
医学・医療に関連する商業紙報道　見出し･概要　（平成23年１月１日～１月31日 ）

◆ 官公庁の医療政策 新聞 掲載面 掲載日

規制 [宮崎]性犯罪者GPS条例検討：学者ら「慎重議論を」：宮崎・有識者懇 知事「批判は承知」 毎日 24面 1.23

規制 水銀 包括規制へ：製品に使用 原則禁止/排出削減義務づけ：24日千葉で政府間交渉 毎日 夕・1面 1.7

政策/医療産業 ○内閣官房に医療イノベーション推進室設置：医療を国際競争力の高い産業へ 読売 2面 1.8

政策/医療費 千葉市：通院医療費の実質無料化：小3まで対象拡大 朝日 千葉版 1.27

政策/医療費 未承認薬保険併用に課題：遅れる治療　患者の負担軽減狙う：実施医療機関は限定 朝日 34面 1.27

政策/医療費 ○関節リウマチ：医療費の自己負担に苦しむ 読売 25面 1.23

政策/医療費 ○高額療養費制度、見直しの必要性：患者の負担重く 読売 16面 1.18

政策/医療費 ○高額医療費：金の切れ目が命の切れ目 読売 13面 1.17

政策/医療費 ○医療費控除、予防注射や人間ドックは対象外に 千日 4面 1.10

政策/医療費 ○医療費控除、介護費も合算できる 千日 5面 1.10

政策/共通番号制度 住基ネット離脱：是非再燃「共通番号制度」めぐり：「情報漏出の危険」「国が提訴の恐れ」 朝日 夕・15面 1.27

政策/共通番号制度 年金・医療・介護一元化：番号カード15年に：秋にも法案提出 毎日 1面 1.26

政策/共通番号制度 ○共通番号制、今秋の臨時国会に法案提出へ：一方で、個人情報一元化は問題山積み 産経 11面 1.25

政策/共通番号制度 ○政府、社会保障に関する情報の一元化「共通番号制度」を法人にも導入：年内に法案提出 千日 1面 1.9

政策/スポーツ庁 ○「スポーツ庁」新設方針：民主党はスポーツ振興を目指したスポーツ基本法案など3月にも国会提出 長日 5面 1.9

統計 [千葉]110番通報不要不急が4割越 朝日 千葉版 1.27

統計 ○早老症ウェルナー症候群、339人の新たな患者の存在判明：厚労省調査 千日 9面 1.23

統計 メタボ危機：4人に1人：厚労省集計 朝日 38面 1.23

統計 化学物質の影響調査：環境省新生児10万人を追跡：あすから 毎日 24面 1.23

◆ 大学・教育・科学施策

科研費 大学関連予算6年ぶり増額：研究費補助金は過去最高 朝日 29面 1.17

科研費 ○政府、科学技術政策の統制へ：独立法人の統廃合も視野に 読売 20面 1.9



科研費
○2011年度科学予算微増：科学技術振興費0.1％増の一方で事業仕分けで「縮減」とされた事業も目
立つ：戦略・体制づくり急務

読売 13面 1.4

規制 飲み会事前に届け出を：佐賀大、事故防止策 朝日 34面 1.7

産学連携 ○大学の産学連携：文系学部でも：地域社会へ積極的な活動 産経 19面 1.19

授業 ○学生の学力にばらつき：大学授業に学生中心の能動的学習の取り込みを 読売 15面 1.5

奨学金 奨学金基準厳格化へ：文科省年収、父母合計に 朝日 夕・1面 1.8

評価 大学評価「偏差値より就職力」：博報堂１８～６９歳に意識調査 朝日 23面 1.10

