
医学・医療に関連する商業紙報道　見出し･概要　（平成２２年１１月１日～１１月３０日 ）

◆官公庁の医療政策 新聞 掲載面 掲載日

年金の国庫負担金、財源確保で
きず

○財務省、年金の国庫負担割合引き下げへ：2011年度予算編成 読売 9面 11.30

医療分野の事務、関西地域共同
化

○7府県議会が可決：医療含む7分野で事務共同化へ：関西広域連合発足へ 読売 37面 11.28

介護保険制度、2012年度改正案 厚労省案を修正：介護保険部会 負担増反発に配慮 朝日 7面 11.26

国民医療費08年度最多 国民医療費：最多34兆円：08年度 朝日 5面 11.25

厚労省不要資産 厚労省不要資産：232億円分売却へ 朝日 5面 11.25

宮崎の口蹄疫 ワクチン接種に遅れ：検証委[員会]口蹄疫 国の対応批判 朝日 38面 11.25

B型肝炎訴訟 札幌のB型肝炎訴訟：未発症者に賠償：国側「困難」回答 朝日 38面 11.25

職場の原則禁煙化の是非
○受動喫煙対策めぐり業界団体や学識者らを交えた公聴会：厚労省諮問機関・労働
政策審議会

読売 37面 11.11

先進国の肥満、深刻化 OECDが初の報告書：3割越す国も：貧困層で増加：啓発充実など各国に求め 毎日 13面 11.5

TPP、看護師など受け入れ基準検
討へ

○環太平洋経済連携協定(TPP)、看護師・介護福祉士を含む「人の移動」の活性化図
る

読売 9面 11.1

日医、民主案容認へ 高齢者医療自公離れ鮮明：予算控え政権に接近 朝日 4面 11.1

◆大学の運営・教育

アカハラ裁判 アカハラこじれて裁判に：「加害者」准教授が勝訴：大学側控訴、遠い解決 朝日 13面 11.22

教育費、年収の37.6％
○授業料や塾代の値上げ影響：小学生以上の子どもを持つ家庭の教育費が2011年度
平均198万2千円：政策金融公庫調査

山日 3面 11.21

事業仕分け 28事業「廃止」仕分け終了：大学現場は困惑 朝日 5面 11.19



医科大誘致 [千葉]成田市：医科大誘致へ動く：医師不足の解消狙い：医師会など慎重論も 朝日 29面 11.19

理科離れと教育
理科をやろう：「役に立つ」と学校で教えて：外国人交ぜて頂点引っ張れ：体験が
育む科学への好奇心

朝日 17面 11.18

不正経理 ○山口大の研究費不正経理：捜査開始 読売 夕・12面 11.16

科学技術の予算 ○科学技術関係の予算規模目標25兆円達成せず 読売 32面 11.14

薬物使用対策 ○千葉大と中国2大学で学術交流協定 読売 32面 11.13

中期計画
○文科省2009年度分中期目標・中期計画の評価結果発表：国立大の運営「順調」：
山梨大は業務改善に遅れあり

山日 5面 11.6

優れた論文、ポスドクの貢献度
高し

優れた論文 多様性が支え：若手・外国人の参加率高く：文科省など調査 毎日 2面 11.5

国立大学協会、政府に要望 大学交付金「確保を」 朝日 37面 11.2

◆病院の経営

医師不足 ○医師2万4千人不足：診療科・地域により偏り：厚労省調査 産経 6面 11.24

医師不足 千葉県医師639人不足：地域偏在も浮き彫りに 千日 1面 11.24

看護師不足 看護職15年後は20万人不足 朝日 4面 11.23

山梨県立病院、黒字へ ○2010年度上半期の収益10％増：９年ぶり黒字転換へ 山日 3面 11.20

ムコール症による衛生管理 ○県と市川保健所の立ち入り検査：衛星管理の体制に問題なしと判断 読売 千葉版 11.19

