
医学・医療に関連する商業紙報道　見出し･概要　（平成23年2月１日～2月28日 ）

◆官公庁の医療政策 新聞 掲載面 掲載日

政策 「脳卒中議連」が発足：対策法めざす 朝日 6面 2.23

政策/医療 インドネシア人看護師候補：滞在1年間延長へ 朝日 1面 2.16

政策/医療費 [千葉]広がる無料低額診療：今月から17施設に拡大：実施機関「生活再建支えたい」 朝日 千葉版 2.26

政策/医療費 [千葉]いすみ市、糖尿病重症化妨げ：機関連携、治療継続助言：新年度事業医療費増を抑制 朝日 千葉版 2.22

政策/医療費 ○歯科医療費窓口負担、高いと思う52％：保険拡大求める91％：保険医協会調査 読売 19面 2.20

政策/医療費 国民全員に肝炎検査を：厚労省が基本指針 東京 3面 2.11

政策/医療費 ○うつ病のカウンセリング費用に保険適用：医師の診療は16回まで１回4200円（初診・再診料別） 読売 夕・9面 2.3

政策/福祉 [千葉]地域福祉の要が揺らいでいる：民生委員が足りない：委員1人の負担増も：高齢化で役割増える 毎日 千葉版 2.13

政策/福祉 特養ホームに民間参入：総合特区法案 成長促進へ規制緩和 朝日 6面 2.10

年金 ○自立応援年金：豊かな高齢者が貧しい高齢者を支援：産経新聞社の年金制度改革に関する提案 産経 1・5面 2.12

年金 厚生と共済年金統合は？：実現性は高いが、壁も 朝日 6面 2.10

年金 ○年金の一元化、共通番号制が条件：課題多い 読売 9面 2.8

年金 ○年金の一元化、職業による受給格差解消を目指すが、移行に40年も！？：財源額も不明：民主案の
甘さ目立つ

読売 9面 2.8

◆大学・教育施策

運営 センター入試改革：「選抜」「到達度」2分化を 朝日 17面 2.26

海外 [イタリア]大規模リストラ計画：大学 朝日 11面 2.10

教育支援 みんな地域の学校へ：障害児「分離」から転換岐路：「社会知って自立を」：親の介助が条件 朝日 35面 2.20

教育支援 松戸・NPOに朝日教育賞：820人学び巣立つ：外国人の子の勉強支援 朝日 千葉版 2.27

教育支援 仕送り30年前の水準：奨学金は最高：大学生協調査 朝日 31面 2.28

研究 ○国立がん研究センターなど6箇所の研究センターと東大など10大学が研究基盤の共同整備へ：政府政
略「医療イノベーション」の推進に向けて

千日 17面 2.17

研究 イタイイタイ病標本で研究：富山大医学部勉強グループ 朝日 31面 2.28

研究支援 研究への寄付：企業名公表：日本医学会、透明性へ指針 毎日 6面 2.25



研究支援 マラリヤフロント基金：感染防止へ研究者支援 毎日 11面 2.28

研究費 研究費の壁：輸入マージンと単年予算 朝日 17面 2.4

研究不正 ○厚労省からの補助金約4700万円、不適切受給：富山大 読売 33面 2.5

研究不正 ○独協医科大の教授ら研究論文27本に不正：データ捏造および二重投稿：大学調査委員会設置 読売 31面 2.9

研究不正 研究費を私的流用：出張に家族同行も：阪大教授 朝日 38面 2.11

研究不正 ○三重大学准教授、研究論文10本に不正か：データ捏造の疑い：大学調査委員会設置 産経 29面 2.28

入試問題流出 京大入試投稿者 携帯から質問27回：同一名で回答も 毎日 1面 2.28

入試問題流出 京大、被害届提出へ：入試ネット投稿：合格発表予定通り 毎日 31面 2.28

入試問題流出 ○京大入試問題流出：携帯から投稿：防止徹底は難しい 産経 3・29面 2.28

入試問題流出 厳戒入試流出の謎：ネットに質問：試験開始7分後：問題撮影？複数関与？ 朝日 2面 2.28

入試問題流出 ヤフー知恵袋：質問・回答誰でもＯＫ/正解とは限らず 朝日 2面 2.28

◆病院の経営

医師不足 ○産婦人科の女医3人に1人、病院から出産先送りを求められた経験あり 読売 36面 2.13

医師不足 まず医学部偏在解消を：医療界挙げ医師不足解決図れ 毎日 10面 2.11

医師不足 ミス防止へ相互支援：司法解剖で4大学[自治医大、茨大、筑波大、群馬大]連携：件数は増加傾向も医
師確保難しく

東京 21面 2.5

医師不足 ○医学部の定員08-10年で1221人増：医学部新設への提案、先端医療技術を備えたモデル校必要 読売 11面 2.2

医療功労賞 ○[千葉]24時間受け入れの精神科救急開設：国立国際医療研究センター国府台病院 読売 千葉版 2.1

医療功労賞 ○[千葉]医師不足にも近くの診療所や病院と「病診連携」「病院連携」で地域医療を守る：国保多古
中央病院

読売 千葉版 2.1

医療功労賞 ○[千葉]24時間体制のドクターカー：救急医療体制構築に貢献：船橋市立医療センター救命救急セン
ター

読売 千葉版 2.1

医療功労賞 ○[千葉]障害児医療に貢献：スポーツドクターとしても活躍：1日100人以上診察も：鎗田整形外科医
院

読売 千葉版 2.1

医療功労賞 ○[千葉]老人性認知症センターを開設：福祉や保健サービスの向上に貢献：東条メンタルホスピタル 読売 千葉版 2.1

小児科 ○小児がんの家族滞在型病院、神戸ポートアイランドに2013年春建設予定：現在、神戸市と調整中 山日 5面 2.28

小児科 小児ICU病床：必要数の3割弱：医師ら調査 朝日 夕・14面 2.26

薬剤科 薬剤師の業務拡大：病棟の中へと導くために 朝日 17面 2.24

救急 ○[千葉]救急搬送たらい回し防止へ：緊急性の高い脳疾患など症状により患者を18分類し、分類ごと
