
医学・医療に関連する商業紙報道　見出し･概要　（平成22年１2月１日～１2月31日 ）　　　　

◆官公庁の医療政策 新聞 掲載面 掲載日

保険/労災 労災期間取り消す判決 朝日 夕・8面 12.25

保険/国保返済できず 補助金29億円分：全建国保返せず：厚労省は57億円請求 朝日 30面 12.20

保険/国保の負担、厳しい 子どもいる世帯国保滞納が悪化：09年度救済制度導入の影響か？ 朝日 夕･6面 12.27

保険/国保の負担、厳しい 国保運営都道府県に：現役世代に思いツケ 毎日 2面 12.9

保険/国保の負担、厳しい 国保広域化18年度に：全年代で都道府県が運営：厚労省方針 毎日 1面 12.4

保険/国保の負担、厳しい やせ細る健保組合：負担は誰が？：大幅にサービス縮小 毎日 15面 12.1

年金問題 基礎年金 国庫負担維持を決定：財務、厚労相合意 剰余金財源に 毎日 2面 12.23

年金問題 年金機構発足1年：記録問題出口見えず：不一致100万人/予算17％減/未納者対策は民間移行 毎日 2面 12.29

年金問題 ○厚生年金記録、原簿の紙とコンピュータ記録で不一致8.1%うち86％が増額 読売 1面 12.15

ドクターヘリ、運航へ ○長野県：県消防防災ヘリに医師ら搭載へ：信大病院・相沢病院と協定：年度内に運用開始 信毎 4面 12.9

ドクターヘリ、運航へ ○茨城、群馬、栃木で県境越えたドクターヘリ連携運用：来春にも実現 読売 37面 12.6

政策/こんにゃく入りゼリーの安全指標 こんにゃく入りゼリー安全指標：5センチ以上か1センチ以下 朝日 38面 12.23

政策/増える市債金
「念願」施設賛否も争点：図書館計画撤回：増える市債残高[東京女子医大八千代医療センターは補
助金年4億7500万]

朝日 千葉版 12.6

政策/障害者基本法改正 ○障害者基本法改正案で障害者への差別撤廃を明確に位置づけ 読売 1面 12.17

政策/後期医療制度 後期医療廃止先送り：14年以降に新制度成立見込めず：厚労省 朝日 1面 12.21

政策/がん対策条例 ○山梨県：県議会ががん対策条例制定を検討 山日 2面 12.1

政策/介護職員の医療行為 ○厚労省、介護職員の医療行為の対象や範囲を規定 読売 2面 12.12

政策/外国向け医療ビザ発行 医療ビザ来月新設：アジア富裕層狙う 朝日 38面 12.17

政策/院内感染の保険所への報告規定 院内感染4週間に3人特定→対策を：さらに感染10人以上→保健所へ報告 朝日 7面 12.22

政策/医療費負担控除,高校生まで無料 千代田区と日の出町：高校生の医療無料：都内初、来年度 東京 22面 12.31

政策/医療費負担控除、断念 ○高額療養費制度：2011年度の低所得世帯向け負担上限額の引き下げ断念 読売 1面 12.1

政策/医療費負担控除,子ども小学3年ま
で拡大

○千葉県：千葉市除く53市町村で子どもの医療費助成対象を拡大：小学3年までに 読売 京葉版 12.2

政策/医療政策に19億円
医師不足対策19億円：[地域医療支援センター、大腸がん検診の無料クーポン、ワクチン療法、巡回
型介護サービス、精神障害者への訪問支援など]