医師の時間外手当 [奈良県立奈良病院]当直医に時間外手当：産科医訴訟二審も支払命令 朝日 38面 11.17

多剤耐性菌による衛生管理 ○帝京大院内、感染拡大終息：独立調査委員会、新規入院患者受け入れ妥当と判断 読売 37面 11.17

治療費未納で、治療中断 「生活苦で治療中断」：医療機関4割経験：保団連調査 朝日 37面 11.12

医師の賃金、未払い 都立病院賃金1億円超未払い：医師延べ196人分 朝日 38面 11.9

肝臓がん治療件数 ○肝臓がん：主な医療機関の治療件数[一覧] 読売 17面 11.7



地域内病院連携、医師確保へ対
策

○[山梨]医療連携協、2011年度までに臨床研修プログラムを作成：若手医師確保へ 山日 22面 11.6

新設病院 ○山梨県上野原新市立病院：年度内着工優先で産科・血管造影室の設置断念 山日 22面 11.6

ドクターヘリ導入 [山梨]県検討委が「推進」報告書 毎日 山梨版 11.5

◆再生医療

iPS細胞 「iPS腫瘍化、数年で解決」：京都賞受賞の山中・京大教授 朝日 35面 11.23

細胞の直接分化 iPS使わず「血液細胞」：遺伝子１個で成功：カナダのチーム 朝日 10面 11.8

◆臓器移植

腎臓移植 ○移植対象を「16歳未満」から「未成年」まで拡大：優遇措置も 読売 37面 11.16

本人意思不明、家族臓器提供同
意せず

臓器提供6割同意せず：家族が脳死、意思不明で：[朝日新聞]本社世論調査 朝日 34面 11.4

◆感染症

ノロウイルス ノロウイルス：流行が本格化 朝日 夕・1面 11.25

ノロウイルス ○山梨県のホテルで37人がノロウイルス感染 山日 22面 11.21

ノロウイルス ノロウイルスに児童ら78人感染：千葉市内の小学校 朝日 千葉版 11.6

インフルエンザ ○秋田インフル6人死亡：閉鎖病棟での感染：A香港型 読売 30面 11.8

肝炎ウイルス
シンポジウム「感染症でおこるがんーがんの予防をめざして」：肝臓がん：肝炎の
血液検査が重要

朝日 夕・8面 11.16

コレラ
○ハイチ：14日時点でコレラ死者1034人：不衛生や貧困が影響：住民不満で治安悪
化も

読売 7面 11.18

コレラ コレラ死者800人迫る：ハイチ 国連が[世界に約１３５億円]支援要請 朝日 8面 11.13

ジアルジア症 ○成田市の会社で病原性原虫ジアルジアが集団発生：国内での集団発生初 読売 千葉版 11.19



多剤耐性菌 東大病院5人死亡：多剤耐性緑膿菌との因果関係不明 読売 39面 11.23

多剤耐性菌 日本医大病院で多剤耐性菌検出：アシネトバクター 朝日 15面 11.18

ピロリ菌
シンポジウム「感染症でおこるがんーがんの予防をめざして」：胃がん：ピロリ菌
除菌で予防可能

朝日 夕・8面 11.16

ムコール真菌
院内感染、ムコール菌でも？：[千葉]県が注意喚起「清掃と消毒を」：東歯大市川
病院

毎日 千葉版 11.13

◆産科・小児科

新型インフル
○新型インフルで肺炎に至る小児患者、発熱よりせき先行の症状多い：大阪医科大
助教調べ

読売 38面 11.29

赤ちゃんポスト ○運用3年半で57人預けれらる：新生児84％占める 読売 15面 11.2

お産で脳性まひ
補償事案報告：診療に問題指摘多数：過酷な現場[医師不足・労働条件・産科医療の
過酷な現状]浮き彫り：評価機構[調べ]

