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難聴対策推進議員連盟について

令和3年3月8日 自民党青年局「政策実践プロジェクト」
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2021年1月28日
自民党青年局の仲間と、
党歌「われら」を手話で収録
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2021年3月3日（耳の日）
WHOがWorld Report on Hearingを発表



「聴覚に関する世界報告書」の発表イベント概要

参加者によるプレゼンテーション

 先天性難聴の患者：先天性の難聴は、生涯にわたってコミュニケーションのトレーニングを要する。
個々のニーズの把握と多面的なケアへのアクセス改善がカギになる。

 後天性難聴の患者：後天性の難聴は、診断から治療までに平均6～7年かかるといわれている。難聴

は孤独に、孤独はうつ病に、うつ病は認知症につながる。重度の難聴者にとって、補聴器と人工内耳
でも十分でないことを理解する必要がある。政府は、予防教育や技術開発に投資してほしい。

 インド保健大臣：インドでは、小児は中耳炎、若者や成人は騒音や薬剤が原因の難聴が多く、老化に
よる難聴も増加。農村部における難聴の有病率が高いことも判明した。政府は難聴の予防と早期発
見に焦点を当てたプログラムを実施するとともに、手術や補聴器、リハビリテーション等の適切な介入
やサービス提供にも力を入れている。今後は、コミュニティやプライマリーヘルスケアにおけるサービ
ス向上のために、医療従事者の教育に取り組む。

 2021年3月3日に、WHOは「聴覚に関する世界報告書」の発表イベントを開催。

 テドロス事務局長は、難聴について、高齢者のみならずあらゆる年齢層の人々に起こることと、予防
可能かつ治療可能であることを強調。現在、世界では15億人以上が難聴を経験しているが、2050年
には25億人に達し、うち1/3がリハビリテーションサービスを必要とする可能性があることから、難聴
に関するケアの優先度を上げる必要性に言及。本報告書には、2030年までに聴覚ケアサービスの
普及率を20％向上させるという目標を達成するためにとるべき行動が示されていると述べた。

 生涯を通じて聴力を維持するためには、難聴の予防・早期発見・適切でタイムリーな治療とリハビリ
テーションが重要。聴覚のケアについては、各国の保健医療計画に統合させ、保健システムを通じて
提供されることが必要。

 難聴は聴覚やコミュニケーションへ影響を与えるだけでなく、言語、認知機能、精神状態、人間関係、

教育、雇用、社会的孤立等にも幅広く影響を与える。
 今後10年間にわたり、新生児、小児、成人に関する3つの指標をモニタリングする。

報告書の紹介

2021年3月3日



難聴対策推進議員連盟①

先天性、後天性、加齢性など原因別のきめ細かな難聴対策を推進すること等を目標に設立。

設立趣意（要旨）

2019年4月10日 設立総会

テーマ：「患者の立場から見たわが国の難聴児対策について」、「海外の難聴医療に
ついて」
2019年5月15日 第2回総会

テーマ：「ＷＨＯにおける難聴対策の現状について」 、「わが国における難聴対策の
現状について」
2019年5月28日 第3回総会

テーマ：「日本耳鼻咽喉科学会の取り組みについて」、「自治体単位での先進的取り
組みの紹介（長野県、静岡県）」
2019年6月4日 第4回総会

テーマ：「療育、手話、言語聴覚士の課題について」、「小児期に関しての中間提言と
りまとめ」
2019年6月6日 厚生労働大臣、文部科学大臣への提言申し入れ

これまでの経緯①

議員連盟役員(一部）
会 長 石原伸晃
会長代行 上川陽子
会長代理 冨岡勉
副会長 武見敬三
幹事長 大塚拓
常任幹事 羽生田たかし
幹 事 安藤たかお

今井絵理子
事務局長 自見はなこ
事務局次長 宮路拓馬

▲2019.4.10設立総会

今後の予定

• 2019年7月以降 認知症予防、補聴器等の医療機器も含む高齢者の難聴対策

• 2019年末 難聴対策の理念「ジャパン ヒアリング ヴィジョン」（仮称）発表 (自見はなこ事務所作成）

▲2019.6.6根本厚労大臣への提言

▲2019.6.6柴山文科大臣への提言

2019年6月6日提言（新生児期・小児期）
先天性難聴は、1000人に1人と、先天性疾

患の中でも発生頻度が高いにもかかわら
ず、公費負担による新生児聴覚検査の実
施率は低く、また新生児難聴をめぐる医療
体制、療育体制、教育体制などには地域に
より差がみられる。新生児期・小児期の難
聴対策の充実を強く要望する。