朝日 9面 12.25



政策/医療・介護・健康が科学政策に 民主の科学政策、実用重視：環境・エネルギー/医療・介護・健康が柱 朝日 26面 12.17

自殺対策へ ○文科省：小中高の授業に自殺予防教育導入検討：議論本格化 産経 1面 12.31

自殺対策へ ○民主党、政策調査会に自殺対策プロジェクトチーム設置 読売 4面 12.31

さい帯血、国に改善要請 エコチル調査[に使われ]「さい帯血の不足招く」：バンクネット国に改善求める 毎日 26面 12.4

公務員のボーナス 公務員ボーナス大幅減：下げ幅2番目：国8.4%、地方9.5％ 毎日 夕・10面 12.10

救急搬送 「心身合併症」搬送難航：救急1日4ヵ所確保：東京都来年度から事業開始 毎日 22面 12.30

医薬品
薬の「時間差」解消へ始動：日本での承認、米の2年半遅れ：治験省き保険適用も：安全性と両立に
課題

朝日 3面 12.20

医薬品 ワクチン公費負担要望 朝日 37面 12.17

◆大学・教育施策

情報流出 東大院で個人情報漏れ 朝日 37面 12.23

留学 海外→日本 留学生14万人過去最多に：海外←日本 11%減、減少数は最大に 朝日 夕・1面 12.27

教職員の精神ケア 全教職員にストレス検査：都教委精神疾患早期発見へ 毎日 夕・9面 12.28

教職員の精神ケア 精神疾患の教員休職：大都市圏高い割合：09年度休職者、過去最高5458人：文科省調査 朝日 33面 12.25

科研費 ○科研費の次年度繰越し可能へ：来年度予算編成で改正：若手研究者への配慮中心 読売 2面 12.21

科研費 研究者支援へ633億円上積み 朝日 9面 12.25

科研費 官民研究費8.3%減 朝日 夕・6面 12.25

科研費 科技予算増額：一時的なものではなく[長期的ビジョンをもって配分すべき] 毎日 5面 12.30

大学予算 ○大学、予算6年ぶりの増額：2011年度試案 読売 4面 12.25

大学予算 大学、予算減に危機感：仕分けで事業「廃止」次々 朝日 24面 12.20

知的生産構築への政策 ○目先の利益を超え、一から育てる学術振興が必要：永続的政策のための司令塔に欠ける日本 読売 1面 12.12

奨学金の返済 ○奨学金返済：2011年から最長10年で半額返済の制度導入 読売 夕・14面 12.21

奨学金の返済 奨学金で機会の平等広げよ：ローン化で若者に重荷負わせるのは愚策 毎日 7面 12.9

出産と進学の両立 託児室ある高校で「両立」：若年出産 朝日 夕・12面 12.21

医療系学生、就職好調 ○山梨県：医療系学生の内定続々：就職難の時世に：人材不足の病院、福祉施設から求人 山日 23面 12.9

教育機関設置
○中国：日中交流センターを北京大、清華大、復旦大、上海交通大、浙江大に設置：香港の実業家
12億円の資金提供

読売 9面 12.23



教育機関設置 ○長野県：科学教育センター設置へ：実験、観察で面白さ体験：芽野市教委構想 長日 1面 12.10

教育機関移転 ○滋賀県：私立大移転計画を引き留め：県外への学生流出懸念 産経 1面 12.8

患者・市民の医療知識学習 米では企業寄付で患者支援活動 毎日 11面 12.12

患者・市民の医療知識学習 ○欧米学会や政府機関が患者に教育：治療には患者自身で病気に関する学習も必要 読売 14面 12.7

患者・市民の医療知識学習 ガン防ぐ授業で学ぼう：研究者と小学校が連携：厚労省が教材開発：「親子で話題」期待 朝日 35面 12.4

患者・市民の医療知識学習 ○佐賀県：県医師会が中高生に性の教育 読売 27面 12.2

◆病院の経営

医療系事業 ○山梨県：医療、介護など成長事業に低利融資：甲府信金 山日 6面 12.9

2009年医療機関別治療実績 ○病院の治療実績：腰・首の手術：読売新聞調査 読売 30面 12.5

病院開設 ○2014年開院目指す「東九十九里地域医療センター」の財政支援を近隣地町村に求める 千日 1面 12.4

病院開設 ○銚子市立病院：病棟年度内開設目指す 読売 京葉版 12.2

診療報酬の不正請求 診療報酬30億円返還を 朝日 37面 12.23

給与未払い ○東大病院や関連機関で違法超過勤務：未払い賃金9776万円 読売 35面 12.8

看護職員不足 夜勤：発がんリスクも：看護師不足の現場から 毎日 2面 12.23

看護職員不足 ○看護師・助産師等、来年は5万6千人不足：厚労省調査 読売 37面 12.10

医師不足 ○山梨県：山梨大病院、研修医不足深刻：来年度は派遣医の呼び戻しも検討 山日 1面 12.9

医師不足 医師不足矮小化するな：正確な情報なくして対策なし 毎日 10面 12.1