朝日 夕・１面 11.8

誤飲 乳幼児8割誤飲でヒヤリ：都調査、対策検討へ 朝日 10面 11.2

子宮頸がん
○妊娠中に子宮頸がんと診断された妊婦、「広汎子宮頸部摘出」手術受け、女の子
を無事出産

読売 夕・12面 11.25

子宮頸がん 子宮頸がん：原因のウイルス[に]女性の8割感染 朝日 夕・9面 11.16

子宮頸がん
子宮頸がん：ワクチン＋定期検診を：早期発見なら治療成績9割：[ワクチン]接種は
一定の予防効果

東京 10面 11.16

子宮頸がん ○子宮頸がん、検診受診率低迷：ワクチンに抵抗感：理解浸透せず 読売 17面 11.13

子宮頸がん ○子宮頸がんワクチン：次世代は万能型 読売 30面 11.7

出産前後の精神不安緩和 仲間つくり「心穏やか」：「パパと一緒」母親学級も：市川の民間施設 朝日 26面 11.5

出産費用 ○地域格差最大17万：平均47万 読売 17面 11.21

ネット購入の中絶薬 ○ネットで国内未承認の妊娠中絶薬購入・服用：妊娠20週で堕胎：書類送検 産経 27面 11.20

ヒトT細胞白血病ウイルス 次世代への感染防ぐ：白血病ウイルス妊娠検査無料化：陽性と判明 人工乳を選択 朝日 35面 11.17



不育症 不育症、多くが出産可能：原因の大半、胎児の染色体異常か：効果不明の治療法も 朝日 22面 11.18

卵子提供で出産 ○年間100人以上誕生：海外で治療増える：慶応大調査 読売 37面 11.13

◆治療法・薬

大腸ステント治療 ○開腹しないため、体に負担少ない 産経 21面 11.30

インフルエンザ治療薬 インフル薬市場過熱：「国産」2社参入：供給過剰懸念も 朝日 13面 11.26

インフルエンザ治療薬 ○国産インフル治療薬開発進む：各社治療薬の特徴掲載 読売 9面 11.4

カラオケと認知証 カラオケ、認知証に効果？：三重大と2社協同で研究へ 朝日 夕・14面 11.18

肝臓がん治療 ○ラジオ波治療拡大へ 読売 17面 11.7

がん粒子線治療 ○長野県でがん粒子線治療紹介：諏訪信金が健康セミナー 長日 3面 11.21

キノコ：インスリン分泌促進 ○血糖値低下検証へ：ホクト共同研究 信日 8面 11.6

ゲノム解析 ○人間のゲノム解読：医療個別診断・治療へ 読売 32面 11.14

ゲノム解析 ○脳の難病モヤモヤ病の遺伝子特定：約7割の患者に特有の遺伝子変異 読売 35面 11.5

国産生産薬 漢方薬・甘草も「脱中国」：水耕栽培、鹿島や千葉大など成功 朝日 夕・12面 11.6

静脈血栓塞栓症に効くストッキ
ング

○弾性ストッキング：むくみの解消と悪化防止 読売 15面 11.18

静脈血栓塞栓症薬 ○飲み薬ワーファリン、発症きっかけが明確な場合、服用短期間も 読売 19面 11.17

精神疾患 ○精神疾患、発症1年以内の治療に効果あり 読売 21面 11.11

腸閉塞治療
がんで腸閉塞：[金属製の筒ステントで]広げ食欲：金属の筒 内視鏡使い２０分で装
着：翌日に口から食事

朝日 30面 11.4

治療薬、医療財源の確保対策 （論点）高騰する薬 その対策を探る：効果的技術に投資を 毎日 11面 11.5

治療薬以外の対応策の情報充実
へ

認知症治療薬1種のまま：8年ぶり指針改定 朝日 34面 11.4



糖尿病新薬
糖尿病新薬使い方に注意：過度の低血糖や高血糖・・・死亡例も：1日1回使用で効
果

朝日 31面 11.11

認知治療薬 認知症治療薬二つ目承認へ 朝日 夕・14面 11.25

肺癌治療薬 イレッサ使用：初期治療でも：肺癌学会、推奨へ指針改定 朝日 38面 11.3

肺がんのCT検査 肺がん死亡率、CT検診で低下：米国立がん研究所が発表 朝日 12面 11.5

ヒブワクチン ヒブワクチン効いたかも：細菌性髄膜炎患う子ども減少傾向：鹿児島大病院調査 朝日 2面 11.28

肥満防止薬 ○食事減らさずとも体重増加抑制：米大学実験成功 読売 2面 11.19

免疫療法 がんの免疫療法：高額なのに効果未知数：「ひょっとしたら」と望み 朝日 23面 11.16

薬局ヒヤリ事例 薬局のヒヤリ事例1460件：昨年4-12月1700軒対象に初調査 朝日 夕・10面 11.6

◆情報科学

ウイルス仕組み、不正アクセス
○ウイルス仕組んだフィッシングサイトで他人のID・パスワード入手し不正アクセ
ス

読売 39面 11.24

電子書籍、続々 電子書籍の案内役：アサヒコム上に開設 朝日 12面 11.14

アップル、音楽に続いて映画配