難聴対策推進議員連盟②
これまでの経緯②

6月21日 第5回総会

テーマ：大臣申入れの報告及び厚生労働省「難聴児の早期支援に向けた保健・医療・福祉・教育の連携プ
ロジェクト報告」、「骨太の方針」
10月9日 第6回総会
テーマ：令和2年度予算概算要求、「きこえに困っている人の住みやすい社会」
10月18日 第7回総会
テーマ：「認知症予防のための聴覚検診」、「議連への要望等」
10月30日 第8回総会
テーマ：「補聴器業界を取り巻く課題について」、「高齢期聴覚ケアの意義～補聴器導入の有効性を考える」
11月8日 第9回総会
「聴覚サポート医療機器の開発について」、「高齢期難聴がもたらす認知症検査への影響と対策について」
11月15日 第10回総会
「手話による早期支援について」
11月27日 第11回総会

「市議会議員になって感じたこと」、「デフリンピックの紹介」、ジャパンヒアリングヴィジョン取りまとめ案につ
いて
12月6日 第12回総会
ジャパンヒアリングヴィジョン取りまとめについて

“Japan Hearing Vision”
～ライフサイクルに応じた難聴者（児）支援を実現するために～（概要）

世界的な難聴対策の気運の高まりを捉え、我が国においても、聞こえなさ・聞こえにくさのある一人ひとりに応じた適切な支援が提供される

よう、ライフサイクル別難聴者(児)支援のあるべき姿の実現を目指し、難聴対策及びそれを支える基盤づくりに向けた総合的・体系的取組

を早急に強化していく。本議連は、我が国のライフサイクルにおける難聴対策を強力に推進する。政府においては、このVisionの実現に向

けて施策を講じるよう強く希望するとともに、関係する団体、企業等においても我が国における難聴対策の推進に向け取組を進めることを

強く期待する。

※“Japan Hearing Vision”における「難聴」とは、身体障害者福祉法に定められる「聴覚障害」に加え、先天性、後天性、加齢性など様々な原因による聞こえなさ・聞

こえにくさのことをいう。

▲2019.11.27 第11回総会にて。ジャパンヒアリ
ングヴィジョン取りまとめ案について解説。

▼2019.12.6 第12回総会にて。ジャパンヒア

リングヴィジョン取りまとめについて、協議の
結果、会長一任を受け、挨拶する石原会長。



難聴対策推進議員連盟③



2020年12月8日 東京都立大塚ろう学校視察
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・設立総会議題（ 2019年4月10日）

「患者の立場から見たわが国の難聴児対策について」伊藤凛（仮名）・難聴児母

「海外の難聴医療について」カリフォルニア大学ロサンゼルス校教授 石山明

「平成29年度新生児聴覚検査の実施状況等について」の調査結果について」厚生労働省
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・第2回総会議題（ 2019年5月15日）

「ＷＨＯにおける難聴対策の現状について」国立障害者リハビリテーションセンター耳鼻咽
喉科 石川浩太郎

「わが国における難聴対策の現状について」厚生労働省、文部科学省
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・第３回総会議題（２０１９年５月２８日）
「日本耳鼻咽喉科学会の取り組みについて」日本耳鼻咽喉科学会副理事長 高橋晴雄
「自治体単位での先進的取り組みの紹介」
①長野県での取り組みについて 長野県難聴児支援センター長 宇佐美真一
②静岡県での取り組みについて 静岡県健康福祉部理事 長田雅孝

・役員勉強会（２０１９年６月３日）
豪州マッコーリー大学障害学研究教授グレッグ・リー講演
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・第４回総会議題（２０１９年６月４日）
「療育、手話、言語聴覚士の課題について」聴覚障害者教育福祉協会評議員 大沼 直紀、
全日本ろうあ連盟常任理事・事務局長 久松 三二、日本言語聴覚士協会会長 深浦 順一
「小児期に関しての中間提言とりまとめ」

・厚生労働大臣、文部科学大臣への申入れ（２０１９年６月６日）
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・第５回総会議題（２０１９年６月２１日）
「文部科学大臣、厚生労働大臣への申入れの報告」