◆再生医療

政策 ○文科省・厚労省・経産省連携で再生医療の促進 読売 2面 12.31

iPS細胞 iPS細胞で立体構造：米グループ、腸組織作成 朝日 26面 12.17

iPS細胞 iPS細胞移植：脊髄損傷回復：小型霊長類で成功：慶応大など 毎日 26面 12.8

生体材料 ○膝前十字じん帯の断裂：腱と骨のすきまに骨の結晶を作成：元の強い運動可能へ 読売 夕・6面 12.2

◆臓器移植

基準案 子どもの肝臓も子ども優先：脳死移植厚労省班が新基準案 朝日 33面 12.25

脳死 脳死で肝腎同時移植へ 朝日 32面 12.26

脳死 ○家族承諾の臓器移植28例目 読売 23面 12.30

脳死 109例目の脳死臓器移植 毎日 12面 12.10



◆感染症

新型多剤耐性菌 新型多剤耐性菌[メチシリン耐性黄色ブドウ球菌MRSA]：英領で感染判明：マン島 朝日 10面 12.24

百日ぜき 大人の百日ぜき：追加接種に効果：[日本ワクチン]学会確認 朝日 夕・8面 12.25

ピロリ菌 ○ピロリ菌感染者、60歳以上が約6割：0.2～0.5% は胃がんに 読売 22面 12.4

肺炎桿菌 耐性肺炎桿菌を撮影[新潟大学] 朝日 33面 12.3

ノロウイルス 新潟・上越：ノロウイルスか：園児57人欠席：「お店屋さんごっこ」で感染？ 朝日 39面 12.17

ノロウイルス ○新潟県：高齢者施設で計44人発症うち死亡2人：ウイルスとの因果関係調査中 読売 38面 12.14

ノロウイルス ノロウイルスが猛威をふるっているの？：今月から来月がピーク：手洗い励行不足が原因か 毎日 3面 12.11

鳥インフル ○新潟県：佐渡保護センターで特別天然記念物のトキが鳥インフル感染：危険度を２に引き上げ 読売 24面 12.26

鳥インフル ○鹿児島県：出水の鳥インフル：天然記念物ナベツルの対処に苦慮 読売 3面 12.30

鳥インフル ○鹿児島県：出水の鳥インフル：爆発的な感染の予兆なし：環境省 読売 2面 12.30

鳥インフル ツル最大冬地：鳥インフル4羽：鹿児島・出水 朝日 1面 12.22

鳥インフル 鳥インフル：鳥取で検出：コハクチョウから 朝日 38面 12.19

鳥インフル 富山の鳥インフル：10羽を殺処分 朝日 38面 12.19

鳥インフル ○島根県の養鶏場の高病原性鳥インフルエンザ：防疫措置終了 読売 36面 12.6

鳥インフル 渡り鳥[シベリアなどの]営巣地でウイルス増殖か：島根・鳥インフル分析 朝日 37面 12.4

鳥インフル ○島根県の養鶏場の高病原性鳥インフルエンザ：ウイルスは強毒性：農林水産省調査 読売 38面 12.3

鳥インフル ○高病原性鳥インフルエンザ感染者、世界5カ国で40人：内20人死亡 読売 7面 12.3

鳥インフル ○香港で高病原性鳥インフルエンザ感染：感染源は中国本土内か 読売 2面 12.3

鳥インフル 島根養鶏場：2万羽殺処分終了：鳥インフル焼却始める 毎日 夕・11面 12.2

デング熱 ○海外旅行でデング熱感染：例年より倍増：2010年12月まで236人 産経 21面 12.31

デング熱 デング熱抑止へ実験:[抗生物質テトラサイクリンで遺伝子組み換え] 朝日 26面 12.17

噴煙型インフルワクチン ○鼻噴煙型のインフルワクチン：感染防止効果あり：国立感染症研究所調査 読売 23面 12.30

インフル インフル流行本格化：新型　季節性を逆転 毎日 3面 12.31

インフル インフル流行すぐわかる：前日の状況HPに地図掲載：[日医のHP] 朝日 30面 12.20

インフル ○インフル患者報告増加：12月20日以降、本格的流行も 産経 3面 12.18

インフル 新型インフルの抗体保有率：乳幼児や50代以上は低水準 毎日 11面 12.12



インフル ○インフル薬、妊娠中の服用問題なし：産婦人科学会中間報告 産経 28面 12.12

インフル
○今シーズン、インフル季節性A香港型目立つ：ワクチンは新型、季節性A香港型、B型用の3種混合
接種1回：新薬「ラピアクタ」と「イナビル」追加

読売 37面 12.1

◆産科・小児科

緊急避妊薬 ○緊急避妊薬ノルレボ（レボノルゲストレル）承認：来春にも発売 読売 36面 12.25

咽頭結膜熱 プール以外でも感染：咽頭結膜熱が幼児らに流行 朝日 30面 12.29

小児救急重症患者 ○ドクターヘリ活用で病院間連携：救命率上昇 読売 19面 12.10

小児まひ
国内未承認のポリオワクチン：「安全」取り扱い急増：[国内の承認ワクチンより安全性高い：海外
から輸入して使う医療機関急増]