研究活動 MMRワクチンと自閉症の関係：英医学誌、「論文データは捏造」 朝日 29面 1.28

研究活動 ○日本の科学技術研究環境の貧しさ目立つ：政府主導で打開を 読売 1面 1.23

研究活動 ○国別研究活動の統計：日本の2005-2009年研究論文数、減少：エルゼビア調査 読売 23面 1.23

中国 「科学大国」中国との連携急げ：実力を冷静に見極め、日本のために生かそう 毎日 9面 1.6

◆ キャンパス情報

歌碑 公園に晶子と鉄幹の歌：松戸・戸定が丘に歌碑19基：27日除幕式著名な書道家協力 朝日 千葉版 1.22

◆ 病院の経営

医療機関別治療実績 ○病院の治療実績：病理診断：読売新聞調査 読売 18面 1.9

医療機関別治療実績 ○山梨：病院の治療実績：病理診断：読売新聞調査 読売 山梨版 1.9

運営費
○地下水を水道に利用する病院・ホテル増：年間約1千万も節約：公共水道を運営する自治体は収入
減

読売 夕・13面 1.25

ネットワーク 医療を開く：医療IT化未来図 毎日 14面 1.26

◆ 再生医療

ES細胞 ○ES細胞の作製に関する指針整備へ：厚労省、年内の制定目指す 読売 2面 1.26

ES細胞 ヒトES細胞、3例目治験：[米アドバンスト・セル・テクノロジー] 朝日 30面 1.7

iPS細胞 iPS細胞から色素細胞 朝日 29面 1.28

iPS細胞 ○iPS細胞を使った医療、産業化へ：専門家による「研究組合」立ち上げ：売上目標1兆円 産経 1面 1.25

iPS細胞 iPS：肝細胞培養９０％以上：東工大マウス使い新技術：慶大チームは色素細胞 毎日 26面 1.15



◆ 臓器移植

移植支援
○移植コーディネーター：日本移植学会などが資格認定へ：移植を受ける患者への手続き情報の支援
に

千日 2面 1.9

提供不足
○法改正後の臓器提供：大人からの提供31例、15歳未満の提供０：小児脳死移植は家族の同意得ら
れず：読売新聞社調査

読売 3面 1.17

提供不足 角膜移植開けぬ視界：ドナー登録100万人も提供数は不足：コンタクトも引き金：4割が待機3年以上 朝日 34面 1.6

◆ 感染症

C型肝炎 C型肝炎を治そう！：あなたの疑問にお答えすます：市民公開講座 朝日 11面 1.22

HIV HIV感染　会社に言える？：8割「言えない」：都が意識調査 東京 20面 1.8

HIV ○国産のエイズ予防ワクチン、初の臨床試験へ：2012年から米国で実施 読売 34面 1.6

インフル インフルまた倍増：13県警報レベル 朝日 38面 1.29

インフル [千葉]感染症が猛威：インフルエンザ警報発令：ノロウイルスの集団感染 朝日 千葉版 1.27

インフル ○インフルで休校や学級閉鎖計２６２１校：前週の約１７倍 読売 37面 1.27

インフル インフル前週比倍増：患者1機関あたり10人超す 朝日 38面 1.22

インフル インフル患者倍増：9日までの1週間 新型が8割越す 毎日 27面 1.15

インフル ○インフル増加：新型6割：国立感染症研究所調査 読売 37面 1.8

多剤耐性菌 3例目のNDM1菌 朝日 37面 1.22

鳥インフル/全国 ○鶏肉・鶏卵の価格に影響なし：殺処分は全国飼育数の1％以下 読売 夕・1面 1.27