「難聴児の早期支援に向けた保健・医療・福祉・教育の連携プロジェクト報告、骨太の方針
について」厚生労働省

・第６回総会議題（２０１９年１０月９日）
「議連提言への対応、令和2年度予算概算要求の説明等」 厚生労働省、文部科学省
「きこえに困っている人の住みやすい社会」全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
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・第７回総会議題（２０１９年１０月１８日）
「認知症予防のための聴覚検診」西東京市医師会副会長 中澤宏、副会長 岸保鉄也
「日本耳鼻咽喉科学会より議連への要望等」日本耳鼻咽喉科学会理事 山岨達也

・第8回総会議題（２０１９年１０月３０日）
「日本補聴器工業会、日本補聴器販売店協会、日本補聴器技能者協会からのヒアリング」
「高齢期聴覚ケアの意義-補聴器導入の有効性」愛知医科大学耳鼻咽喉科 内田育恵
「補聴器への苦情等に関する説明」消費者庁
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・第９回総会議題（２０１９年１０月１８日）
「高齢期難聴がもたらす認知症検査への影響と対策について」

ユニバーサルサウンドデザイン株式会社代表 中石真一路
「日本で発見・開発された軟骨伝導技術による難聴の改善と認知症対策」

奈良県立医科大学学長細井裕司

・第１０回総会議題（２０１９年１１月１５日）
「手話による早期支援について」JETROアジア経済研究所主任研究員 森壮也
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・第１１回総会議題（２０１９年１１月２７日）
「市議会議員になって感じたこと」愛知県豊田市議会議員 中島竜二
「デフリンピックの紹介」全日本ろうあ連盟
「ジャパン・ヒアリング・ヴィジョン案について」

・第１２回総会議題（２０１９年１２月６日）
「ジャパン・ヒアリング・ヴィジョン取りまとめについて」



令和2年度予算にて、大幅増！！

（令和3年度予算案でも同額を計上）

• 新生児聴覚検査及び聴覚障害児支援の推進予算が、

前年度4900万円

６億円
聴覚障害の早期発見・早期療育を図るため、都道府県における新生児

聴覚検査結果の情報集約や医療機関・市区町村への情報共有・指導等、
難聴と診断された子を持つ親等への相談支援、産科医療機関等の検査
状況・精度管理等の実施を支援。

また、保護者に対する相談支援、人工内耳・補聴器等の適切な情報提
供、聴覚障害児の通う地域の巡回支援などの聴覚障害児支援のための
中核機能の整備や、市区町村における手話通訳等の体制整備などによ
り、聴覚障害児の早期支援の推進を図る。
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１２倍以上に！



厚生労働省平成３０年度「新生児聴覚検査の
実施状況等について」の調査結果のポイント

厚生労働省子ども家庭局母子保健課
https://www.mhlw.go.jp/content/11925000/000615306.pdf 17

○平成３０年度において、新生児聴覚検査の受検の有無を把握している市区町村の割
合は９８．９％（１，７２２市区町村/１，７４１市区町村）でした。（平成２９年度：９４．７％（１，
６４９市区町村/１，７４１市区町村）

○平成３０年度において受検の有無を把握している市区町村のうち、受検者数を集計し
ている市区町村は１，５８５市区町村でした。（平成２９年度：１，４９１市区町村）

上記の１，５８５市区町村における、出生児数に対する受検者数の割合は８６．９％（６
７７，７０９人/７７９，４５９人）でした。（平成２９年度：８１．８％（５０７，０４７人/６１９，６９２
人））

○新生児聴覚検査について、公費負担を実施している市区町村は、平成３０年度は３８．
８％(６７５市区町村/１，７４１市区町村)でした。（平成２９年度：２２．７％(３９５市区町村/
１，７４１市区町村)

○検査により把握した要支援児に対する療育が、遅滞なく実施されるための指導援助を
行っている市区町村の割合は７８．１％（１，３６０市区町村/１，７４１市区町村）でした。
（平成２９年度：５７．８％（１，００６市区町村/１，７４１市区町村）



聴覚障害は早期に発見され適切な支援が行われた場合は、聴覚障害による音声言語発達等への影響が最小限に
抑えられる。このため、聴覚障害の早期発見・早期療育が図られるよう、新生児聴覚検査に係る協議会の設置や、研
修会の実施、普及啓発等により、都道府県における推進体制を整備する。（平成２９年度創設）