朝日 32面 12.26

小児まひ 不活化ワクチン早期導入をポリオ患者団体が署名提出 毎日 15面 12.19

ヒトT細胞白血病ウイルス1型の検査 白血病のウイルス保健所でも検査 朝日 38面 12.21

産後うつ、パートナーの暴力で 心理的暴力で高まる産後うつ 朝日 夕・3面 12.13

妊産婦の死亡原因 今年死亡の妊産婦3分の１が「羊水塞栓」：循環器病センター早期発見呼び掛け 毎日 大阪版 12.22

溺水 ○2歳未満の溺水、約8割自宅の浴槽にて：すぐに人工呼吸を 読売 12面 12.9

胆道閉鎖症 ○早期発見のための便色カード：母親たちが普及活動へ 読売 25面 12.2

体外受精 体外受精広がる応用：倫理の検討置き去り 毎日 3面 12.19

先天性接合部頻拍 心臓病乳児の治療成功：重症頻拍カテーテル用い国内初：大阪の病院[大阪市立総合医療センター] 毎日 夕・8面 12.18

人工授精 「父と血縁ない」告知に衝撃：「子の権利」国が議論：当事者ら自助グループも 毎日 16面 12.23

人工授精
広がる卵子提供：公的ルールないまま：妊娠女性「何があっても母は私」提供の義妹「産めないつ
らさ理解」

毎日 1面 12.19

人工授精 性変え結婚の子：摘出子認定困難：法務省、対応変えず 朝日 38面 12.17

人工授精 卵子ビジネス米浸透：名門大生に謝礼290万/日本人専門の機関も 朝日 1面 12.6

助産師外来 ○山梨県：助産師外来利用2.6倍に：医師の負担軽減へ 山日 20面 12.9

小学生の視力低下 ○視力0.3未満は7.55％、1.0未満は29.91％：テレビゲームが要因：文科省調査 読売 38面 12.10

緩和ケア 「死」と向き合う手引き：小児がん命限られた子の親に 毎日 26面 12.19

◆治療法・薬

重粒子線治療法 ○仙骨脊索腫：重粒子線治療で神経切除回避 読売 15面 12.3

局所陰圧閉鎖療法
局所陰圧閉鎖療法：糖尿病による足の皮膚の漬瘍や床ずれ、心臓手術の傷などを閉じる：格段に早
い治り具合

毎日 15面 12.19



虫歯・歯周病の殺菌法 虫歯や歯周病などの原因菌、99.99％以上を死滅させる殺菌法開発：東北大大学病院チーム調査 読売 33面 12.9

副鼻腔炎の治療法
副鼻腔炎：抗菌薬服用や洗浄、うみの除去も
日本耳鼻咽喉科学会サイトhttp://www.jibika.or.jp
耳鼻咽喉科サージクリニック東京http://www.en-surgicener.com/

朝日 夕・3面 12.13

皮膚のあざにレーザー治療法 レーザーが効果：治療受けない選択も 朝日 33面 12.12

骨粗鬆症の治療法 ○破骨細胞を骨に近づけないようにして治療：壊死抑える：大阪大と米国立衛生研究所チーム 千日 8面 12.7

下肢静脈治療法 ○弾性ストッキング：米国では軽度の下肢静脈瘤で利用は当たり前 産経 9面 12.18

皮膚炎 ○アトピー性皮膚炎：医療従事者内でもステロイド薬の誤解 読売 20面 12.16

ハンチントン病 ハンチントン病　原因抑える[国立精神・神経医療研究センター調査] 朝日 17面 12.10

大腸がん [抗がん剤]セツキシマブ効く人増える？ 朝日 26面 12.17

前立腺がん 初期の前立腺がん：検査と様子見有益：米の大学が発表 毎日 19面 12.10

重症筋無力症 重症筋無力症、新たな原因[東京大学と長崎大学の共同調査] 朝日 17面 12.10

ジェネリック薬品 キョーリン統合泥沼化：ジェネリック大手沢井製薬の提案拒否：後発薬戦略に溝 朝日 19面 12.17

睡眠薬 睡眠薬 使いやすく進化：危険減少：症状に応じ多様に：高齢化、処方増える：不眠原因見極めを 朝日 33面 12.23

向精神薬
過量服薬防止をHPで注意喚起：向精神薬で4学会[日本うつ病学会、日本臨床精神神経薬理学会、日
本生物学的精神医学会、日本総合病院精神医学会]

