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おたふく風邪と聴覚障害

麻疹（はしか）と風疹

NHK 総合テレビで 4 月スタートの連続テレビ小説は
『半分、青い。』
、小学 3 年生の時、おたふく風邪（ムン
プス）で左耳の聴力を失った主人公が元気に生きていく
姿が描かれています。
主人公の聴覚障害はムンプス難聴といわれるもので
「ワクチンで予防できる唯一の後天性感音難聴」とされ
ます。多くの国がそのワクチンを定期接種していますが、
日本は任意接種で接種率は 3～4 割とされ、おたふく風
邪の流行を繰り返す数少ない国のひとつです。日本耳鼻
咽喉科学会の「2015～2016 年に発症したムンプス難
聴の大規模全国調査」によれば難聴の発症年齢は 2～
15 歳が最も多く、次いで 20 歳代後半から 30 歳代に
ピークが認められています。
厚生労働省に「おたふくかぜワクチンの定期接種化に
関する要望」が今年 3 月 11 日、日本小児科学会をはじ
めとする 17 学術団体で構成される予防接種推進専門協
議会から出されました。ただ、現在のところ、定期接種
化は不明です。このため、おたふく風邪の後遺症として
両耳難聴もあること、そして子どもだけの病気でないこ
とをご理解いただき、ワクチン接種をご検討ください。
聴力 40dB は普通の話し声がやっと聞き取れる軽度
難聴で世界保健機構は聴力 41dB から補聴器装用を推
奨していますが、日本では両耳の聴力レベル 70dB 以
上でないと身体障害者手帳は交付されず、片耳の聴力が
失われても片耳が軽度難聴では手帳は交付されません。

今年 3 月に沖縄県で外国人観光客の麻疹に感染して
4 月に麻疹が流行しています。麻疹は感染力が強く、合
併症として肺炎や脳炎を発症した場合、死に至る場合が
あり、脳炎では後遺症が残る場合があります。そして妊
婦が感染すると「早産」や「流産」のリスクが高くなり
ます。国立感染症研究所の 2017 年の調査で麻疹患者
が多かったのは 18～40 歳でこの世代が抗体を持って
いないか、不十分なため、ウイルスから身を守れない人
が多いことが原因とされます。
2012～2013 年、風疹が流行し、免疫のない女性が
妊娠初期に風疹に罹患し、胎児に感染して先天性風疹症
候群（先天性心疾患、難聴、白内障などの障害）の子ど
も達が産まれました。風しんの予防としてワクチン接種
がありますが、制度の変遷もあって「今は成人に多い病
気で、特に 10 代後半～50 代前半の男性、10 代後半
から 30 代前半の女性が多く発病」、「昭和 54 年 4 月 2
日～平成 7 年 4 月 1 日生まれの男女は接種率が低く、
昭和 54 年 4 月 1 日以前生まれの男性は子どもの頃に
定期接種のチャンスがありませんでした」とされます。
国立感染症研究所は沖縄県での麻疹の流行を受けて
4 月 17 日、
「麻しん風しん混合（MR）ワクチン接種の
考え方」を公表し、可能な限り早めのワクチン接種を奨
めています。なお、注意点として妊娠出産年齢の女性は
接種前に妊娠していないことや接種後 2 ヶ月は妊娠し
ないようにすること等が、MR ワクチン接種不適当者と
ともに示されています。

一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会の許可を得て掲載

難聴と認知症
「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」
（2015 年、厚生労働省）で認知症の危険因子として加
齢、遺伝性のもの、高血圧、糖尿病、喫煙、頭部外傷、
難聴等が示されました。難聴と認知機能の低下の関係は
解明されていず、共通原因説など様々な仮説があります
が、難聴により認知機能のテストで実力より低く評価さ
れてしまう「誤解」説もあります。
他者からの話がよく聞き取れず、聞き返すのが嫌で適
当な返事をし、それがおかしな返事だった場合、認知機
能の低下を疑われます。補聴器で改善される場合もあり
ます。耳鳴りを感じたり、「聞こえが悪くなった」と感
じたら、耳鼻咽喉科で聴力検査を受けてください。流山
市には複数の耳鼻咽喉科の医院やクリニックがあり、南
流山地域では大谷耳鼻咽喉科医院（☎ 7140-7533、
南流山 4-1-15 -4F）があります。

