
◆ 官公庁の医療政策 新聞 掲載面 掲載日

厚労省　たん吸引、特養で解禁 ○研修受けた介護職員に 朝日 38面 3.26

隠れメタボも高リスク ○やせた人向け対策提言へ　○厚労省研究班 朝日 1面 3.12

厚生労働省
後期制度⇒国保　切り替え試算

○高齢者医療「公費で5割」　○65歳以上なら「公費も国保も負担ズシリ」　○75歳以上なら
「財政、影響大きい」

朝日 4面 3.9

高額医療の負担軽減 ○厚労相　○検討方針　○中間所得層 朝日 7面 3.5

安全基準設定見送り ○畑作物のカドミウム汚染調査　○環境省、結果報告せず　○厚労省審議会 朝日 38面 3.5

子宮頸がん治療に地域差 ○膣内放射線患者数　○最大で12倍の開き　○厚労省研究班分析 朝日 3面 3.4

◆ 大学の運営

国立大順位付け　現場が不満 ○評価の公平性に募る疑問 朝日 34面 3.29

国立大、初の順位付け ○交付金配分に反映　○1位は奈良先端大 朝日 1面 3.25

◆ 病院の経営

来日研修看護師に ○３/２５４人　○うれしいけど・・・超難関　○ＥＰＡ(初の看護師) 毎日 31面 3.27

外国人看護師　門広げるには ○病院が協力サポート　○見切り発車、半端な制度 朝日 3面 3.27

08年度決算 公立病院70％超が赤字
3年連続　山梨は9施設で29億円

医師不足による診療体制の縮小で患者数が減少し、収入が落ち込んでいることなどが背景。
小児科や救急医療などを維持するため、自治体が一般会計からの拠出金を増額した。

山日 5面 3.27

医療費明細書 どう活用 ○義務化病院4月・診療所7月から　○検査内訳・薬剤名を明示　○受診内容の理解助ける 朝日 33面 3.26

◆ 再生医療

再生医療　重い足かせ ○保険の範囲・市場の狭さ・・ビジネス苦境　○｢皮膚｣無償提供6割 ○審査9年 他国に遅れ 朝日 23面 3.26

iPS細胞　応用に拍車 ○難病の解明 少しずつ成果　　○京大に１２０人の研究所　　○安全確保の仕組みを 朝日 23面 3.12

iPS細胞から腸管 ○奈良県立医大　○マウス使い確認 朝日 37面 3.11

iPS細胞
長期体外培養で遺伝子に異常

人間のiPS細胞を体外で培養し続けると、遺伝子に異常が起きる。再生医療の実現に向けた新
たな課題になりそう。小川誠司･東京大学特認准教授ら、日本再生医療学会で発表。

読売 2面 3.11

抗がん剤副作用抑制薬 ホルモン｢G-
CSF｣に胎児の心臓を成長させる働き

慶応大学の下地顕一郎助教ら研究チーム。この性質を利用すればiPS細胞から心筋細胞を効率
よく作ることができ、再生医療に役立つと期待される。米科学誌｢セル・ステムセル｣発表。

読売 2面 3.6

医学・医療に関連する商業紙報道　見出し･概要　（平成２２年３月１日～３月 ３１日 ）



◆ 臓器移植

他人同士の生体移植
ヤミ業者案件　正式検討

千葉東病院は異例の倫理委開催、院内倫理委で検討され、不承認となった。担当医は倫理委
開催後にNPO法人の名称などを男性から確認し、今後連絡を取らないように伝えた。

千日 19面 3.16

ヤミ業者、生体移植も画策
臓器ビジネスに拍車の恐れ

中国での臓器移植をヤミ仲介している疑いのある業者が、国内で他人同士の生体移植計画に
着手。臓器売買の恐れが強く、現状でも事前の病院の倫理委員会の承認が求められている。

千日
1面
19面

3.15

臓器×以外は提供同意 ○現在の○(まる)方式を変更　○意思表示カード 部位ごとに記入 朝日 37面 3.9

◆ 予防医学

欧米とワクチン格差 ○承認 20年遅れも　○販売されても・・国｢補助｣の対象外 朝日 7面 3.24

ワクチン推進へ 専門家が協議会 ○4月にも発足 朝日 37面 3.9

◆ 感染症

都内の学校で35人結核感染 ○生徒9人が発症 朝日 37面 3.9

乳幼児ＲＳウイルス感染症 ○終息気配なし ○せき、肺炎、死亡例も　○ピーク例年1月まで 毎日 3面 3.7

◆ 危機管理

DNA鑑定、5年で30倍
千葉県警科学捜査研究所

04年に年間83点だったDNA鑑定の実施資料数は、09年には2461点。05年に｢フラグメントアナ
ライザー｣(自動解析装置)が導入され、効率が飛躍的に向上。年内にも施設等を増強する。

千日 19面 3.15

有志の医学研究者ら
｢臨床研究適正評価教育機構｣設立

患者に不利益を与えないため、中立的な評価を行う第三者機関。薬の効果などを調べた大規
模臨床研究報告について、独自の分析、論評を加えてインターネットなどで公表する。

読売 2面 3.5

◆ 医療事故･訴訟

国立病院機構に7500万円支払い命令
経過観察に医師の過失

長女が低酸素脳症にかかり傷害が残ったのは、麻酔手術後に管理を誤ったとして千葉市医療
センターを運営する独立行政法人「国立病院機構」に対して慰謝料を求めた訴訟判決。