毎日 夕・10面 12.2

筋疾患 「筋ジス」抑える化合物：イヌで効果実証：治療薬に期待：大阪の研究所など開発 毎日 26面 12.11

筋疾患 アクチン繊維：生成の仕組み解明：筋疾患治療の糸口に：世界初、千葉大教授の研究班 毎日 千葉版 12.10

肝臓がん ○鎮痛薬を複数組み合わせて利用、効果あり 読売 22面 12.22

がん/幹細胞解明 がんの幹細胞解明進む：がんの「黒幕」人工的に作り研究 朝日 34面 12.21

がん ○アスピリン：少量を5年以上の長期服用でがんによる死亡率大幅減：英オックスフォード大調査 読売 2面 12.9

風邪薬 風邪薬半日後も眠る脳：東北大「車の運転注意」実証 朝日 夕・14面 12.18

認知証
アルツハイマー新薬2種[レミニール(ガランタミン）、メマリー（メマンチン）]承認へ：来春にも
発売か

毎日 19面 12.10

E型肝炎検査薬 E型肝炎診断可能に：検査薬承認：治療向上に期待 朝日 26面 12.30

◆情報科学

電子書籍 電子書籍：日本語も世界標準に：EPUB来年、縦書き対応 毎日 1面 12.29

電子書籍 電子書籍使えば大学に著者派遣：講談社が寄付講座 朝日 夕・14面 12.16



携帯
現実世界にデジタル情報：広がるAR[拡張現実]技術：スマートフォン普及が後押し：観光案内、広
告などに

東京 3面 12.31

携帯 パソコンしない10代：ネットは携帯で/TVも見れるし・・・ 朝日 39面 12.12

パソコンOS ○グーグルがパソコンOS「クロームOS」の無償提供開始 読売 8面 12.9

パソコン・携帯で健康維持
○携帯・パソコンで健康管理：au、携帯GPSでカロリー確認「auスマートスポーツ」：エムスリー、
サイト経由で医師に相談「アスクドクターズ」：オムロンヘルスケア、健康維持へのアドバイス提
供「ウェルネスリンク」

