
医学・医療に関連する商業紙報道　見出し･概要　（平成２２年１０月１日～１０月３１日 ）

◆ 官公庁の医療政策 新聞 掲載面 掲載日

軍医学校跡地の人骨、初調査へ 軍医学校跡地で見つかった大量人骨年内にも発掘調査：７３１部隊の犠牲者か 千日 18面 10.31

終末期医療の懇談会報告書 ○患者の選択支援強化：終末期医療、懇談会の報告書案 朝日 7面 10.29

介護保険、自己負担増プラン検討 介護保険：利用者自己負担増検討：厚労省部会案プラン作成時に導入方針 読売 1面 10.27

建保負担増 ○医療保険現役も増：高齢者新制度健保は年９万円：２０２５年度試算 朝日 1面 10.23

医学部定員最多 ○医学部定員最多８９００人超：１１年度 朝日 7面 10.22

術前HIV検査費は病院負担
○院内感染防止目的のHIV検査費：患者3万5千人に返還：厚労省「病院負担望まし
い」

朝日 39面 10.21

2013年度から医療費2割引き上げ ○70-74歳医療費負担増：厚労省方針１３年度にも２割に 朝日 1面 10.21

がん協同臨床試験へ ○がん拠点病院：協同臨床試験：来年スタート 朝日 5面 10.21

奨学金条件に「社会貢献」追加 国費財源の無利子奨学金の貸与に「社会貢献活動への参加」を追加 読売 38面 10.21

国家公務員給与下げ勧告通り ○国家公務員給与下げ幅拡大断念：政府方針勧告通り１.５％減 朝日 1面 10.16

高齢者の医療費 民間保険と年金：がんへの対応：高額な先進医療費に備え 山日 13面 10.15

うつ労災へ 厚労省「うつ」に労災認定へ：来春目途に指針改正 読売 37面 10.15

B型肝炎和解金提示 国和解金額２兆円を提示：一人当たり最高２５００万円 読売 1面 10.13

パブコメ文科集中
パブリックコメントは文科省集中：教員の組織票か：2011年度予算案の配分参考の
政策コンテンスト

読売 4面 10.13

ワクチン期限切れ ○新型インフルワクチン、２１４億円分を廃棄　期限切れ１６６０万人分 朝日 38面 10.13

ワクチン無料化へ 政府年内ワクチン無料化へ：子宮頸がん、ヒブ、肺炎球菌も 読売 2面 10.9

検査薬の国産化へ ○国産化へ官民検討会：がん検査薬原料モリブデン９９ 朝日 10面 10.4

告発者解雇へ ○厚労省、内部告発を放置：所管の自治労共済、通報者は解雇 朝日 38面 10.3



アシネトバクター定点把握対象 ○指定医療機関で定点把握、アシネトバクターを追加：厚労省 朝日 5面 10.2

虐待261件安否未確認 ○虐待安否、２６１件が未確認：「本人特定できず」９割：通報１万３千件 朝日 38面 10.1

◆ 大学の運営

子どもへのよりよい接し方学ぶ
○（きょういく特報部２０１０）子どもの気持ち学び直す　教師ら大学院で「臨床
教育学」

朝日 31面 10.3

◆ 病院の経営

９月完全失業率前月より0.1ポイ
ント増

○医療・福祉分野で就業者増：９月失業率５.０％:女性は大幅に改善 朝日 7面 10.30

医療法人の所得隠蔽
○医療法人清潤会３０億円所得隠し：病院経営苦しく：ブローカーに多額流出も：
国税指摘

朝日 10面 10.30

長野県事業仕分けで医療事業不要
判定

佐久市民による長野県内初の事業仕分けスタート：遠隔医療推進事業・休日救急歯
科診療所運営支援事業含む5事業「不要」判定

信毎 3面 10.17

千葉県緩和医療の病棟設立目指す 佐原病院：来春めどに緩和病棟７床増予定 読売 35面 10.17