鳥インフル/全国 完全な封じ込め困難：鳥インフル素早い殺処分は奏功：教訓生かし切れず：防衛網わずかな不備 朝日 37面 1.27

鳥インフル/全国 鳥インフル、鶏舎の全羽殺すの？ 朝日 2面 1.27

鳥インフル/全国 ○鳥インフル、近年にないハイペースで感染拡大：北方などからの渡り鳥が媒介か 読売 39面 1.27

鳥インフル/全国
鳥インフル：力をあわせ、封じ込めを：野鳥は環境省、にわとりなら農水省、人は厚労省の縦割りでは
対策難しい

朝日 3面 1.26

鳥インフル/全国 ○動物園の伝染病対処法やルール作成急務 読売 15面 1.26

鳥インフル/全国 鳥インフル監視：この種は強化を：環境省が全国通知 朝日 34面 1.19

鳥インフル/全国 鳥インフル感染地からカモ越境：「渡りが拡散」裏付け 東京 24面 1.9



鳥インフル/全国 飼育動物[動物園]も守る仕組みを 朝日 17面 1.6

鳥インフル/北海道 ○鳥インフル新たに4羽：北海道 読売 37面 1.24

鳥インフル/北海道 北海道では強毒性検出：オオハクチョウ 毎日 25面 1.23

鳥インフル/福島 郡山の鳥インフル　強毒性 朝日 38面 1.20

鳥インフル/福島 福島・郡山市で鳥インフル確認：カモ類の死骸から検出 朝日 38面 1.18

鳥インフル/愛知 ○愛知：鳥インフル確認：今冬の鳥インフル発生地域と日にちの統計あり 読売 夕・1面 1.27

鳥インフル/島根 宍道湖の野鳥強毒性を検出 朝日 38面 1.26

鳥インフル/宮崎 宮崎の鳥インフル拡大：感染通報の基準強化 朝日 39面 1.29

鳥インフル/宮崎 出荷の鶏 インフル陽性：宮崎食肉処理場で死ぬ：養鶏王国警戒強める 朝日 34面 1.28

鳥インフル/宮崎
○鳥インフルあまい対応：感染1例目の養鶏所で防鳥ネットに穴が数か所：従業員は作業着着替えず：
宮崎

読売 夕・15面 1.24

鳥インフル/宮崎 ○23日に新富町で鳥インフル検出、殺処分へ：22日の国富町に続き宮崎県内で2例目 読売 1面 1.24

鳥インフル/宮崎 養鶏場殺処分が終了：宮崎・鳥インフル高病原性検出 毎日 25面 1.23

鳥インフル/宮崎 宮崎市で鳥インフル：1万羽の養鶏場36羽死ぬ 朝日 37面 1.22

鳥インフル/鹿児島 鹿児島養鶏もインフル：出水、ツル越冬地近く 朝日 1面 1.26

ノロウイルス ○千葉県 ノロウイルス：我孫子の高齢者福祉施設で集団感染 読売 京葉版 1.27

マイコプラズマ肺炎 マイコプラズマ肺炎：今季は過去10年で最多の患者数：風邪と区別つきにくい 毎日 17面 1.23

リンゴ病
○山梨：リンゴ病(伝染性紅斑）流行：妊婦感染で流産の恐れ：季節はずれの流行に県庁、予防呼びか
け

山日 19面 1.9

◆ 産科・小児科

アトピー性皮膚炎 母乳だけ・ミルク混合：アトピー発症に差なし：千葉大など赤ちゃん1088人追跡 朝日 34面 1.28

子宮頸がん 筋肉打たずに誤って皮下注射：子宮頸がんワクチン 朝日 37面 1.22

体外受精 体外受精児を追跡調査：国内初 成長など最長15年 朝日 37面 1.18

体外受精 試験管ベビーの問いかけ 毎日 5面 1.10

低出生体重児 ○低出生体重児増加：生活習慣病のリスクの懸念 千日 9面 1.9