産経 14面 12.10

個人情報漏洩 ○米国：アイフォーンなどの専用ソフト通して個人情報が広告業者に流出：アップル社を提訴 読売 2面 12.30

ネット授業 メディア活用力講義ネット生中継：千葉大受講生らツイッターに随時感想 朝日 33面 12.9

◆医工学・遺伝子

ロボット手術 前立腺がんロボット手術：高額な維持費：長期評価も過大 朝日 32面 12.16

人工心臓 ○人工心臓：サンメディカル技術研究所「エバハート」：シンプルな構造の遠心ポンプ 長日 3面 12.9

人工心臓 ○厚労省、国産の埋め込み式補助人工心臓2機種の製造販売を承認 読売 2面 12.9

人工視力 ○失明した網膜色素変性症患者に人工視力：光の動き判別 読売 1面 12.5

小型の呼気測定機器「NIOX MINO」 ○ぜんそく診断：呼気の一酸化窒素濃度で炎症の程度判断 信毎 14面 12.10

３Dで病院設計 ○パナソニック電工：３D技術取り入れ、病院建設計画をバーチャル再現 産経 10面 12.9

がん/妨害タンパク質 がん治療 妨害たんぱく質発見：メカニズムも解明：抗がん剤、放射線効果的に：東北大グループ 毎日 27面 12.23

がん/幹細胞解明 がんの幹細胞解明進む：がんの「黒幕」人工的に作り研究 朝日 34面 12.21

遺伝子 ○遺伝子操作のマウスから小鳥のような鳴き声が：言語の進化を探る新たな実験モデル 読売 37面 12.21

遺伝子 遺伝子検査の指針案 朝日 7面 12.17

遺伝子 遺伝子の動き復元：がん治す：エピゲノム利用　治療薬承認へ：糖尿・アルツハイマーも研究 朝日 33面 12.3

◆症状相談

更年期障害 ミドルエージ世代から元気に過ごす10か条 毎日 10面 12.31

更年期障害 良い食事と運動の週間を 毎日 10面 12.31

更年期障害、男性も 男性うつ、不調は泌尿器科へ 毎日 15面 12.30

乳がん、乳房の温存療法 ○乳房温存手術後に赤みと腫れで放射線治療は延期：米国診療指針では70歳以上にホルモン療法も 読売 14面 12.26



漏斗胸 ○胸のへこみ：心肺機能に影響出る場合は手術必要：小児外科や形成外科へ 読売 14面 12.26

血統病 より良い血糖コントロールをめざして：もっと知りたい糖尿病のこと、インスリンのこと 朝日 22面 12.19

体温の測り方 ○同じ部位で一定時刻に測ること大切：測定部位や朝夜で異なるので注意 読売 17面 12.12

小顎症 ○治療には手術が必要な時も：専門医と要相談 読売 17面 12.12

うつ病 耳鳴り：うつ病で表れるケースも 毎日 12面 12.9

授乳中の飲酒 ○飲酒は我慢しないで：但し、飲み過ぎ注意 産経 23面 12.5

骨盤臓器脱 [広告]もしかしたら「骨盤臓器脱」かもしれません 朝日 25面 12.2

アルコール ○アルコールの摂取量と肝臓 信毎 15面 12.1

アトピー性皮膚炎 白内障：アトピー性の人は要注意 毎日 15面 12.1

◆介護・高齢者

保険 介護保険：利用者負担増断念も：民主提言で厚労省検討ケアプラン有料化など 毎日 2面 12.9

保険 治療の支え：崩れる「安心と平等」 毎日 2面 12.9

保険 ○「お泊りデイ」の介護保険適用：介護関連業界は賛否両論 読売 18面 12.7

認知症 ダンスで減る認知症のリスク 朝日 夕・3面 12.13

認知症 認知症予防財団が公益法人になりました：介護の極意発信 毎日 27面 12.12

高山病 ご注意 高齢者の海外登山：東京医大、高山病外来を開設 朝日 夕・7面 12.27

床ずれ 傷口ふさぐ手術後、再発せず 朝日 31面 12.18

スポーツジムで交流 ジム友：シニア、裸のつきあい：サークル感覚一緒に旅行も 朝日 33面 12.18

自治体の活動支援 長寿ポイントで介護予防：太極拳・花壇作りも換金 朝日 29面 12.10

在宅ケア わが家がいちばん：多職種協働で支える在宅医療 毎日 22面 12.19

在宅ケア 「別宅」で納得の見送り：近所の施設　家族と絆保つ 朝日 34面 12.17

在宅ケア 我が家で看取る自信：ケア技術習得、ボランティアも力 朝日 31面 12.16

がんから生死をみつめる 「消えた高齢者[所在確認できない100歳以上の高齢者の存在]」が示すもの 毎日 11面 12.12

胃ろう ○胃ろう過剰使用：見直す動き 読売 13面 12.14