信も

映画配信：アップル上陸：携帯にPC テレビでも：迎え撃つ国内業者 朝日 13面 11.12

中国漁船衝突映像流出の違法性 秘密か 知る権利か：流出の違法性判断焦点 朝日 38面 11.11

「1Q84」無断電子化 アップル配信サイトに中国版 朝日 夕・１面 11.9

動画サイトYouTubeの仕組み
（ニュースがわからん！）ユーチューブって、一体何じゃ？：誰でも無料でネット
に動画を投稿・閲覧できる

朝日 2面 11.6

政権と危機管理 機密管理穴だらけ：尖閣ビデオ流出：情報漏出防止に限界 朝日 2面 11.6

電子書籍、続々
電子書籍の商機到来：作家-自ら企業 書店-紙と両立 携帯-通信料狙い：読者の選択
肢拡大

朝日 35面 11.5



◆科学

放射性廃棄物の処理
(転機の原子力：廃棄物処理場）千年以上先へ伝える責任：[放射性廃棄物]処分 柔
軟な手段も議論

朝日 25面 11.26

ヘリウム３、薬開発にも応用 物質分析 テロで苦境：「ヘリウム3」9.11後、米国で需要増：薬開発にも応用 朝日 25面 11.26

リニア中央新幹線 ○リニア中央新幹線3年後に試乗も：相模原ー甲府間で有料先行開業へ 読売 2面 11.25

微粒子の大きさ、吸入薬の効果
的基準作成に

34ナノ以下だと微粒子体の奥に：米大准教授ら発表 朝日 35面 11.23

細胞内外のイオン、出し入れ操
作

脳を動かす光のスイッチ：神経系の病気治療法開発に期待：視力回復に成功 朝日 35面 11.23

人工心臓承認へ ○国産埋め込み型補助人工心臓2機種：年内に正式承認 産経 1面 11.20

小惑星イトカワの粒子 はやぶさ試料：生命の卵あるかな：アミノ酸分析が可能な大粒子50～60個 朝日 37面 11.18

単細胞の粘菌研究 イグ[ノーベル賞受賞者ら]の心意気：枠から飛び出した科学に光 朝日 16面 11.18

手術ロボット 「熟練医の腕」をデータベース化：ロボット使い：慶応大 朝日 31面 11.2

人工心臓承認へ ○埋め込み型の補助人工心臓承認へ 千日 18面 11.2

◆症状相談

卵巣がん ○進行卵巣がん、治療後の再発率は50％以上 産経 20面 11.30

気胸 (体とこころの通信簿）自然気胸：肺のパンク再発が厄介 朝日 夕・4面 11.29

悪性繊維性組織球腫 ○謎のしこり：患者数少なく専門医以外での診断難しい 読売 24面 11.29

認知症 認知症：まずは相談を：小６の担任、思い出せますか 朝日 27面 11.28

がんの治療
○がんの半分は放射線治療、世界の常識：日本ではまだ手術重視：医療ルネサンス
宇都宮フォーラムにて

読売 29面 11.27

花粉症
○治療費：保険の3割負担者の場合、診療代と薬代で7240円、レーザー手術9820円、
減感作療法19380円

読売 夕・9面 11.25



正常圧水頭症 高齢者、水頭症で認知障害：髄液抜く手術で改善 朝日 2面 11.25

家族性高コレステロール血症
○遺伝でコレステロール値異常：全国に推定60万人：アキレス腱・手の甲・まぶた
に「黄色腫」あること多い

読売 18面 11.25

糖尿病とうつ病の併発 ○糖尿病とうつ病の併発：治療工夫：医師に相談を 産経 20面 11.21

低Na血症 ○診察は腎臓内科や内分泌内科へ 読売 17面 11.21

膵臓の病変サイン ○超音波審査で主膵管の拡張：膵臓の病変サイン 読売 17面 11.21

エコノミー症候群 ○静脈血栓塞栓症：長い時間、同じ姿勢は危険 読売 17面 11.19

インフルエンザ ○今年のインフルエンザの傾向：予防と対策 読売 36面 11.17

閃輝暗点 目に火花散るような症状[閃輝暗点]：脳血管の精密検査を 東京 10面 11.16

糖尿病
世界糖尿病デー記念：糖尿病のこと、本当に知っていますか：早期診断で合併症を
防ぐ

朝日 35面 11.14

頭位性めまい ○寝返りでめまい：「耳石」はがれで 読売 14面 11.14

眼内腫瘍 ○脈絡膜血管腫と脈絡膜悪性黒色腫 読売 14面 11.14

子宮頸がんワクチン、接種条件 （どうしました）50代の子宮頸がんワクチン 朝日 31面 11.11

多剤耐性菌 （ニュースがわからん！）薬より強く変身した細菌：耐性菌生まない努力を 朝日 夕・3面 11.6

原因複雑の慢性腰痛
○血行改善「疎経活血湯(そけいかつけつとう）」、胃腸改善「麦門冬湯(ばくもん
どうとう）」、むくみ改善「六味丸（ろくみがん）」：原因複雑の慢性痛の治療は
漢方の得意分野

