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先進国ではほぼ撲滅したとされてきた は
しか （ ⿇疹 ）に感染する⼈が、欧州で増
えている。 世界保健機関 （ＷＨＯ）によ
ると英国、 ギリシャ 、チェコ、 アルバニ
ア の４カ国が今夏、初めて「 はしか 排除
国」の認定を取り消された。感染の広がり
の背景に、親が⼦どもの 予防接種 を拒否
する傾向が指摘されている。
欧州では⼦どもの予防接種を拒否する親が増えて
いる＝オランダ政府提供

この４カ国は過去１年の伝染状況から８
⽉、排除国認定を外されており、２０１２
年にこの認定⼿続きが始まって以来、初め
てのケース。欧州の５３カ国中、排除国に

PR

注⽬情報

魔法の⾦属を作った町⼯場
１０００分の３ミリの技術
テクノロジーで変⾰に挑戦

認定されているのは３５カ国で、⽇本や⽶
国も認定されている。
欧州では今年１〜６⽉、昨年１年間の感
染件数、約８万４千を上回る約９万の感染
広告

が確認され、３７⼈が死亡した。１６年の
約５千と⽐べると既に１７倍で、この数年

⿇雀プロリーグ「Mリーグ」の魅⼒︕

国公⽴⼤学 進学のすすめ 2019
熊本⼤、⿃取⼤、諏訪東京理科⼤ほか

るものの、 予防接種 率が１６年に９４％
に低下し、１７、１８年は９３％に下がっ
れる９５％以上になり、２０１５年まで⾼

[PR]

サイバーエージェント藤⽥社⻑が語る

低下と関連があるとみている。

た。１９９６年に はしか 排除に必要とさ

All Nippon Airways

⻘の時代。頑張る君に⻘のユンケル

で急増している。ＷＨＯは 予防接種 率の

オランダ はまだ排除国に認定されてい
ANAプレミアムエコノミーで快適に

休みも仕事もアクティブに。

⽔準を維持していた。
接種に懐疑的な⼈たちが問題にするの

は、接種に伴う「副反応」だ。けいれんや急性脳炎など重篤な状況になる可能性は極めて
低いとされているが、「情報開⽰が不⼗分」などと疑念を膨らませている⾯もあるとい
う。

宮崎、⼤分の豪華特産品が当たる︕
ハッシュタグキャンペーン、開催中

「魔法の⾦属」作った町⼯場のスゴワザ
１０００分の３ミリの技術

オン・オフ問わず持ちたい⾄⾼のバッグ
ポール・スミス新作レザーグッズに注⽬

「不妊治療してます」
部下の相談に答えられる企業

朝⽇新聞国際報道部 公式ツイッター

ネットで拡散
オランダ 中部ルンテレンでコンサルタント会社を営むフランク・ルーシンクさんは、
１４年前の出来事をきっかけに接種反対派になった。１歳の息⼦が はしか の 予防接種
を受けた翌⽇、突然体を震わせ始め、⽬の焦点が合わなくなった。駆け込んだ病院で医師
に死亡する可能性があることを告げられた。
⼀命は取り留めたが、その後は４⼈の⼦どもに 予防接種 を受けさせるのはやめ、有機
の野菜を⾷べさせ、体調不良時は鍼灸（しんきゅう）などの⽅法で健康を維持するように
したという。 予防接種 の危険性を訴える活動を始めると批判を受けたが、近年は賛同者
https://digital.asahi.com/articles/ASM9R74C8M9RUHBI01T.html?iref=comtop_list_int_f02
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が増えたと感じる。「暮らしに余裕ができ、 予防接種 の問題に気づくようになったので
はないか」と話す。

ツイート

@asahi_kokusaiさんの

オランダ ⼩児科 医協会のカロリー・イリー会⻑（５８）は、近年、接種懐疑派が 予
防接種 の危険性などを強調した情報をネットで拡散した影響があるとみる。 はしか を軽