◆投稿者の言葉

円形脱毛症 カツラでいじめ：友が支え 朝日 33面 12.22

精神疾患 うつ病克服周囲の支えに感謝 毎日 15面 12.19



◆ミス・事件・訴訟

中国、整形手術後に女性急死
○中国：24歳女性タレントがアゴの整形手術後に呼吸困難に：死亡原因特定されず：市民の間で不
安広がる

読売 7面 12.23

B型肝炎集団訴訟 B型肝炎：和解協議越年：地裁1月所見 朝日 30面 12.28

レーシック手術 銀座眼科元院長起訴：借金6000万円「稼ぎたかった」 朝日 30面 12.28

レーシック手術 集団発症前にも感染例：銀座眼科不衛生手術：常態化か 朝日 15面 12.10

レーシック手術
眼科元院長：減菌作業禁じる：レーシック感染「不衛生」助言無視：「やっと一歩前進」被害者の
会

毎日 28面 12.8

ホメオパシー訴訟
民間療法 規制に壁：健康食品 国の監視強化：ホメオパシーだけじゃない：「現代医療の否定が問
題」

毎日 夕・29面 12.28

ホメオパシー訴訟 長女死亡女性　助産師と和解：ホメオパシー訴訟 朝日 38面 12.22

東大の治験 ○東大医科研教授ら、がんワクチン報道で朝日新聞を賠償提訴 山日 21面 12.9

胎児放置 中絶胎児1700体放置：神奈川歯大元教授ら「実習用に集めた」 朝日 15面 12.6

診断ミス 生きているのに「死亡」と誤判断：山口・岩国の救急隊員 朝日 夕・15面 12.16

手術ミス 大分大学病院手術で男性死亡「改善の余地ある」外部指摘 朝日 12面 12.4

健康食品の表示偽装 「がん治る」とウソ：健康食会社に業務停止命令 朝日 37面 12.18

健康食品の表示偽装 誇大広告業者公表へ：がんに効く　確実にやせる：健康食品　消費者庁方針 毎日 1面 12.1

アスベスト訴訟 石綿肺患者を初の救済判決：環境省 朝日 38面 12.17

◆危機管理

環境 「黒い雨」地域見直し検討へ：厚労省で有識者初会合 毎日 夕・8面 12.28

環境 環境破壊の損害530兆円：国連環境計画試算 東京 3面 12.31

地震 緊急地震速報的中56％：導入3年「間に合わず」もほぼ半数：気象庁「限界ある情報、理解を」 朝日 28面 12.19

気象 90年12月11日茂原で国内最大級の竜巻：家屋粉々がれきの街に 毎日 千葉版 12.1

気象 ○21世紀の猛暑日は20世紀初頭に比べ約50倍：冬日は約1/25 産経 18面 12.30

宇宙 [金星探索機]あかつき魔の2分半：金星探査投入失敗：エンジン不具合か 毎日 3面 12.9

宇宙 ヒ素「食べる」細菌：覆い謎：機能の解明まだ：DNA取り込みに疑問 朝日 17面 12.1



◆HP・サイト

小児救急

子ども救急正月備え：旅先の当番医確認を：症状判断にウェブ・電話相談
こどもの救急～おかあさんのための救急＆予防サイトhttp://www.kodomo-qq.jp/
小児救急医療電話＃8000
子どもの事故防止支援サイトhttp://www.niph.go.jp/soshiki/shogai/jikoboshi/index.html
緊急相談＃7119
救急アドバイス（東京消防庁）http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/kyuu-adv/index.html
「とっさの手当・予防を学びたい」（日本赤十字社）
http://www.jrc.or.jp/study/safety/index.html
「大阪中毒110番」072-272-2499
「つくば中毒110番」029-852-9999
日本中毒情報センターhttp://www.j-poison-ic.or.jp/homepage.nsf

朝日 21面 12.29

小児救急

○小児科のコンビニ受診：親が病院に行く前に重症度判断：判断するのに使えるサイト・電話相談
こどもの救急http://www.kodomo-qq.jp
小児救急電話相談＃8000
東京消防庁救急相談センター＃7119

読売 18面 12.7

緩和ケア
緩和医療：がんの痛み早めに除く：医療用麻薬で家事や旅行
緩和ケア病棟のある 国立がん研究センターhttp://ganjoho.jp/public/index.html
腹水を抜く治療や質問CART研究会http://www.fukusui-cart.com/

