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⼤流⾏中の“イヤホンガンガン伝⾔ゲーム”に潜む⾳響外傷のリ
スク ⽿⿐科医は「絶対にやらないで」と警鐘
ねとらぼ 8⽉24⽇(⽔)11時22分配信




Twitterを中⼼に「イヤホンガンガン伝⾔ゲーム」
という遊びが登場しました。このゲームは“イヤホン
で⼤⾳量の⾳楽を流しながら伝⾔ゲームをする”とい
うもので、次々と的をはずれた内容になっていく様
⼦が話題となり、ちょっとしたブームとなっていま
す。

4年半で23倍になったモノタロウの株

【⼥⼦⾼⽣が遊んでいる様⼦】

流⾏していますが……

注目のビジネスニュース

このゲームは、その⼿軽さも相まって⼥⼦⾼校⽣を中⼼に広まっていった様⼦。
現在ではユーチューバーや芸能⼈なども参戦しており、このゲームを遊ぶ様⼦を
YouTubeやTwitterに投稿しています。しかし、⼀部では「声が聞き取れないほど

価が軟調なのはなぜか 投信1 9⽉1⽇
(⽊)12時10分

「資⾦調達」に関する適時開⽰で、株
価は上がるのか、下がるのか︖
THE PAGE 9⽉1⽇(⽊)12時0分

⽇経平均は「1万8000円突破」の可能
性がある 東洋経済オンライン 9⽉1⽇

⼤⾳量の⾳楽を聞くのは危険なのでは︖」という意⾒もあがっているようです。こ

(⽊)9時0分

の「イヤホンガンガン伝⾔ゲーム」は本当に危険なのか、⽿⿐科医である⼤河原⼤

世界最⼤級のＩＴ企業の合併 マイク
ロソフト樋⼝会⻑が仰天したことと

次医師に聞いてみました。

は︖ NIKKEI STYLE 9⽉1⽇(⽊)7時0分

⼤河原医師は、イヤホンガンガン伝⾔ゲームで「⾳響外傷」による難聴となる可
能性があると指摘。この⾳響外傷は、⼤きな⾳を聞くことで⾳を感じる神経がダ
メージを受け⾳が聞き取りづらくなるもので、場合によっては痛みを伴う場合もあ
るとのこと。また、⾳響外傷は非常に治りにくく、場合によっては治らない状態に
まで悪化することもあるようです。

国債バブル崩壊で⽇本は再び外資ファンドの餌⾷に
なるのか ダイヤモンド・オンライン 9⽉1⽇(⽊)6時
0分

PR 株で数億儲けた、｜知識や経験に

左右される株取引は難しい。これなら
簡単に稼げる。まず読んで下さい
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⼤河原医師はこのゲームについて「近くの⼈の⾔葉が聞き取れないような⼤⾳量
をイヤホンで聞くのは非常に危険。絶対にやらないで欲しい」と語っていました。
⼤流⾏のイヤホンガンガン伝⾔ゲームですが、実は危険なゲームだったと⾔えそう

アクセスランキング（IT総合）
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です。
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【関連記事】
⼥⼦⾼⽣の間で流⾏中︕

最近のJKは気を操れるの

か……
⾳楽は1⽇1時間まで!?
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40代以上注目︕10⽇間モニター募集
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これって何︖ ねとらぼ 8⽉31⽇(⽔)

LINE、暗号化通信有効を⽰す“鍵
マーク”表⽰ きょうから
ITmedia ニュース 8⽉31⽇(⽔)12時44分

WHOが若者の難聴リスクに注意呼びかけ

⼥⼦⾼⽣を中⼼に流⾏中の「顔⾯シュークリーム」が話題

「LINE」のトークに“鍵マーク”が表⽰
21時9分

いま話題の「芸能⼈ゲーム」ってなんだ︖

⼥⼦⾼⽣の間で「マカンコウサッポウ」写真が謎の流⾏



【⾼畑裕太容疑者】Twitterに出回っ
ている「被害者の写真」は⾚の他⼈

最新「Xperia」電卓アプリで「計
算ミス」相次ぐ ソニーモバイル
「コメントを差し控えさせて頂き
ます」 J-CASTニュース 8⽉31⽇(⽔)7時30分
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「フォトショ加⼯術」でフォロ
ワー220万 中国⼈元モデルの⼤
胆な投稿 使⽤前と使⽤後、⾃分
の顔で⽐較 withnews 8⽉31⽇(⽔)7時0分
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