に医療機関リスト作成：千葉県議会

千日 1面 2.23



精神科 ○02－08年で精神科272から239施設に減少：診療報酬が他科の1/3ほどで採算見込めず：日本総合病院
精神医学会

読売 15面 2.23

障害者 病院、通訳付き添い拒否：「言語後遺症害」補償されず：事故の障害者、苦難 朝日 38面 2.10

亀田総合病院 ○千葉の看護学校2校が受験者激減で閉校：今後5年で200人の看護師不足予想 千日 10面 2.21

亀田総合病院 ○介護福祉師需要：診療報酬適用の制度改正を：2025年までに千葉県で46万人増加見込みの高齢者へ
の対応急務

千日 10面 2.20

亀田総合病院 看護師足りず入院制限：改善見込みなし：「地域医療に深刻な影響」：亀田総合病院 朝日 千葉版 2.1

地域医療 ○東金商議所、大綱白里町長・山武郡内の企業経営者と東金九十九里地域医療センター構想で意見交
換：大綱白里町長、構想離脱も資金負担を示唆

千日 9面 2.18

農村医療/海外 パキスタン：ネット　世界と患者結ぶ：農村に診療所開設[ITを使った遠隔医療] 朝日 5面 2.12

勤務医 勤務医のうつ5倍：患者のクレーム、トラブル半年に4回以上 朝日 29面 2.24

◆再生医療

ES細胞/iPS細胞 万能細胞のシート開発：[東京工業大] 朝日 21面 2.4

iPS細胞 ○血管網付き組織を体外で作製：トンネル状にくりぬいたゲル材料＋血管内皮細胞混合した細胞シー
ト

産経 1面 2.27

iPS細胞 ○サルにiPS網膜移植：網膜色素上皮細胞から細胞シート作製・網膜裏に移植：経過順調：理化学研究
所チーム

読売 2面 2.18

iPS細胞 iPSからインスリン分泌組織：マウスで作製成功：糖尿病治療に光:東大チーム 朝日 38面 2.6

iPS細胞 京大、米企業からiPS特許：自由な研究守る戦略 朝日 21面 2.4

iPS細胞 未承認の幹細胞治療：再生医療学会注意呼びかけ：[まだ安全性に課題] 朝日 37面 2.2

動物 ブタ膵臓体内で再生：大型動物で初：東大と明大成功 毎日 26面 2.27

◆臓器移植

移植 糖尿病治療：ランゲルハンス島移植に期待：体への負担や合併症の恐れ少ない：インスリン注射半
減：高額費用などネック

朝日 33面 2.10

移植支援 ○脳死臓器提供の検証手続き簡略化：厚労省 読売 29面 2.2

◆感染症

B型肝炎 「職場感染はない」：厚労省が呼びかけ 朝日 夕・1面 2.16

HIV 高額に義憤、第２・第３の新薬：世界初エイズ薬、企業が無断で特許 朝日 23面 2.15

HIV エイズ患者最多453人：昨年発症感染者も増加傾向:「厚労省調査] 朝日 37面 2.8

インフル ○新型インフルを来年度以降は「季節性」の扱いへ：厚労省 読売 33面 2.11



インフル/定点調査 ○新型インフル患者減：1/31-2/6の新規患者数は1機関あたり28.93人(前週31.88人） 読売 33面 2.11

インフル/定点調査 ○インフル原因の休校・学級閉鎖減少：1/30-2/5で計4183校で前週より278校減：厚労省調査 読売 37面 2.10

インフル/定点調査 ○インフル流行：新型が中心：20－30歳代感染目立つ：2011年1/24-30定点調査 読売 夕・
1・18面

2.4

インフル薬 インフル治療薬の「耐性」リレンザの方が起きにくい：[東大調査] 朝日 23面 2.15

インフル薬 新型インフルエンザの脅威：強毒型発生への備え急務：備蓄のワクチン有効活用 毎日 9面 2.12

結核 結核：確実な治療が多剤耐性菌の発生防ぐ 毎日 15面 2.11

口蹄疫 石川で牛約15頭：口蹄疫の可能性：遺伝子検査中 朝日 夕・10面 2.12

口蹄疫 口蹄疫は「清浄国」に：10ヶ月ぶり輸出本格再開へ 朝日 39面 2.6

鳥インフル/海外 鳥インフル感染拡大防ぐ鶏：英ケンブリッジ大、遺伝子組み換え開発 朝日 22面 2.8

鳥インフル/全国 鳥インフル：ワクチン是か非か：求める業者 国は否定的 朝日 37面 2.10

鳥インフル/愛知 ○[愛知]新城市で鳥インフル：名古屋コーチンに影響 読売 38面 2.15

鳥インフル/愛知 [愛知]烏骨鶏も殺処分へ：鳥インフル愛知2例目 朝日 37面 2.15

鳥インフル/宮崎 ○宮崎：延岡市北浦町で19例目の鳥インフル 読売 38面 2.18

鳥インフル/宮崎 ○宮崎：鳥インフル多発県：要因に感染対策不備をチェックする行政側の怠慢も 読売 35面 2.16

鳥インフル/宮崎 [宮崎]鳥インフル感染：宮崎でまた拡大：[同県で今季9例目、国内で13例目] 朝日 39面 2.6

リンゴ病 ○「リンゴ病」大人は関節痛・関節炎も併発：男性では約3割、女性は約6割：妊婦への感染では流産
も

読売 25面 2.16

◆産科・小児科

終末期医療 ○06－09年15歳未満小児で脳死判断37％：延命治療中止7％：投薬量の差し控えは34％：国立成育医療
研究センター調査

山日 1面 2.27

終末期医療 回復見込めぬ重症の子「治療中止も」：小児科学会が指針案：具体的な基準はなし：「最善は何」悩
む現場

朝日 3面 2.22

がん 早期乳がんのリンパ節切除：生存率向上せず[米研究所調査] 朝日 37面 2.10

がん ○女性のがん：日医生涯教育協力セミナー：予防できる子宮がん：マンモトーム生検やセンチネルリ
ンパ節生検など最新検査・治療進む子宮がん：国・自治体・医師会も予防ワクチンや検診に力注ぐ