朝日 33面 12.21

臓器提供病院一覧公表
移植ネットのホームページで最新の臓器提供病院一覧公表
http://www.jotnw.or.jp/

毎日 11面 12.12

市民教育
○小児：講座で症状の知識身に付け、適切な受診を
知ろう！小児医療　守ろう！子ども達http://shirouiryo.com/index.html

読売 16面 12.6

◆医学・医療一般

人類のルーツ ○現代人の祖先が別の人類とされるデニソワ人と交雑：従来説に異議 読売 37面 12.23

予防医学/自転車で ○自転車で体重増加予防 読売 3面 12.27

予防医学/ウォーキングで ○効果的なウォーキングはでこぼこ道：バランスをとりながら歩くことが大切 産経 17面 12.9

予防医学/ウォーキングで ○ウォーキングは量より質で 読売 3面 12.27

米国、研究費不足 米の研究開発費、大幅削減か 朝日 33面 12.3

統計/肥満
○山梨県：肥満調査、県5～17歳対象：肥満男子12学年平均超え：女子は10学年平均越え：生活習慣
が影響か

山日 22面 12.10



統計/体力 動こう体力つくよ：スポーツへ子の関心刺激：運動する子しない子ニ極化：小中学生調査 朝日 39面 12.17

統計/大腸がん 男の大腸がん確立数値化：厚労省研究班、5指標の計算法：年取って酒たばこ・運動不足危険 朝日 夕・12面 12.22

統計/生活習慣病 ○生活習慣と病気の因果関係：日本人のデータ多目的コホート研究20年目：国立がん研究センター 千日 5面 12.9

統計/睡眠時間 東京人は寝不足：睡眠時間、世界5都市で最短 朝日 31面 12.16

統計/心理 日本人の感情、顔より声に：「オランダは逆」両国で研究 朝日 33面 12.3

統計/身長 ○日本人の身長は頭打ち：今年度、5～17歳の身長が前年度と横ばいまたは下回る：文科省調査 読売 夕・2面 12.10

統計/検診 [がん予防や治療の意識調査]がんになる心配していますか？：早期発見へ検診大切：朝日新聞調査 朝日 b10面 12.11

統計/教育と健康の豊かさ 教育と健康が豊かさ改善：国連開発計画が各国を評価：[日本は11位] 朝日 夕・9面 12.16

低血圧の改善には生活リズム 生活リズム整えると症状軽く 朝日 3面 12.6

代替医療/漢方で ○漢方薬の原料「甘草」、国内生産へ：中国の輸出規制への措置 読売 1面 12.6

代替医療/漢方で
○甘草を含む「麻黄湯」や人参を含む「補中益気湯」の漢方薬にもインフル効果：耐性ウイルス出
現抑えるためにも

信毎 14面 12.10

代替医療/アロマセラピーで
○治療の補助手段：但し、ラベンダーでも、神経を活性化させる成分「カンファ－」を含むものは
逆効果

読売 9面 12.14

代替医療/アロマセラピーで ○アロマセラピーを補完代替医療として提供する医療関係者増大 読売 27面 12.11

精神疾患 ○医療ルネサンス5000回記念東京フォーラムこころの健康：劣等感、不遇感、孤独感が原因に 読売 22面 12.23

精神疾患 ○原因分析で対立：厚労省「精神障害」：内閣府「行きづらい社会」 産経 3面 12.5

食/餅で窒息事故 餅の窒息事故：自力でせき、次は背中たたく 朝日 3面 12.27

食/バナナで花粉症改善 ○バナナを食べると花粉症改善に：免疫バランス改善：東京理科大実験 読売 38面 12.14

食/大豆の産地 大豆の実力：食品用では輸入が8割 朝日 35面 12.12

食/食育の資格 食育の資格何に使う？：法施行後、5年で急増 朝日 b4面 12.11

食/ココアで自然免疫強化 ○ココアに獲得免疫や自然免疫増強効果：森永製菓研究所調査 千日 5面 12.9

食/減塩メニューで健康に 減塩メニューを広めよう：新潟県やニューヨーク市、英国で先進的な活動 毎日 12面 12.9

食/キノコ、インフルに効く ○キノコに抗インフル効果：マウスで比較実験 信毎 6面 12.10

食/カテキンで健康に 健康を緑茶から考える：緑茶カテキンのチカラ：緑茶と健康フォーラム 朝日 34面 12.4

食/柿で健康に 柿を蒸すと「GABA」倍増 朝日 33面 12.3

食/赤ワインで脳機能向上
「赤ワイン、脳機能改善」：マウスで神経細胞増殖：名古屋市大：[レスベラトール、伝達物質を介
して脳に影響]

毎日 3面 12.19



裁判員裁判の精神ケア 「裁判員の心のケアを」：経験者ら最高裁判長官に提言：臨床心理士の待機など 毎日 27面 12.10

緩和ケア 緩和ケアの充実が重要：受診啓発、がん登録の促進 毎日 21面 12.23

在宅ケア ○ギラン・バレー症候群：在宅ケア体勢不十分：休めぬ家族 信毎 15面 12.1

休日の分散化 大型連休分散化：秋のみ実施検討：観光庁、3月までに修正案 朝日 7面 12.17

救急車 ○搬送に最大24分の地域差：09年都道府県救急統計：千葉41.4分でワースト2位 千日 1面 12.4

救急車 20年後、人口は減るけれど、救急出動2割増：消防庁初予測 朝日 夕・15面 12.22

虐待 育児の悩み、孤立している母親らへの支援対策、不十分：毎年約50～60人の子どもが犠牲に 読売 34面 12.9

虐待 ○虐待で最長2年間の親権停止制度新設へ 読売 1面 12.16

覚せい剤の密輸 ○アフリカ諸国からの密輸増加 産経 18面 12.30

医療費 薬や治療に「経済評価」：医療費増大でアジアでも関心/データ活用も課題に 毎日 17面 12.5

医療費 ○月をまたいで入院：医療費負担倍増の可能性も 読売 夕・9面 12.2

医療費 日本の老後どう支える：北欧モデル高い関心：数字で見る日本とスウェーデン 毎日 11面 12.15

医療費 情報の翻訳と開示、国が仕組みを 毎日 11面 12.12

医療費 ○中国：医療格差：地域差と貧富の差が影響 読売 9面 12.1

「科学技術」と「科学・技術」の表記 科学と技術の間には・・・：点の攻防 朝日 37面 12.15

◆本の紹介

市場と向きあう教育 上山隆大『アカデミック・キャピタリズムを超えて』エヌティティ出版　3,360円 朝日 24面 12.20

認知の違いで見る人間行動学 ○岡南『天才と発達障害』講談社　1890円 長日 面 12.9

危険な病気の症状を紹介 河崎一生『いつすべきか？119番』ワイズアップ　1,600円 読売 2面 12.10

凡例１．信毎：信濃毎日新聞　　千日：千葉日報　　長日：長野日報　　山日：山梨日日　　夕：夕刊(その他の無記載は朝刊ないし日刊)　　　２．著作権上、新聞記
事の見出しと異なる見出しの場合は、○印の後に記載しております。　　　３．掲載見出しに補足した場合、補足部分を[ ]で記載しております。　　　４．読売新聞、
産経新聞の見出しは著作権等があり掲載記事の見出しとは異なるように配慮しております。　　　５．日本経済新聞、秋田さきがけ、河北新報の記事は著作権等があり
掲載しておりません。　　　６．同一記事が複数の新聞で報道されている場合、可能な限り、最も詳しい内容ないしは早い日付で報道されたものを掲載するようにして
おります。また、著作権を問題としない商業紙を優先し掲載しております。　　７．図書紹介は、単なる広告ではなく、読後の解説評論があるものを掲載してありま
す。８編集用の商業誌記事は、IT事業予算や編集者の努力の関係で集積しておりますので、御容赦ください。朝日新聞が朝刊と夕刊、読売新聞が朝刊と時に夕刊、その
他の新聞は、購入可能な際入手しての記事のピックアップです。