読売 22面 11.2

漢方 ○打撲や骨折の急な痛みに早く効く 読売 14面 11.2

膿栓 (体とこころの通信簿）口臭の一因：微熱などに注意 朝日 夕・3面 11.1

◆介護

介護事業参入企業少ない ○[長野]介護予防事業参加22％：理解進まず低調 長日 7面 11.21



介護保険制度改正に伴う保険料
試算

介護保険料月5200円：厚労省試算12年度25％増：軽減策で4000円台 毎日 夕・1面 11.19

口内ケア ○訪問歯科広まる：介護で見落としがちな口内ケア 読売 17面 11.19

高齢者の旅行支援
○ホームヘルパー同行ツアーや旅館へのヘルパー派遣：大手旅行会社の新プラン
続々と

読売 17面 11.1

在宅医療の体験談
○在宅医療・介護サービスの充実望む：夫を看取ったノンフィクション作家の体験
談

読売 13面 11.1

◆医学・医療一般

歯科医院の廃棄物の不法投棄 ○歯科医院経営者逮捕：不法廃棄：7年前から捨てていた 産経 千葉版 11.30

薬害C型肝炎訴訟 ○カルテのないC型肝炎感染者102人、給付金求め国を提訴 読売 38面 11.30

免疫力低下、40代で実感
○免疫力高いと感じるのは平均26.6歳、免疫力低いと感じるのは平均45.3歳：サン
トリー健康科学研究所調べ

産経 21面 11.30

長時間座る人、死亡率高い 余暇、座る時間で死亡率に差 朝日 夕・4面 11.29

遺伝子検査に注意を ○遺伝子検査、市販増加に懸念：日本人類遺伝学会「市販、科学根拠なし」 読売 38面 11.28

薬害エイズ訴訟
○非加熱血液製剤でエイズウイルスに感染した血友病患者らと国・製薬会社5社との
和解未成立3人の協議：打ち切りへ

読売 38面 11.27

受動喫煙で死者多数
○受動喫煙で、年間60万人以上の死者：アフリカ・南アジアでの被害大きい：死者
のうち16万6000人は14歳以下：WHO調査

読売 2面 11.27

診断ミス ○くも膜下出血の女性を過呼吸と誤診断：千葉市立海浜病院、6630万円で和解 読売 35面 11.26

寝返り防止枕で窒息 寝返り防止枕：米で窒息相次ぐ：消費者庁、注意呼びかけ 朝日 34面 11.26

B型肝炎裁判
(ニュースがわからん！)B型肝炎裁判の焦点 持続感染とは：未発症でも汗がんリス
ク。国は法的責任を否定

朝日 2面 11.26

虐待の通報 とだえぬ虐待、ひるむ通報：「体罰、虐待と違う」7割：「ざまあみろ」自己嫌悪 朝日 27面 11.26

トイレ近い、改善策 ○排尿記録や膀胱訓練で改善を 読売 18面 11.26

心臓マッサージ
○救命措置の指針改訂：人口呼吸必ずしも行う必要なし：胸骨圧迫はより強く早い
テンポで

読売 夕・9面 11.25



健康診断・検診を受けない ○年齢とともに検診で異常増：老いは自然：健診を止めることで健康な身体感を 読売 夕・8面 11.25

千葉川鉄公害訴訟団
千葉川鉄公害訴訟団：[公害訴訟]活動の先駆け：35年を経て幕：「被害伝えよう
と」と記録集

朝日 千葉版 11.25

アスベスト認定の事業所名公開
○アスベスト（石綿）被害の従業員が勤める企業一覧公表：検診や労働基準監督署
へ相談を

読売 37面 11.25

足のつめケア、難しい作業 つめケア　声かけ細心：硬く変形、難しい作業：写真で記録、情報共有 朝日 31面 11.25

小児がんのNPO設立
小児がん支えるNPO：家族・医療者・企業人ら千葉で設立総会：学校復帰・就
職・・・治療後も