読売 6面 2.4

体外受精 [性同一性障害]男性に性別変えて結婚：人工授精容認：[日本産科婦人科学会] 朝日 38面 2.27

代理出産 代理出産貧しさゆえ：インドでビジネス急拡大：専用宿舎に60人 朝日 3面 2.19

超音波検査 ○検査で胎児の奇形など発見も：染色体異常など遺伝学的検査にも：検査結果の取り扱いは慎重に：
日本産科婦人科学会

千日 19面 2.24



生理病 ○鎮痛剤の服用など重い生理痛15年以上45％：仕事休む・仕事時間短縮68％：バイエル薬品調査 山日 5面 2.28

アトピー 化学物質とアトピーなどの関係調査：母子10万組を13年追跡：環境省、15地域で進める 朝日 23面 2.25

虐待死 ○虐待による0歳児の死亡増加：2008年度18歳未満の虐待死67人中0歳児39人：厚労省調査 千日 18面 2.20

はしか はしか「ゼロ」遠い道のり：今も集団発生：接種率95％届かず 朝日 24面 2.3

日本脳炎 ○ワクチン9歳時の未接種者も公費で：予防接種の中断期05－2010年の間に9歳を迎えた人は希望によ
り公費接種可能：厚労省

千日 19面 2.22

ポリオ 不活性ポリオに強い要望：日本のワクチン、まひの不安/海外製、国は未承認 朝日 31面 2.9

ポリオ ○[千葉]ポリオ：千葉県立佐原病院、不活性ワクチンの輸入決定：2月中旬に77人が接種予定：生ワク
チンと不活性ワクチンの違いを示す表あり

読売 夕・9面 2.3

ライソゾーム病 ○小児の難病ライソゾーム病の酵素製剤開発進む 千日 6面 2.13

◆治療法・薬

B型肝炎治療法 治療現場は様変わり：ウイルスの増殖を抑える新薬が登場：主流はインターフェロン→核酸アナログ
製剤

毎日 14面 2.27

RI内用療法 薬でがんに放射線届ける：副作用軽く 治療受けやすい：リンパ腫に効果 朝日 33面 2.17

胃がん検診 ○胃がん：エックス線透視から血液検査に：ピロリ菌の有無で判定：検査費抑制も：国には慎重姿勢 山日 5面 2.28

漢方 ○葛根湯：免疫系を調整して短時間に自然治癒力を引き出す治療薬 読売 夕・2面 2.21

視神経脊髄炎治療法 ○多発性硬化症患者数約1万4千人うち約4千人は視神経脊髄炎：治療はステロイドと免疫抑制剤が基
本：急性期や再発期はステロイドパルス療法に加え血液浄化療法も普及