妊娠高血圧症
○妊娠高血圧症候群（妊娠中毒症）にコレステロール低下薬「スタチン」投与：マウスで成功：大阪大
チーム

産経 11面 1.10



不育症 赤ちゃんを亡くして：「不育症」悩むより検査を 朝日 34面 1.18

ワクチン ワクチン「同時接種を」：小児学会 朝日 38面 1.20

ワクチン ○山梨：甲府市で子宮頸がん・ヒブ・肺炎球菌ワクチンを来月から全額助成へ 山日 18面 1.20

◆ 治療法・薬

関節リウマチの診断 関節リウマチすぐ診断：欧米の分類基準で早期治療：日本版年内にも制定 朝日 30面 1.20

抗がん剤 薬の進歩で負担少なく：抗がん剤の通院治療：日常生活と両立可能：ここ数年で主流に 毎日 14面 1.9

新薬
○新脳卒中予防薬「プラザキサ」（ダビガトラン・エテキシラート）、今春国内販売へ：ビタミンKを含む納
豆やクロレラなども食べられる

読売 2面 1.23

新薬
○日本の海洋生物が持つ天然物質で乳がんの新薬開発：クロスカップリング駆使：米で発売：製薬会
社エーザイ

読売 20面 1.9

前立腺がんの生検 ○前立腺がんの早期診断する検査「生検」とは？ 読売 25面 1.23

◆ 情報科学

電子書籍 電子書籍元年、その後：国のバックアップ 朝日 夕・9面 1.17

ネットワーク イラン核施設へのウイルス：米とイスラエル関与か：サイバー攻撃新段階 朝日 3面 1.17

ネットワーク
○学内メールにグーグルやヤフーなどの無償サービスを導入する大学増える：情報管理の安全性に
不安

読売 39面 1.17

ネットワーク フェイスブック何ができるんじゃ：日記や写真を共有し交流：5億人が使っている 朝日 2面 1.6

有料サイト 有料サービス[音楽の購入やニュースの閲覧など]経験６５％：米ネット利用者 朝日 8面 1.18

◆ 医工学・遺伝子

ロボット
○意思伝達ロボット：脳波を直接頭蓋内から計測、意思を読み取り文字へ：今春、大阪大らが臨床研
究へ

読売 2面 1.7

抗体医薬品 バイオベンチャーで「革命」：抗体の効率的製造法を開発 毎日 8面 1.6

微小カプセル 患部に直接抗がん剤：微少カプセルで動物実験成功：「薬剤耐性」に効果 毎日 22面 1.6

ASK1 胃がん増やす遺伝子[ASK1]：東大など発見：新薬開発の助けに 朝日 37面 1.6

麻疹ウイルス ○はしか：麻疹ウイルスが細胞に侵入する「現場」を解明：抗ウイルス薬開発に期待 千日 19面 1.10

多剤耐性菌(MARS) 院内感染原因菌[MARS]：毒素を自己抑制：東大教授ら遺伝子発見 朝日 2面 1.17



ビフィズス菌 ビフィズス菌O157から腸保護：理研などマウスで解明：果糖とりこみ酢酸つくる 朝日 37面 1.27

◆ 症状相談

アテローマ ○皮膚内部にたまる角質「アテローマ（分瘤）」とは？ 読売 15面 1.24

下肢静脈瘤 ○下肢静脈瘤：皮膚に炎症や潰瘍の症状：立ち仕事の人に多い 読売 22面 1.26

ケロイド ○ケロイド、治療は難しい：切除避けるべき 読売 24面 1.25

口内炎 口内炎：全身の健康状態のバロメーター 毎日 11面 1.10

骨盤臓器脱
臓器が下がって尿漏れ：来月、無料相談：医師が電話対応　元患者団体「ひまわり会」が主催、全国7
道府県で実施]