朝日 千葉版 11.24

魚のn-3系脂肪酸、動脈硬化抑制
○魚を食べる人は心臓病の発作率低い：米国調査：但し、肉に含むn-6系脂肪酸の接
種も大事：バランスの良い食事を

読売 15面 11.24

英国教育専門誌の世界大学ラン
キング

[日本の]大学ランク下落：突破型若手に投資しよう 朝日 13面 11.24

五感刺激する砂利を利用した建
築設計

砂利でストレス低減実験 朝日 35面 11.23

カフェイン入りアルコール違法
○米食品医薬品局：違法とする警告文送付：カフェインは酔いを感じさせない：製
造元反論

読売 38面 11.22

被爆者のメッセージ、ネットで
公開

被爆の記憶 世界へ：なまの体験ネットで共有：17日正午に開設：1600人掲載へ ま
ず890人
http://www.asahi.com/hibakusha

朝日 18面 11.22

健康長寿の極意伝授 ○104歳で6回目の世界講演旅行へ 長日 5面 11.21

虐待の通報 ○通告激増でも命救えず：児童虐待防止法施行から10年：実態把握難しい 山日 3面 11.20

唾液増やし、健康へ ○加齢で減少する唾液、口臭や味覚鈍化の原因に：あめ・ガムで分泌促す 山日 13面 11.20

腰割り、ひざや腰の痛み予防 ○日常使われない筋肉刺激：血液の循環に効く：トレーニングには注意も必要 読売 14面 11.19

麻酔科医、麻薬系鎮痛剤使用 麻酔科医を逮捕：横浜市大：自ら[麻薬系鎮痛剤]使用容疑 朝日 15面 11.18

料理写真で自動カロリー計算 ○携帯電話の写真機能：色や形でカロリー算出 読売 夕・2面 11.17

企業、保険料値上げ ○協会けんぽの保険料増：不景気で企業の保険料収納率低下：保険財政悪化による値 読売 夕・5面 11.16



裁判員裁判、精神ケア ○極刑を選択した裁判員の精神的負担、判決後も続く：裁判員裁判の精神ケア必要 読売 夕・12面 11.16

被爆体験者、援護求めて 被爆体験者、被爆者と援護に差：改善求め署名提出へ 朝日 37面 11.16

周囲との関わり良好、死亡率低
い？

周囲の人との関係と健康：[米国疫学雑誌に掲載] 朝日 夕・3面 11.15

千葉大卒業生、市に児童書寄贈 NPO小象の会：千葉市に児童書200冊を寄贈：医師と作家が共同執筆 朝日 千葉版 11.14

高脂肪食摂取の父親と娘の血糖
値

○高脂肪食を取り続けた父親の娘、食後の血糖値下がりにくい:息子影響なし：ラッ
トで確認：豪大学研究

読売 32面 11.14

脳卒中、精神緩和
(くらしナビ医療)脳卒中リハビリ：回復の可能性見せ効果：神経機能検査でやる
気：激励が脳刺激、動作身につく

毎日 23面 11.14

縄文人、寿命長い 縄文人、意外と長生き：腰骨再調査したら65歳以上が3割 朝日 30面 11.13

お米、糖尿病リスク増
米飯多食で女性の糖尿病リスク増？：男女6万人5年追跡：1日4杯[ご飯]→1杯の1.81
倍

毎日 夕・12面 11.12

自殺、遺族のケア

わが子の自殺語り合う：[自死遺族]親の会　初めてのホットライン：やまぬ電話
「話せる人いない」
NPO法人「全国自死遺族総合支援センター」http://www.izoku-center.or.jp/
NPO法人「自殺対策支援センターライフリンク」
http://www.lifelink..or.jp/hp/tsudoi.html
自殺予防総合対策センターhttp://ikiru.ncnp.go.jp/ikiru-