千日 6面 2.20

視神経脊髄炎治療法 ○視神経脊髄炎NMOの発症、リウマチ治療薬で抑制：国立精神・神経医療研究センター 読売 夕・9面 2.17

低温療法 低温療法1500人に実施へ：[欧州脳卒中低温療法研究ネットワーク] 朝日 21面 2.4

認知症薬 認知症治療に貼り薬 厚労省承認へ：1日1回貼るだけ介護者の負担軽く 朝日 38面 2.22

脳梗塞血栓溶解療法 ○脳梗塞の血栓溶解療法が発症後6－8時間まで可能に：血管をもろくするたんぱく質「血管内皮細胞
増殖因子」を抑制：新潟大

読売 33面 2.11

病理診断 ○「肉腫」：診断が難しいがん：豊富な知識と経験のある他施設の病理医の意見を求める意義大きい 読売 16面 2.4

病理診断 ○病理診断：病理外来で患者の悩みをより理解：茨城県立中央病院 読売 15面 2.3

ヤコブ病 ヤコブ病に新診断法：高精度、生存中に確認：長崎大 朝日 22面 2.8

腰痛 慢性腰痛の予防と治療 朝日 30面 2.19



◆医工学・遺伝子

CO2 ○温暖化の原因であるCO2を資源に医薬品や合成樹脂を：研究すすむ 読売 夕・6面 2.3

テロメア ○染色体末端「テロメア」、多飲酒者は短くなる：短くなると細胞死を迎え、染色体が不安定化して
がん化することも

山日 5面 2.28

テロメア ○がん細胞増殖原因の酵素「テロメラーゼ」を人の5番染色体にある遺伝子「PITX1」が抑制：鳥取大
調査

読売 34面 2.12

遺伝子 ミジンコの遺伝子、ヒトより多い：8000個多い3万1000個：東京薬科大など 朝日 23面 2.15

遺伝子 ○アルツハイマーの原因物質βアミロイドを抑制する「ダイニン」：軸索に大量蓄積するβアミロイ
ドと結合し、軸索から運び出す働きを解明：名大グループ調査

読売 31面 2.9

遺伝子 [糖錯]:細胞のヒゲ：遺伝子判明：[慶応大学] 朝日 21面 2.4

遺伝子検査 遺伝子検査に医学会が指針：説明　主治医も責任 朝日 5面 2.19

歯科 虫歯の酵素 正体突き止めた：静岡県立大など：薬開発に期待 朝日 37面 2.18

人工臓器 ○人工肝臓開発：バイオチップで血管形成する肝細胞組織製作：あとは胆管 読売 夕・7面 2.17

糖質計測器 タニタ、食べ過ぎ判定機：食後2時間、尿中の糖分計測 朝日 11面 2.24

毛髪 ○毛髪の再生、マウスで成功：大人のマウスのひげを作る「毛包」にある幹細胞を培養：東京医科歯
科大

長日 5面 2.27

毛髪 ○20歳の頃に薄毛、前立腺がん発症率9.5％：薄毛でなかった人の2倍：仏の研究チーム調査：日本人
にあてはまるかは要調査

山日 38面 2.21

毛髪 ○毛髪が作り出すコラーゲン、脱毛・白髪防ぐ効果：東京医科歯科大調査 読売 2面 2.4

◆情報科学

中国ネット 中国のネット どう規制されているの？：ツイッターなど当局遮断：特殊ソフトや隠語で検閲回避 毎日 3面 2.28

フェイスブック ○フェスブックの仕組み：仲間内向け個人用ページ：ネット社会における名札や名刺 読売 11面 2.3

病院図書室 「がん難民」ならないためには：確かな情報源味方に：最善求め2年なお迷い：病院に図書室やサロン 朝日 31面 2.23

モバイルメディア ○携帯電磁波で脳のブドウ糖消費が約７％増：健康への影響は不明：米研究所調査 山日 3面 2.27

モバイルメディア iPadで定期購読可能に：新聞や雑誌自動決済サービス：購読料の30％はアップルに 朝日 夕・8面 2.16