長野県ドクターヘリ配備論議 長野県中南信に県内２機目 信毎 4面 10.14

全国医師の不足・偏り深刻 地域では東北や山梨：診療科では救急科や産科 読売 3面 10.8

千葉県現地建て替えの可否検討 ○松戸市立病院現地建て替え：検討委が１８日に発足 朝日 29面 10.6

◆ 臨床研修制度・研修医

都道府県ごとの定員上限が影響か ○臨床研修、大学病院離れ進む 朝日 7面 10.29

放射線がん治療の医師不足 育成急務（医師寄稿） 読売 13面 10.27

◆ 再生医療

日本人ゲノム、初の解読 ○日本人１人の全ゲノム解読：理化学研究所が初 朝日 10面 10.25

iPS細胞、難病の治療に光 ｉＰＳ細胞で難病の状態再現：京大研究所 読売 夕2面 10.25



iPS細胞、仏企業に利用許可 iPS細胞：仏バイオ企業に治療目的での利用を認める初のライセンス契約 読売 12面 10.18

ES細胞、初の臨床試験 ES細胞で初の臨床試験：米バイオ企業ジェロン社：脊髄損傷の患者に 千日 3面 10.13

ES細胞、米国予算認定 ○ＥＳ細胞研究へ：米連邦高裁が決定：予算支出認める 朝日 17面 10.5

ES細胞、日本研究に遅れ 米ES細胞の臨床試験と遅れる日本の臨床研究：日本の研究企業育たない：行政の問
題も

読売 11面 10.2

iPS細胞、RNAでの新手法 iPS細胞：RNA使用の新手法でがん化抑える：ハーバード大チーム 読売 37面 10.2

◆ 臓器移植

臓器移植担当者 ○臓器移植担当者[レシピエントコーディネーター]：学会認定資格へ 朝日 6面 10.23

ドナーの家族へ、みとりの時間尊
重

○改正臓器移植法3ヶ月[経つ]：みとりの時間尊重を：市立札幌病院での脳死臓器提
供の経過

毎日 23面 10.19

ドナーの家族への想い ドナーの両親決断すごい：感謝、迷いを改正法初の肺移植男性が語る 山日 1面 10.17

ドナーの家族の想い 改正法施行で最多ペース：宗教界は死生観にゆれる：家族承諾の苦悩研究 山日 15面 10.16

脳死移植後に出産 脳死移植受けた女性出産 山日 21面 10.14

脳死移植後に死亡 法改正後初：脳死肝移植受けた患者不整脈で死亡：岡山大病院 信毎 30面 10.14

小児の臓器提供可能な病院限られ
る

小児からの臓器提供可能な病院６５施設：提供条件満たす全病院の１３％：虐待確
認等で体制整備に遅れ

読売 34面 10.2

◆ 感染症

病原体提供 ○ウイルス「提供再開」：鳥インフル利益配分条件に：インドネシア 毎日 1面 10.31

白血病ウイルス ○母乳でうつる白血病ウイルス 朝日 37面 10.21

溶連菌 ○体とこころの通信簿：溶連菌感染症：予防に手洗い・うがい 朝日 3面 10.18

結核 看護師一人が結核発病：県がんセンター：入院病棟勤務の30代女性 千日 19面 10.17

院内感染 患者から耐性緑膿菌：三重の県立病院で2人死亡 信毎 35面 10.17

病原体提供
新型インフル流行時など、「例外処置」を求む先進国と「利益」を求む途上国対
立：生物多様性条約会議開始 産経 38面 10.14



院内感染 ○帝京大の[多剤耐性菌]感染60人に 朝日 27面 10.12

ＮＤＭ１ ○ＮＤＭ１持つ新型耐性菌、また検出：渡航歴なし、国内拡大か　[埼玉] 朝日 35面 10.5

新種ウイルス 日本でも新種ウイルス7月以降63件：スタックスネット登録 読売 17面 10.4

院内感染 ○院内感染で外部調査委：帝京大病院 朝日 38面 10.3

予防接種 ○インフル予防接種開始 朝日 37面 10.2

