誰かが、病気の遺伝子を持って生まれてこなければならない。それが、遺伝子
プールの構造なのです。
突然変異を起こして多様化していくことが、この地球に適応していくこと。多様化するときには、
ある一定の頻度で、重度の病気や障害を持つ子どもを生み出してしまうものです。個人にとって「悪
い遺伝子」というものはあるかもしれませんが、社会にとっての「悪い遺伝子」というものはありま
せん。このように、原因となる遺伝子を持って生まれた病気や障害のある子どもたちは、私たちに
とってとても大切な存在なのです。私たちの子どもや孫・曾孫の一人が偶然に突然変異を起こした遺
伝子を持って生まれることもあるのです。あなたに与えられたかもしれない病気の遺伝子を、たまた
ま受け取って生まれてきた人がいる。その人に、できるだけ快適な生涯を送れるように配慮し、尽く
すことは、健康に生まれてきたものの当然のつとめだと思います。
その時「我が家の家系にはいない」等とは言っていられないのです。人類のために多様な遺伝子を伝
えてくれている大切な存在なのです。遺伝病の「鎌状赤血球症」は、先ほど話した 新原 豊 医学
博士が長い研究の結果、治療薬をみつけ、もうすぐ一般に使われるようになるそうです。人類の医療
技術の進歩は本当にすごいものですね。
（次ページ）

