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会長挨拶

朝晩の冷え込みが増し、北海道
からは雪の便りが届く季節になり
ました。
皆様、既に新聞報道などで御存
知と思いますが、京都大学の山中
教授が開発された iPS 細胞が作成
されてから 12 年の年月が経ちまし
た。この iPS 細胞を利用した診療
が本格的に始まってきました。
一昨年からは眼の網膜黄斑部加
齢色素変性症に対しての網膜移植
手術、そして今年からは血液の血
小板減少症に対して、血小板を産
生させる iPS 細胞移植が始まりま
した。白血病などの血液腫瘍では
血小板が減少して、出血が止まら
なくなります。今までは血小板輸
血しか方法がなかったのですが、

第１４７２回例会

これからは輸血に頼らずに治療で
きる可能性が高まります。
最近、神経の病気であるパーキ
ンソン病に対して、脳内への iPS
細胞移植を京都大学が始める報道
がありました。大阪大学では、拡
張型心筋症と言われる難病の心臓
疾患に対して、弱った心臓の筋肉
の働きを助ける心筋シートが iPS
細胞を利用して作られ、使われる
ようになります。心臓移植しか治
療法の無かった患者さんに対して
その効果が期待されます。
また交通事故などでの背骨、脊
髄損傷で起きた下半身麻痺に対
し、傷んだ脊髄細胞へ iPS 細胞か
ら作った神経細胞を投与すること
で機能を回復させようとする試み
が、慶応大学から発表されました。
今まで、札幌医科大学での自分の
骨髄から採取した骨髄幹細胞を移
植して脳脊髄損傷の改善が見られ
たという報告がありますが、今後
は iPS 細胞を利用した治療法も加
わり、リハビリ以外に治療法の無
かったこの病気に対して、 治療
の革命が起こるかもしれません。
また iPS 細胞での難しい病気の
真相解明や,新薬の開発も考えられ
ています。 iPS 細胞を利用した医
学研究は今後も進み、今の医療を
大きく変える力を持っています。
是非この分野での日本の研究発展
を見守りたいものです。
今日は航空自衛隊浜松基地司令
官の津田昌隆様にお越し頂きまし
た。世界の不安定化が進んでいる
今、まさに私達が知っておくべき
お話をして頂けると思います。御
清聴をお願い致します。
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・次週は法定休日で例会はありませ
ん。その次は地区 R 財団委員長の曽
根眞人さんの卓話です。
≪米山功労者表彰≫
・峰野好正さん眞瀬悦邦さん

委員会報告

山本遼太郎さん

来年 4 月の統一地方選、市長選挙
に自民党から立候補が決まりまし
た。

力の増強につながっていて、特に沖
縄とグアムが要所です。この 10 年
近代機が約 3 倍に増えています。戦
♪鬼頭秀行さん、川合弘高さん
本日は航空自衛隊浜松基地の津 闘機でこれなので、他の装備品につ
田昌隆様に日本の防衛について卓 いても同様だと思われます。戦闘機
話をして頂きます。ご清聴下さい。 の性能も向上していて、レーダーを
積んだ航空機や空中給油機、空母の
卓話「我が国の空における現状」 開発も進んでいます。ミサイルの開
発も逐次行われ、第 1 列島線、第 2
列島線に届くミサイルが開発され
ゲスト紹介：河村基夫さん
昭和 39 年 1 月生まれ。
東京出身。 ています。
2008 年以降、中国の活動が顕著
昭和 62 年防衛大学卒業、平成 29
になっています。
東シナ海から西太
年 3 月より現職。
＊＊＊・＊＊＊・＊＊＊・＊＊＊ 平洋へ、2015 年以降は千島海峡を
通行、紀伊半島沖までの爆撃機の進
津田 昌隆様
出がみられています。今では東シナ
海、南シナ海での活動は常態化し、
今後は第 2 列島線への活動強化が
懸念されています。現在中国は国産
１隻を含む 2 隻の空母があります
が、今後 4 隻以上の空母を保有する
計画と見られます。まず領有を主張
し、その後既成事実の構築を図り、
私の父も自衛官で、その関係で 最後に実行支配という形で進めら
昭和 45 年から 2 年浜松市に住んで れています。尖閣列島では、船舶や
いました。その後、平成元年には 漁船の活動が活発化しています。
操縦訓練のため 8 ヵ月、最近では
北朝鮮は、この 10 年間で 100 倍
平成 25 年から 27 年には AWACS の能力を有し、対象や目標に合わせ
の隊員として浜松にいました。今 て任意に変える高い水準を持って
回、３回目の勤務になります。現 いると見られます。射程距離や保有
在将補で、各階級２～3 年勤務し 数も大きく、いつでも発射できる体
てきました。もともとは戦闘機パ 制にあるとされ、さらに挑発的な行
イロットで F1 と F２という飛行 動が継続していて、重大な脅威が近
機に乗っていました。
くにある状態です。
初めに我が国周辺の空につい
ロシアも我が国周辺でプレゼン
て。朝鮮半島の核実験や弾道ミサ スを行っています。
イルなどは記憶に新しいことだと
領土主権、経済圏域をめぐって国
思います。ロシアや中国の軍用機 家間がせめぎ合い、グレーゾーンが
も活発に動いています。航空自衛 増加しています。パワーバランスの
隊のスクランブル回数は毎年 900 構造的変化、特に中国の台頭、米国
～1000 件。平成 25 年以降南西域 の低下、トランプ政権でますます先
が、特に一昨年は多かったです。 が不透明という厳しい状況です。
全体の半分以上が中国に対するス
航空自衛隊の任務は、平素の対領
クランブルですが、最近はロシア 空侵犯措置です。平時において陸は
も活発になっています。
警察、海は海上保安庁がいますが、
中国については、第 1 列島線（九 空は平時も航空自衛隊だけ、空を守
州、沖縄、尖閣諸島台湾、フィリ る唯一の存在です。公海上空を飛行
ピン、南シナ海を結ぶ線）と第 2 するのは自由ですが、領空について
列島線（伊豆半島、小笠原諸島、 は許可なく通行できません。領空を
グアム、ミクロネシアを含む線） 守ることは国民の財産生命を守る
が重要で、中国の太平洋進出を封 ことです。航空自衛隊の輸送機が外
じる線になっています。逆に中国 国に飛行するには其々の国の許可
は、このラインが国内を守る防衛 を取ります。従って、国際緊急援助
線と考えています。中国は勢力圏 活動の際も大使館を通して許可が
内を段階的に拡大することが軍事 取れないと中々出発ができません。
スマイル

領空侵犯については全国 28 か所
の警戒監視部隊で行っていますが、
低高度の目標に対しては、間隙が生
じます。AWACS はこの南西域に毎
日 2 時間かけて行き、警戒監視を
しています。弾道ミサイルの対応に
ついては地対空誘導弾部隊が全国
主要都市に配備されています。
その他の活動としては、海外被災
地域への人員物資輸送国際緊急援
助活動、国際平和協力業務（PKO）
、
在外邦人輸送、国賓等の輸送、能力
構築支援（東南アジアの国の能力向
上支援）
、米国、豪州と協力してグ
アム周辺の離島へ物資を届ける人
道支援、災害派遣や急患空輸があり
ます。
今後も空の守護神として、我が国
の空を断固守る決意で、整備を進め
るとともに任務訓練に力を注いで
いきます。来週 11 月 25 日にはエ
アフェスタを開催します。ご来場を
お待ちしております。
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