◆ 産科・小児科

出産ドキュメンタリー映画2本の
紹介

○出産：映画で伝える：生と死真正面から：お産や治療に迫り家族のきずな実感 朝日 31面 10.30

ミルクアレルギー増加 ○ミルクアレルギー赤ちゃん増加: 嘔吐・血便500人に1人か 朝日 1面 10.27

白血病ウイルス検査一部自治体公
費へ

妊婦に公費負担の血液検査：白血病ウイルス感染の有無 読売 37面 10.19

妊婦に子宮頸がん多発 30代発症ピーク：全国調査 読売 1面 10.16

ノーベル賞受賞技術 ○不妊治療に欠かせぬ技術：体外受精、日本国内でも定着：英博士にノーベル賞 朝日 34面 10.5

ラジオ波治療がん残る恐れ ○乳房切らないラジオ波治療：学会「がん残る恐れ」 朝日 38面 10.3

日本は避妊に ○（人生デザイン）出産：１２　望まない妊娠　「日本は避妊途上国」 朝日 35面 10.2

◆ 治療法・薬

米、遺伝子に特許認めず ○米、遺伝子特許認めず：政府新見解、自由な研究加速も 朝日 2面 10.31

派生物(薬剤）利益配分必要か ○「派生物」の扱い不透明：成分改良した原料：医療メーカー警戒 毎日 2面 10.31

脳卒中、突然の症状には、まず救急血栓溶解療法：再発防止も重要課題 千日 9面 10.31

B型肝炎の検査薬、国承認 ○B型肝炎検査薬国が承認：遺伝子タイプ判定：効果的な治療選択 朝日 1面 10.29

日韓特有肺がん因子２つ発見 ○日韓特有肺がん因子 朝日 30面 10.29

肺がん、新薬で患者９割近くに効
果

○肺がん治療に有望な新薬？　原因遺伝子の働き阻害、臨床試験で９割に効果 朝日 夕15面 10.28



細胞観察で新薬開発に期待
○「夢の光」[X線自由電子レーザー]原子レベル照らす：細胞を観察　新薬開発に期
待

朝日 21面 10.26

新薬開発・承認の迅速化へ 厚労省計画初期治験を５か所の医療機関選出 読売 1面 10.25

医薬品副作用被害救済制度 ○抗がん剤被害「救済を」：３団体、国会に署名提出 朝日 37面 10.23

多剤耐性菌対策で未承認薬導入 ○多剤耐性菌対策：未承認薬の導入：「４つの]学会が国に[早期導入]提言 朝日 37面 10.22

抗がん剤
抗がん剤「イレッサ」：日本肺癌学会新指針：遺伝子検査で効果期待できる患者に
積極使用

読売 37面 10.21

がん免疫療法の期待、各国高まる ○進歩続ける研究・治療[紹介５]：苦痛ない免疫療法、研究進む 朝日 31面 10.21

抗がん剤 ○進歩続ける研究・治療[紹介４]：血管新生阻止してがん退治 朝日 31面 10.21

研究・治療紹介 ○進歩続ける研究・治療[紹介３]：放射線がん狙う精度高まる 朝日 30面 10.21

胃がん、腹腔鏡手術増加 ○進歩続ける研究・治療[紹介２]：[体の]負担少ない腹腔鏡手術増加 朝日 30面 10.21

抗がん剤 ○進歩続ける研究・治療[紹介１]：効果予測できる分子標的薬 朝日 30面 10.21

ぜんそく発作原因に新たな物質 ぜんそく患者にインターロイキン３３を作る遺伝子目立つ：新治療法に希望 読売 35面 10.20

食で症状緩和 ○抗がん剤治療と食事:松山「病院食おいしい」3倍に：口から食べ症状緩和 朝日 35面 10.19

糖尿病治療新薬 ２型糖尿病：新薬リラグルチド投与の患者２人死亡 読売 38面 10.13

乾癬 紫外線療法の効果大 読売 14面 10.4

新薬開発 ○新薬開発の種: 巨額マネーを生む遺伝子資源 毎日 1面 10.3

◆ 情報科学