hp/ikirusasaeru/index.html
NPO法人「グリーフケア・サポートプラザ」htp://www12.ocn.ne.jp/~griefcsp/
日本臨床心理士会[電話相談のみ]

朝日 34面 11.12

テレビ電話で授業 ○白血病の教諭、テレビ電話使い命の大切さを教える授業 読売 16面 11.11

ネット配信悩む公共放送 欧州の視聴者、受信料に抵抗感：英－肥大化見直し、独－全世帯徴収へ 朝日 37面 11.9

レアアースの原子構造
レアアース磁力や光出す力：魔法生み出す電子の空席：中国に高濃度鉱床：汚染招
く採掘法

朝日 36面 11.9

ゲノム最長の植物 キヌガサソウ、ゲノム最長：人間の50倍[の長さ] 朝日 36面 11.9

食品の安全、ネットで確認
○食の表示偽装に関するトラブルをネットで公開：消費者団体開設
http://www.fsafety-info.org/

読売 17面 11.9



若年性認知症、就労模索 ○若年性認知症、仕事で気持ちの張りと能力維持へ：就労機会模索 読売 17面 11.9

禁煙外来 ○禁煙外来：禁煙補助薬を使った治療：受診者増加 読売 35面 11.5

障害者、雇用促進へ つなぐ障害者と企業：橋渡し役母親が育成：仕事ぶりブログに 朝日 32面 11.5

地震情報の呼称見直し ○東海地震の観測情報：気象庁が情報の呼称見直しへ 山日 25面 11.5

緑茶に乳がん予防効果なし 国立がん研究センター発表：[煎茶・番茶・玄米茶の違いも影響しない] 毎日 13面 11.5

生死観
死生観：[朝日新聞]本社世論調査：安らかに簡素に生きたい：延命治療「希望しな
い」81％：末期がん「知らせて」78％

朝日 9面 11.4

毒キノコ、被害拡大へ
○毒キノコによる食中毒200人越え：毒キノコ見分け方→
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-
anzen/syouhisya/101022.html

読売 35面 11.4

賞味期限の表示見直しへ ○賞味期限表示方法見直し：「日付過ぎても食べられる」も表示 読売 夕・1面 11.2

アルコール、自殺の要因に 酒依存：自殺の危険信号：「アルコールが一因」2割：目立つ企業戦士 朝日 33面 11.2

赤ワインと超伝導 赤ワイン効果、超伝道活気：お酒に[鉄の化合物]浸すと超伝道に？ 朝日 31面 11.2

表示に注意
「小麦成分入りせっけん」でアレルギー：「加水分解コムギ」表示：厚労省「注意
を」

朝日 10面 11.2

森林療法 （人脈記）木よ森よ：思い出した：歩き出した 朝日 夕・１面 11.1

臨床試験の基準
国際ルールにそわない日本の「二重基準」：安全と信頼確保を：被験者保護する仕
組み必要：患者に開示されてこそ情報は意義を持つ

朝日 17面 11.1

医療に関する金融商品充実へ ○不妊治療に低利ローン：糖尿病にも医療保険 読売 17面 11.1

◆本の紹介

心理学や神経科学からみる乳幼
児

アリソン・ゴプニック著、青木玲訳『哲学する赤ちゃん』亜紀書房　2625円 山日 10面 11.21

病気全般の解説 島田誠『骨盤臓器脱』：メディカルトリビューン　1500円 読売 17面 11.7

個人の脳能力や特徴と脳構造の
関連

金井良太『個性のわかる脳科学』：岩波書店　1260円 朝日 31面 11.2
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