朝日 千葉版 1.27

大腸がん ○ヨミドクター主催大腸がんフォーラム：腹腔鏡手術、体に負担少ない：定期検査で早期の発見重要 読売 21面 1.24

椎間板関節 背中がポキポキ鳴る 朝日 34面 1.6

糖尿病 薬による糖尿病治療 朝日 34面 1.27

日光角化症 ○日光角化症：皮膚表面の赤っぽい「がさつき」、黄色っぽいかさぶた状や皮角の症状：紫外線原因 読売 18面 1.27

歯の矯正 大人の歯並び矯正 朝日 30面 1.20

慢性閉塞性肺疾患 ○軽度の肺気腫：治療も予防も可能 読売 25面 1.23

卵巣がん ○明細胞腺がんの診断と治療法 産経 20面 1.25

緑内障 緑内障：早期発見で眼圧を下げて 朝日 夕･3面 1.17

◆ 介護・高齢者

意思表示 事前指示書：「延命措置お断り」息子に渡す 朝日 33面 1.18

終末期医療 「避けた方が・・・」と言われた医者に：野の花診療所院長 朝日 夕・5面 1.17

終末期医療 ○緩和ケア病棟で写真療法 読売 39面 1.8

終末期医療 安易な「胃ろう」やめては 朝日 15面 1.7

介護福祉士
○介護福祉士の国家試験：実務経験者の研修受講義務を3年見送り：現場の声「研修は負担大きい」
を反映

読売 1面 1.21

環境 ○ユニバーサルデザインで障害者や高齢者にも快適な建築・商品・環境創造を 読売 15面 1.26

精神ケア 精神病床：社会的入院なくす施策を 朝日 21面 1.27

精神ケア 「家族に頼れない」37%：看病や老後の手助け:[朝日新聞]本社世論調査 朝日 2面 1.24



認知証 傷ついた心あたためる：認知証　不治と決めず希望を処方[精神ケア] 朝日 夕･7面 1.17

認知証 ○認知証の症状に「物取られ妄想」 千日 9面 1.9

◆ 投稿者の言葉

寒冷じんましん 人知れぬ悩み　知って欲しい 朝日 21面 1.7

子宮頸がん ○子宮頸がん：子宮全摘出を選ばない決断 読売 18面 1.7

体験記 ○体験記「心に残る医療」コンクール受賞作品 読売 26面 1.27

不妊治療 不妊治療費補助もっと拡大を 朝日 9面 1.17

◆ ミス・事件・訴訟

B型肝炎訴訟 B型肝炎救済　与野党協議へ 朝日 7面 1.27

B型肝炎訴訟 B型肝炎全面和解へ：原告団受け入れ：救済規模過去最大3兆円 毎日 1面 1.23

B型肝炎訴訟 B型肝炎全面和解へ：財源確保が課題：政府内に増税論：原告側「3兆円、根拠乏しい」 毎日 3面 1.23

B型肝炎訴訟 ○B型肝炎訴訟：原告団、和解勧告受け入れ：約43万人を救済へ：最大3兆2000億円の財源必要 読売 1面 1.23

B型肝炎訴訟 B型肝炎救済へ所得増税：政権検討、期間限定で 朝日 1面 1.22

イレッサ訴訟
国もイレッサ和解拒否：原因の特定・財源 救済へ課題：原告「ただ無念」：制度づくり批判：B型肝炎和
解は受け入れ表明

朝日 37面 1.29

イレッサ訴訟
○アストラゼネカ、和解勧告受け入れ拒否：日本肺癌学会、「薬事行政の委縮招く」と和解勧告に懸念
を表明

朝日 26面 1.25

イレッサ訴訟 ○国と製薬会社、和解勧告を拒否 読売 1面 1.25

イレッサ訴訟 ○イレッサ原告・弁護団、アストラゼネカと国に和解勧告の受け入れを要請 読売 34面 1.20

イレッサ訴訟 薬害イレッサ訴訟：がん患者の命の重さ 毎日 5面 1.9

イレッサ訴訟 医薬品副作用：救済抗がん剤死者も：民主議員ら検討 毎日 1面 1.9

イレッサ訴訟 イレッサ訴訟和解勧告：「国と販売元に救済責任」：東京、大阪地裁 東京 24面 1.8

横領 ○千葉市医師会の元事務局長、横領で逮捕：1000万円、着服か:本人は横領否認 読売 29面 1.20