発達障害者向け教材ゲームソフト ○発達障害16歳：開発の教材入賞：ソフトの才能気づいた母、育てた先生 朝日 26面 10.31

ネット被害
iPhoneから他人の個人情報を閲覧:携帯IDの認証システム欠陥：ヤマト運輸サイトで
発生

読売 35面 10.25

介助ロボット ○認知症患者の介助ロボ開発　「そろそろトイレに」「薬を」など呼びかけ 朝日 38面 10.24

人型ロボット 表情豊か人型ロボ：産業技術総研が開発 山日 26面 10.16



ネット情報 ○ネットの医療情報見極める：根拠・発信減を確認：体験談を読み比べ 朝日 35面 10.2

◆ 介護

心疾患 ○体とこころの通信簿：高齢者のうつ病：誰でもなる恐れ：地域で協力を 朝日 夕25面 10.3

◆ 医学・医療・科学情報

骨粗鬆症のリスク高める危険行動 ○骨粗鬆症：過度の飲食や喫煙も危険 朝日 17面 10.31

日本人には日本の天然水を ○（ロケットトーク）健康コンシェルズ：水にこだわる 朝日 9面 10.30

がん患者、収入減で生活苦 ○がん患者の7割治療後に収入減：NPO調査 朝日 38面 10.30

アレルギー患者が食べらる卵注意
○ネット販売の卵「根拠なし」：「卵アレルギーの方も試して」[と表示する]：消
費庁「命にかかわる恐れ」

朝日 38面 10.30

社員食堂の低カロリー定食代、一
部アフリカへ寄付

○いまオフィスで：肥満と飢餓、一食で改善 朝日 13面 10.29

東大臨床試験問題続報 ○「教授の人権侵害」[朝日新聞]本社に通知書送る：東大医科研巡る記事 朝日 38面 10.29

遺伝子検査ビジネスに根拠曖昧 ○遺伝子検査ビジネス、ご注意　０７年市場９億円、学会「根拠あいまい、検証を」 朝日 夕18面 10.29

においの障害、原因・治療法多様 ○（どうしました）：においを感じない 朝日 35面 10.28

無料低額診療制
○生活厳しくても受診あきらめないで「無料低額診療制」に注目：病院窓口で手続
き20万円免除の例も

朝日 21面 10.27

耳管開放症 ○ニュースがわからん！：歌手の中島美嘉さんが耳の病気に 朝日 2面 10.26

酸性環境でもがん増殖 ○酸性[環境]でがん増殖：[がん細胞表面の]センサーが[増殖]促す：マウスで実験 朝日 21面 10.26

運動器腰部脊柱管挟搾症 ○患者を生きる：運動器腰部脊柱管挟搾症：手術後しびれ残ることも 朝日 21面 10.24

患者、性問題の質問に気後れ 患者、性問題を直接医師に聞けない：気後れ等が理由 読売 12面 10.22

米国、遺伝子組み換え生物めぐる
対立

○遺伝子組み換えサケ承認か：米当局「安全」と報告、[米]市民団体「データ不
足」

朝日 21面 10.22

遺伝子の突然変異 ○変成アミノ酸[トリプトファン]：[遺伝子の]突然変異促す 朝日 21面 10.22



医師予備試験で問題・採点ミス ○医師予備試験でミス 朝日 37面 10.22

「コレステロール高めは長生き」
に批判

日本医師会「コレステロール高めが長生き」（日本脂質栄養学会作成指針）批判：
根拠乏しい

読売 37面 10.21

東大のワクチン臨床試験問題広が
る

○がんワクチン臨床試験問題：患者団体「研究の適正化を」 朝日 38面 10.21

ストレス対処の仕組み解明 ステレスをコンとロールする脳内物質カンナビノイドの作用メカニズム解明：放医
研

千日 1面 10.20

専門医資格認定の基準にバラつき ○「専門医」信頼性に課題 毎日 1面 10.19