朝⽇新聞
しました

Asahi Shimbun GLOBE＋
@asahi_globe

くみる情報が広まっていることにも危機感を持っている。
オランダ ⻄部ハーグに住むニコレ・ゴメルスさんの次男ミシャ君（６）は５年前、ま

国際報道部さんがリツイート

「世界⼀治安が悪い︖ヨハネスブルクで働くと
いうこと」globe.asahi.com/article/117041…

だ 予防接種 を受けられない⽣後６カ⽉で はしか になった。保育園で、年上の⼥児から
感染。⼥児の両親は 予防接種 を受けさせていなかったという。
ミシャ君は⼀時、深刻な症状に陥り、２週間⼊院した。ゴメルスさんは「避けられる病
気だった。注射しない権利は理解できるが、他⼈が健康でいられる権利を奪うことまでは
認められない」と話す。
世界⼀治安が悪い︖ヨハネスブルクで働…

ポピュリズム と関連か

南アフリカの最⼤都市ヨハネスブルクを…
globe.asahi.com

各国政府は対応を急いでいる。ＷＨＯに「 はしか 流⾏国」とされている ドイツ では

9時間

７⽉、 はしか の 予防接種 をさせなかった親に最⾼２５００ユーロ（約２９万円）の罰
⾦を科す規制を 閣議決定 した。「 はしか は多くの⼈が考えがちな『無害な⼦どもの病

朝⽇新聞 国際報道部
@asahi_kokusai

気』ではない」などと説明する。
英紙タイムズによると、英国でも⼩学校⼊学時に 予防接種 を義務化する動きがある。

トランプ⽒「中国も捜査すべき」 バイデン⽒
疑惑めぐり asahi.com/articles/ASMB4…

⼀⽅、地元メディアなどによると、同じ「流⾏国」の イタリア では政権を担う市⺠政

埋め込む

Twitterで表⽰

党「五つ星運動」などを中⼼に、１７年に始まった 予防接種 の義務化を無効にしようと
する議論が起きている。
⽶国の トランプ⼤統領 もかつて、 ツイッター で 予防接種 の安全性に疑問を呈す投稿
をしたことがあり、 ポピュリズム の広がりと接種反対の動きを関連づける指摘もある。

※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツ
イートが表⽰されない場合もあります。

asahi_kokusai
朝⽇新聞国際報道部

オランダ では、「 予防接種 済み」なことを保育園の⼊園条件にすることを国会で議
論する⾒通しだが、対応を先⾏させる保育園も出ている。北部で約１０の保育園を運営す
る企業は７⽉、 はしか の 予防接種 を受けていない園児の受け⼊れをやめた。代表のア

アクセスランキング
読まれています

リン・アルベルツさん（６６）は「来られなくなる⼦どものことを考え悩んだが、⼦ども

ただ、接種反対派から脅すようなメールが連⽇のように来ており「個別の判断ではな
く、政府が制度化してほしい」と話す。
アムステルダム⼤学のロランド・ピエリック教授（法哲学）は「接種するかどうかを親
へのリスク。政府が責任をもって対策を検討し、科学的根拠のない意⾒をあるかのように

家族で⼦供だけが感染する例の多さが判明。ヤミ医者に頼らざるを得ない状
況があるようです。

（こんな記事も）「お前は所有物だ」⼥性奴隷で⼈体実験

偉⼈の抱え

る闇
「現代産婦⼈科の⽗」と呼ばれた医師の名声は、実験台とされた⿊⼈⼥性た
ちに⽀えられていました。偏⾒は今もなお根強く残っています。

⽬⿊虐待、妻は

使った新聞紙７０年分
ト、百貨店に出現

巨⼤な⽴体アー

⾃⺠に絶望「国が壊れる」
黙破った男の独⽩

発信することを許すべきではない」と指摘する。（ブリュッセル＝津阪直樹）

パキスタン、注射針使

「もう近づかないで」
法廷で夫に叫んだ

南キャン⼭⾥亮太「怖かった」結婚
表して知ったこと

が選ぶ⾃由は、できる限り尊重すべきだ」とした上で、「低い 予防接種 率は国⺠の健康

い回しか

昨⽇のトップ５

セブン「商品は神。本部はクソ」バイト
学⽣に真意聞くと

たちが安全に過ごせる場を提供する義務があると考えた」。

（あわせて読みたい）７００⼈超がＨＩＶ感染

もっと⾒る

２５年の沈

ソーシャルランキング
フェイスブック
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佐藤しのぶさん死去

2

補助⾦の審査委員が辞意

3

「ＮＨＫはまるで暴⼒団」
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