千日 23面 3.27

都監察医務院
目印未確認のまま遺体取り違え解剖

警視庁城東署に安置されていた別の男性の遺体にも関わらず、移送された解剖対象遺体に付
けられているリストバンドを確認しないまま行政解剖していた。

読売 39面 3.23

患者は道具じゃない ○東京医大手術　○遺族ショック 朝日 39面 3.17

Ｂ形肝炎　救済へ試金石 ○予防注射使い回しで感染　○和解 札幌地裁が初勧告　○国、対象拡大を警戒 朝日 3面 3.13

がん患者取り違え手術 ○東北大病院　○2年半気付かず 朝日 38面 3.5

◆ 地域医療

地域医療再生へ千葉県本部発足
4年間のプログラム始動

地域医療再生プログラムの実施地域に選ばれた香取海匝と山武郡長生夷隅の２医療圏に地域
保険医協議会を設置。再生プログラムの具体的な施策を地域協議会で協議。

千日 1面 3.31



成田赤十字病院での初期救急受け入
れ　市負担で当面維持文書化

成田市、成田赤十字病院、印旛市郡医師会、同成田市医師会は、医師の時間外手当などを市
が応分負担する代わりに、同病院での一次救急受け入れを当面維持する合意を文書化した。

千日 16面 3.31

予算案から「新病院」削除 ○松戸市議会委　○市立病院移転計画｢議論足りぬ｣ 朝日 29面 3.19

銚子市立病院再生事業計画
14年度に黒字転換へ

病院の開院時期は5月、2010年度末には病床数50床、2013年度末には200床を目指す。公設民
営方式で運用。診療科目は内科、外科、整形外科が主軸。

千日 16面 3.14

九十九里地域医療センター ○センター長候補とのインタビュー　○臨床教育機関併設し、勤務の医師が診療も 朝日 28面 3.9

松戸市立病院移転整備
「東松戸に早期完成を」

移転先候補地の地元住民は、早期の移転実現を求める要望書と署名を松戸市に提出。一方、
現在の市立病院がある周辺の自治会などは移転反対運動を展開。

千日 15面 3.4

◆ 医学・医療・科学情報

花粉症、粘膜注射で改善
都内クリニック院長は、助教授時代に臨床実験を経て、鼻粘膜へ注射１本で症状が大幅に緩
和される新療法を開発。ガーゼで鼻に麻酔後、鼻の奥に注射を受けるだけの日帰り治療。

山日 19面 3.27

韓国、集中投資で治験大幅増 ○10年で約10倍、国際共同分も昨年200件 ○産官学共同で環境整備　○日本は効率・人材課題 朝日 35面 3.26

トランス脂肪酸 お菓子で取りすぎ？○東大など調査　○30～50代女性 高い傾向 朝日 夕1面 3.23

温泉も安心　人口乳房
○名古屋の企業が開発　○「命ほど大切」乳がん手術の妹が助言　○技術者不足なお高値
○手仕事年商2億円

朝日 5面 3.22

奇形化　仕組み解明 ○サリドマイド　○たんぱく質の働き阻害　○東工大など 毎日 24面 3.12

献体登録、20年で倍 ○解剖実習のための遺体提供　○家族関係の薄さ反映？ 朝日 1面 3.9

うそつかぬ医療広げたい ○誤診で長男亡くした豊田郁子さん　○患者･医師つないだ体験 本に 朝日 23面 3.7

シェリングと万有製薬統合 ○親会社にあわせ 朝日 13面 3.5

科学への信頼回復問う
○米科学振興協会　○「社会への橋渡し」テーマに総会　○非難招いた対話能力の欠如
○気象学への不信、拡大の懸念

朝日 22面 3.5

糖尿病飲む薬 ○低血糖リスク減 朝日 1面 3.5

医師以外の専門職に評価を ○医療ジャーナリスト・福原　麻布（まき）　○チーム医療への提言 朝日 17面 3.3

肥満の病気リスク ○仕組みの一端解明　○米研究チーム 朝日 32面 3.2

◆ 新型インフルエンザ関連情報

・感染動向

流行は終息　世界的にも沈静化 新規患者数(3月1～7日)は0.8人だが、免疫の無い国民が大半で再流行への警戒を続ける。 読売 37面 3.12

｢インフル終息｣自治体注視 ○大半、国の判断待ち　○警報6割解除 対策本部解散も　○厚労省、宣言時期を探る 朝日 7面 3.2



・ワクチン

ワクチン44万回分在庫(長野県) ○県内供給分の半分近く 信毎 36面 3.19

新型・季節性のワクチン 一つに 今秋以降、新型とＡ香港型、Ｂ型に対応する新たなワクチンとする方針。 読売 34面 3.16

・検査法

理研、簡易で精度の高い検査法開発 簡易検査法は診断まで約1時間と大幅短縮。千葉県立東金病院等の協力で有効性が確認。 読売 35面 3.7

・死亡報告 (厚生労働省:新型インフルエンザに関する報道発表資料より)

長野県 20歳代 男性    198例目
神戸市 8歳(小学2年生) 女児
札幌市 20歳代 男性　　　

注記　１．千日：千葉日報　　２．信毎：信濃毎日　３．山日：山梨日日　４．読売新聞の見出し他は著作権等があり掲載記事とは違います
５．日本経済新聞は著作権等があり除外

3月3日 基礎疾患:なし

3月12日 基礎疾患等：精神疾患
3月4日 基礎疾患:なし