平成 30 年度総会の報告
南流山地区社会福祉協議会は南流山小学校区の自治
会、婦人会、老人会、民生委員、ボランティアなどで構
成されます。5 月 6 日、南流山自治会館で平成 30 年度
総会が開催され、今年度の事業計画や予算案などが承認
され、下記の活動を行うことになりました。日程未定の
ものは地区社協のホームページなどでご案内します。
平成 30 年度の事業の概要
事業
概要
健康講座
ゲーム感覚の運動を交えて体操
（ 毎 月 第 ４ 土曜日 を行ないます。事前の申込み、会
の 10～12 時、
費は不要です。タオル、着替え、
南 流 山 福 祉 会館の 飲料水、そして歩きやすい靴をご
大広間）
用意ください。
ふれあいのつどい
グランドゴルフ大会を開催
（南流山小学校他） （6 月 5 日、秋（未定））

■

ふれあいサロン
『水仙の会』
（毎月第 ３月曜日
10:30～15:00、
南流山自治会館）
「いきいき
シニアの会」
(地区敬老行事)
（10 月 21 日）
独居高齢者等の
見守り活動
(南流山ひまわり会)

催し物や会食(300 円)をご高齢
の方に楽しんでいただきます。事
前申込みは不要です。なお、8 月
はお休みです。

南流山小学校区にお住まいの 70
歳以上の方を対象に、会食や地域
のボランティアの演芸等を楽し
んでいただきます。
高齢でお一人暮らし、また、ご夫
婦でも病気などで不安をお持ち
で希望される方を対象に見守り
させていただきます。
在宅介護教室
在宅介護や健康等に関する勉強
会を開催します。(日程未定)
障がいの理解
障がいのある方と共生できる地
域となるように講演会などの活
動を行います。（日程未定）
平成 30 年度 南流山地区社協 役員
会 長 市川誠
副会長 塩谷節子、牧野欽治
書 記 吉田和子、育野悠紀
会 計 大槻瑛、木我芳枝
総 務 斎藤美恵子
理 事 千代田晴夫、木原きみ子、篠原健、軸丸裕典、
笹倉詮、多田明江、荒井公子
監 事 弓削美佐子、濱崎祐子

「いきいきシニアの会」の
開催は 10 月 21 日(日)
南流山小学校区にお住まいの 70 歳以上の方をご招待
して南流山センターの大ホールで、南流山小学校、南流
山中学校の皆さんの演奏や、地域のボランティアの皆さ
んによる演芸を楽しんでいただく「いきいきシニアの
会」、10 月 21 日の開催となりました。
10 月上旬に招待状のお届けを予定しています。

南流山地区社協の行事予定（平成 30 年度）

月 日
４月 1６日(月)10 時 30 分～
４月 2１日(土) 10 時～
５月２１日(月)10 時 30 分～
５月 2６日(土) 10 時～
6 月５日(火) ８時 30 分～
6 月 1８日(月)10 時 30 分～
6 月 2３日(土)10 時 30 分～
７月 1６日(月)10 時 30 分～
７月 2８日(土) 10 時～
8 月 2５日(土) 10 時～
９月 1７日(月)10 時 30 分～
９月 2２日(土) 10 時～
10 月 1５日(月)10 時 30 分～

実施内容
ふれ合いサロン
健康体操
ふれ合いサロン
健康体操
グランドゴルフ大会
ふれ合いサロン
健康体操
ふれ合いサロン
健康体操
健康体操
ふれ合いサロン
健康体操
ふれ合いサロン

月 日
10 月 2１日(日) 10 時～
10 月 2７日(土) 10 時～
11 月 （実施日未定）
11 月１９日(月)10 時 30 分～
11 月 2４日(土) 10 時～
12 月 1７日(月)10 時 30 分～
12 月 2２日(土) 10 時～
3１年/１月２１日(月)10 時30 分～
１月 2６日(土) 10 時～
２月 1８日(月)10 時 30 分～
２月 2３日(土) 10 時～
３月 1８日(月)10 時 30 分～
３月 2３日(土) 10 時～

実施内容
いきいきシニアの会
健康体操
グランドゴルフ大会
ふれ合いサロン
健康体操
ふれ合いサロン
健康体操
ふれ合いサロン
健康体操
ふれ合いサロン
健康体操
ふれ合いサロン
健康体操

『しあわせ南流』のバックナンバーは www.minami-nagareyama.org/shakyo/ からダウンロードできます。