心疾患と脂肪酸 ○心疾患との関連指摘：トランス脂肪酸含有量表示へ：女性、若者に高摂取層 毎日 13面 10.19

毒キノコ販売 勝浦市の直売所にて毒キノコを販売：千葉県が回収指示 読売 35面 10.19

闘病記専門の古書店 ○さすらいの闘病記おたく 朝日 夕1面 10.19

血圧・血糖値 ○血圧・血糖値両方「ちょい悪」にご用心：循環器病リスク２倍 朝日 1面 10.16

補完代替医療見極め肝心 健康食品、サプリ、気功・・・ 山日 13面 10.15

広汎性発達障害者の学習・就労支
援

大阪産業大学教員と心理職で支援：周囲の理解も必要 読売 20面 10.15

子どもの体力・運動能力低下 原因は運動不足 読売 35面 10.15

チリ鉱山作業員は心の長期ケア必
要

チリ鉱山作業員救出：心身ともに前面ケア：家族と通信大きな支え 信毎 4面 10.14

医療ADR 医療従事者側は第三者機関の仲裁効果：患者側は医師会主導中立性に腐心 読売 20面 10.14

遺伝子組み換え生物の新ルール
○遺伝子組み換え、新ルール採択へ：生態系への被害に対応：１１日、生きもの会
議開幕

朝日 夕12面 10.12

高齢者の体力向上 ○シルバー世代、体力アップ：運動定着、右肩上がり：文科省調査 朝日 1面 10.11

軟らかい餌で飼育したマウス、落
ち着きがなく孤独を好む傾向

○かまずに食べると孤独に？：昭和大歯学部、マウスで実験 朝日 17面 10.5

コレステロール値の一律好ましく
ない

臨床研究評価機構見解 読売 33面 10.5

スズメバチ被害全国拡大 全国51人スズメバチ被害：群馬・長野の山間レースで４８人搬送 読売 30面 10.4



がんの議員出勤 ○人脈記：がんその先へ２：命のバトン終わらせぬ 朝日 夕1面 10.4

食で糖尿病予防 ○やさしい医学レポート：野菜・果物と糖尿病予防 朝日 夕3面 10.4

肘内障 ○体とこころの通信簿：肘内障：手を引っ張られた子どもに多い 朝日 夕3面 10.4

米国６０年前の性感染実験
○米科学者、性病の感染実験：６０年前、グアテマラの病院で：オバマ大統領が謝
罪

朝日 4面 10.3

患者団体のHP ○患者を生きる：患者団体のホームページ：つくしの会東京支部 朝日 33面 10.3

幼児用茶わんでダイエット ○ダイエットわたしの極意：幼児用茶わん使い減食：リバウンド4割経験 朝日 30面 10.1

◆ 本の紹介

がんの長期生存者記録 柳原和子著『がん患者学ⅠⅡⅢ』中公文庫　ⅠⅡ１２００円、Ⅲ１１００円 朝日 32面 10.27

高次脳機能障害の著者の神経心理
学

山田規畝子著『壊れた脳：生存する知』：角川ソフィア文庫　７８０円 朝日 32面 10.27

脳内現象説の検証 立花隆著『脳死体験上下』：文集文庫　上７００円、下７００円 朝日 32面 10.27

ALSの介護記録 川口有美子著『逝かない身体』医学書院　２１００円 朝日 32面 10.27

夫に死に開放感を覚える女性の自
伝

ジェニファー・エリソン、クリス・マゴニーグル著『夫の死に救われる妻たち』飛
鳥新社 １６００円

長日 13面 10.14

医師と患者の関係を描く地域医療
の小説

夏川 草介著『神様のカルテ１２巻』：小学館　１巻１２６０円、２巻１４７０円 読売 27面 10.13

化学と社会の密接なつながり 村上陽一郎著『人間にとって化学とは何か』：新潮選書　１１５５円 朝日 7面 10.3

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。