○ 新生児聴覚検査に係る行政機関、医療機関、教育機関、医師会・患者会等の関係機関等による協議会の設置、
研修会の実施や普及啓発等により、都道府県内における新生児聴覚検査の推進体制の整備を図る。
（実施主体：都道府県、 補助率１／２、 R2基準額（案） ：２，３７３千円）

H30年度実施都道府県：34都道府県

事 業 内 容

要 旨

＜都道府県内における新生児聴覚検査の推進体制の確保＞
○ 医療機関や教育機関などの関係機関等による協議会の設置
○ 医療機関従事者等に対する研修会の実施や新生児聴覚検査のパンフレット作成等による普及啓発
○ 県内における事業実施のための手引書の作成 など

都道府県

※新生児聴覚検査･･･新生児期において、先天性の聴覚障害の発見を目的として実施する聴覚検査。

＜新生児聴覚検査の実施＞
○ 新生児聴覚検査に対する公費助成の実施（※地方交付税措置）
○ 新生児訪問等の際に、母子健康手帳を活用し、新生児聴覚検査の実施状況の把握及び要支援児や保護者
に対するフォローアップ など

市町村

支援

新生児聴覚検査の体制整備事業
（令和元年度予算） （令和２年度予算案）

４９百万円 → ４３６百万円
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新生児聴覚検査体制整備事業の拡充

○ 新生児期に聴覚検査を受検することは、難聴の早期発見・早期療育のために有効であるが、市町村において、新生児聴覚検査
の実施率の把握ができておらず、また、把握しても、必要な医療や療育機関等へ早期に繋げられていないなどの課題がある。

○ そのため、都道府県における新生児聴覚検査結果の情報集約や医療機関・市町村への情報共有・指導等、難聴と診断された子
を持つ親等への相談支援、産科医療機関等の検査状況・精度管理等の実施を支援する。

【１．都道府県新生児聴覚検査管理等事業の実施】
■実施主体：都道府県or都道府県内の聴覚に関する治療や療育の機能を持つ中核的な医療機関に委託も可。
■実施担当者：看護師、助産師、言語聴覚士 ■補助単価（案)：10,000千円 ■補助率（案)：国1/2、都道府県1/2

①．検査結果の情報集約と、医療機関・市町村への情報共有・指導等の実施
○産科医療機関等や市町村から、新生児に関する聴覚検査結果を集約し、検査結果を把握するよう市町村へ指導することや
他の精密検査実施医療機関等への治療や療育等の依頼等を行う。また、必要に応じ、直接訪問指導も実施。

②．電話・面接相談や、産科医療機関・市町村からの相談対応
○難聴と診断された子を持つ親等からの相談や照会への対応を実施。
○産科医療機関や市町村からの、聴覚に関する専門的な照会や療育機関との連携について、相談対応の実施。

③．産科医療機関等の検査状況・精度管理業務
○管内の産科医療機関を定期的に訪問し、検査機器の有無や検査の実施方法や精度等の確認を実施。

【２．聴覚検査機器の購入補助】
■小規模の医療機関等が聴覚検査の機器（自動ABR）を購入する際の補助を実施。
■実施主体：都道府県 ■補助単価（案)：3,600千円 ■補助率（案)：国1/2、都道府県1/2

課題

新生児聴覚検査体制整備事業の拡充

都道府県or都道府県が
指定する医療機関

市町村 産科医療機関

・電話相談、訪問指導

出生・検査

・情報共有
・検査結果の把握や 指導等

訪問・指導

・聴覚検査情報の共有
・精度管理業務

＜事業イメージ：都道府県新生児聴覚検査管理等事業＞
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http://kids.wanpug.com/illust30.html


議会での質問の案

• 新生児聴覚検査の初回検査や、再検査が必要と診断された
場合の再検査費用に対する補助制度の構築について

• 国の予算で、難聴と診断された子を持つ親等からの相談対
応や、医療機関が自動ABR機器を購入する際の補助などの
支援制度が実施されているが、市民や医療機関への周知に
ついて

• 手話言語条例の制定状況、運用状況（予算措置、手話の学
習、通訳派遣など）について

• 新型コロナウイルスワクチン接種現場における難聴者への
適切な情報提供などの配慮について
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