環境 ○大雪の影響による死者が11道県で45人に：消防庁調査 読売 33面 1.21

詐欺 ○臓器移植支援の民間団体、詐欺か：60代男性が団体を告訴：兵庫県警本格捜査へ 読売 38面 1.5

リコール 違う薬が箱に混入：塩野義、100万錠回収へ 朝日 37面 1.26



リコール カテーテル自主回収：[医療機器販売会社テレフレックスメディカルジャパン] 朝日 33面 1.7

システム障害 119番不具合：原因は人為的ミス：東京消防庁職員が配線誤 東京 1面 1.8

消炎酵素薬 ○武田薬品工業の消炎酵素薬「セラペプターゼ」（ダーゼン）効果なし：厚労省に報告 産経 22面 1.20

小児事件 発達障害苦悩の末に：4歳長男殺害容疑の母親：事件前「つらいと思う自分が嫌」 朝日 36面 1.30

小児事件 ペットボトル入浴剤　誤飲：愛知の4歳児、一時意識不明 毎日 26面 1.15

人体の不思議展 ○人体の不思議展、生命科学専門の大学教授が提訴へ：「死体が展示され、精神的苦痛受けた」 産経 24面 1.20

人体の不思議展
○厚労省、人体標本は遺体と見解示す：中国からの輸送経路や保存場所などの違法性の有無捜査
へ

産経 2面 1.19

陸軍医学校跡地 陸軍医学校跡地：初の発掘調査へ：元看護師「終戦後、人体標本埋められた」 朝日 夕・10面 1.6

診療報酬不正受給事件 ○奈良県：山本病院、健全な心臓血管にステント挿入：手術を記録した動画入手：専門医も驚愕 読売 夕・1面 1.7

田辺三菱製薬 注射薬 別試験も未実施：子会社担当者 田辺三菱、処分せず 読売 35面 1.28

田辺三菱製薬 田辺三菱また不適切試験：子会社社員一部薬で怠る 朝日 1面 1.26

盗難 ○栃木：青酸カリ含む毒物を1キロ盗難：古河電日光事業所 山日 22面 1.8

名誉毀損 報告書の誤り認め謝罪：[東京女子医大] 朝日 33面 1.7

◆ 危機管理

情報漏洩 ○患者6名の診療明細書紛失：都国民健康保険団体連合会 読売 34面 1.8

ごみ ○東京大手町：ビルから有毒のシアン化水素や亜硫酸ガス検出：ごみが化学反応か 山日 19面 1.9

地震 耐震水道管１７％止まり：都道府県庁所在地平均：震災消化に支障 朝日 1面 1.17

地震
救出依頼「死んででも、行く」：竹中工務店社員寮の1.17[阪神・淡路大震災]：新人、のこぎり手に現場
へ：救えなかった命、脳裏に今も

朝日 夕･11面 1.17

地震 ○東京電力、東芝と共同で原子炉の地震にたいする安全性を実証実験：今年度内に 読売 30面 1.10

地震 大地震の帰宅困難者：対応は「東高西低」：[朝日新聞]本社アンケート 朝日 37面 1.6



◆ HP・サイト

がん

がん患者支え苦しむ「第二の患者」：心のケア家族にも
ジャパン・ウェルネスhttp://www.japanwellness.jp/
がん診療連携拠点病院の相談支援室http://ganjoho.jp/public/index.html
厚生労働省研究班の子どもサポートhttp://www.hope-tree.jp
日本対がん協会「がん相談ホットライン」03-3562-7830

朝日 35面 1.25

産科
赤ちゃんを亡くして：流産後8割が元気に出産
流産・死産経験者で作るポコズママの会：http://pocosmama.babymilk.jp/
不育症友の会ハートビートくらぶ：http://heartbeatclub.jp/

朝日 27面 1.19

難病
○ウェルナー症候群患者、国の公的医療費補助なし：国の「難病」指定外
難病情報センターHP：http://www.nanbyou.or.jp 読売 20面 1.19

◆ 医学・医療一般

医師 老いても「老人」にはならぬ自負 朝日 14面 1.28

医師 悼む：女性医師の道しるべ：東京女子医大名誉教授老衰のため昨年12月21日死去・106歳 毎日 5面 1.23

宇宙 国産3段ロケット検討：「H3}宇宙機構・三菱重工：有人・太陽系探査も視野 朝日 1面 1.19

宇宙 転換期の友人宇宙開発。日本の進路は？：輸送機で存在感示せ 毎日 5面 1.10

宇宙 ○米国スペースシャトル退役へ：開発は民間企業へ 読売 20面 1.9

宇宙 「宇宙滞在　医師の経験生かす」：5月からISSへ古川飛行士に聞く 朝日 30面 1.7

海外 ○米で3万4000年前に形成された岩塩層の中に微生物を発見 読売 23面 1.23

海外 ○関節リウマチの患者、診断後4年で心臓発作のリスク６０％上昇：スウェーデンの研究所調査 千日 9面 1.9

海外 ○ドイツ：ダイオキシンの家畜飼料出まわり：卵・鶏肉・豚肉など汚染の疑い 読売 6面 1.8

海外 ○米：ねじれ議会で医療保険制度が争点に：反対の世論が盛り上がる事態も 読売 3面 1.6

格差社会 ○所得や教育年数の格差は健康へも影響：受診控える人多数 読売 15面 1.26

花粉 花粉ピーク東北4月：北関東は3月中旬：環境省、初の予測 朝日 33面 1.28

花粉 ○花粉、近畿地方の一部では昨年の10倍以上になると予想：昨夏の日照時間の長さ影響か 読売 夕・15面 1.27

空気清浄グッズ ○インフルの対策：空気清浄グッズ続々販売へ 産経 20面 1.25

原爆小頭症 忘れられてきた原爆小頭症患者：被爆禍の象徴伝え続けたい：先天的に体弱く家族も高齢化 毎日 10面 1.26



裁判員裁判 裁判員時代：責任能力どう判断？：医師鑑定「疑え」 朝日 37面 1.18

自殺 ○2010年自殺者3万1560人で3.9%減：男性7割：東京が最多 読売 38面 1.8

自殺 秋田の自殺者400人を下回る：13年ぶり 朝日 33面 1.7

自殺 自殺中継：ネットに衝撃：救いと牙と紙一重の空間 朝日 38面 1.6

自転車 ○電動自転車での人身事故1000件以上、死者46人：高齢者に慎重な運転を呼びかけ：警視庁調査 読売 夕・14面 1.27

自転車 自転車運転 頭守って：米系メーカー、ヘルメット配布：死亡6割が[頭部]損傷：装着者1割未満 朝日 夕・1面 1.17

自転車 自転車で持久力・筋力アップ 朝日 夕･3面 1.17

寿命 寿命デザイン学で健康応援 朝日 31面 1.18

食/遺伝子組み換え ○輸入された遺伝子組み換大豆が自生：除草剤に耐性を持つ：農水省調査続ける 読売 38面 1.8

食/ココア ココア製品、血圧下げるが[治療の実用性には疑問] 朝日 夕･3面 1.17

食/糖質 糖尿病でも楽しめる高級店メニュー増加：フルコースでも糖質控えめ 朝日 10面 1.18

食/バランス 健康効果を求めすぎないで 朝日 14面 1.28

食/バランス ○シンポジウム「食がカラダを変える」：食と病気予防 産経 20面 1.20

食/バランス 脳の働き、糖分だけでは不十分 朝日 33面 1.19

食/バランス ○朝食で、睡眠障害改善：メラトニンが鍵 千日 9面 1.9

食/バランス ○食生活の見直しで、鉄欠乏症貧血予防へ 千日 16面 1.9

統計/がん
○糖尿病患者、がんのリスク11%増：韓国・日本ではがんでの死亡率32%増：国立国際医療研究セン
ター調査

読売 2面 1.18

統計/靴 意外と大事な靴選び：サイズ違うと足指変形も 毎日 16面 1.23

統計/拘置所 44％「拘置所の医療に不安」：日弁連/死刑確定者90人アンケート 朝日 37面 1.27

統計/涙 ○女性の涙は性的魅力を引き下げる：イスラエルの研究所調査 読売 30面 1.7

統計/睡眠 ○睡眠で健康維持：インフルワクチン、睡眠量で抗体の出来具合に差も：米国調査 千日 9面 1.23

統計/睡眠 ○東京人の睡眠時間、世界5都市で最短 読売 15面 1.21

統計/脳 ○プロ棋士の判断：脳の「楔前部」と「尾状核」連動：理化学研究所調査 読売 夕・16面 1.21

統計/脳 音楽、楽しさの源はドーパミン 朝日 31面 1.18

産科 ○女性の晩産化の背景：就職難や仕事との両立に厳しい現状が影響 山日 11面 1.9



ハンセン病 命がけで差別と闘った官僚 毎日 5面 1.9

ビジネス 身内の役割、今はビジネス:[家族代行業社の掃除サービスや子育てタクシーなど] 朝日 2面 1.24

進化 ヒト、12万年前にアラビア半島へ：5カ国調査団　南ルートの移動時間判明 朝日 33面 1.28

進化 ○ネアンデルタール人、ナツメヤシやイモも食す：歯石から分析 読売 20面 1.9

◆ 本の紹介

医療改革 岩本祐『失われた「医療先進国」』講談社ブルーバックス　903円：医療崩壊解消への道筋 千日 9面 1.9

科学哲学
ジェームズ・ロバート・ブラウン『なぜ科学を語ってすれ違うのか：ソーカル事件を超えて』みすず書房
3990円：科学と哲学にまたがる病根

東京 9面 1.9

研究人生 菊池俊郎『院生・ポスドクのための研究人生サバイバルガイド』講談社ブルーバックス　820円 読売 25面 1.9
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