モバイルメディア 次世代iPadカメラつきで軽く：量産開始と米紙が報道：[薄く軽い・記憶容量や画像処理能力向上・価
格現行製品と同じ]

朝日 夕・12面 2.10

モバイルメディア ネット課金 普及探る：週80円iPad新聞発行：コスト安く身軽：読者拡大には課題 朝日 15面 2.4

モバイルメディア ○電気メーカー8社の業績急回復：スマートフォン効果：新興国への電子機器売り上げも引き続き堅
調：一方で国内企業のIT投資低迷：2010年4－12月期連結決算

読売 9面 2.4



モバイルメディア iPad新聞、発表へ：米ニューズ社とアップル 朝日 11面 2.3

◆症状相談

C型肝炎 ○治療しなければ肝炎が長時間持続：60％は肝硬変へ：肝硬変は年間7％が肝がんへ：治療は「ペグイ
ンターフェロン」の週一注射と「リバビリン」の48週間の服薬が標準

読売 19面 2.20

過喚気症候群 ○精神的要因から発作に：紙袋法や精神安定剤の服用で対処を 読売 30面 2.13

狭心症 ステント挿入、抗血小板薬服用後の検査：胃の内視鏡検査による生検は1年後を：脳のMRI検査はステ
ント挿入直後以外であれば問題なし：主治医と要相談

読売 19面 2.27

検査CA19-9 腫瘍マーカーの数値 朝日 33面 2.10

薬 ○抗うつ薬の副作用で性機能障害27.3％：慶応大学病院調査06－08年 読売 14面 2.28

薬 抗不安薬「リーゼ」：比較的安全性は高いが効果持続しない：離脱症状は通常1－3週間、まれに1年：
服用を減らす時は1－2週間に1回、半錠づつ：不眠や食欲不振が解消されず、思考に集中できなければ
「う 能性も

読売 19面 2.27

視聴覚障害 涙目：治ると知らない人多い 朝日 夕・4面 2.21

視聴覚障害 ○耳かきは皮膚をなでる程度で十分あか取れる：やりすぎると炎症や出血に 読売 14面 2.18

視聴覚障害 ○耳かきは月1回程度に：医学的意味では年に2回程度で十分：やりすぎるとかゆみが発生 読売 16面 2.17

視聴覚障害 [眼瞼けいれん]:光がまぶしい 朝日 24面 2.3

小児・産科 ○成人T細胞白血病：発病率低い：感染者1000人に対し年間1人：ウイルスによる両足の麻痺・排尿排
便障害を起こすHTLV-I関連脊髄症は感染者3万人対し1人

読売 19面 2.20

小児・産科 ○神経芽細胞腫、尿検査「VMA」「HVA」と血液検査「LDH」「NSE」で数値確認を 読売 30面 2.13

泌尿器系障害 痔：3人に1人が持つ生活習慣病 毎日 25面 2.28

泌尿器系障害 女性の肛門の悩み：出血・痛み続くなら病院へ 朝日 夕・5面 2.28

泌尿器系障害 血尿：異変のサイン、すぐ検査を 朝日 夕・3面 2.7

泌尿器系障害 尿漏れ、自己診断を：40代の半数は「軽度」：[尿漏れ診断チェックリストあり] 朝日 29面 2.2

骨島 骨に「島」できた 朝日 33面 2.17

◆介護・高齢者

終末期医療 人工栄養：医師4割中止：[日本老年医学会など7つの]学会調査手続き指針作りへ 朝日 2面 2.28

介護 オーダーメイドの車椅子、障害者制度で3万720円で購入：介護認定＋障害者手帳では原則、介護保険
の優先利用。但し、障害者更生相談所や医師の判断で障害者制度利用可能も

読売 19面 2.27

介護 やはり介護型病床は必要 朝日 17面 2.26

介護 介護病床廃止は17年度：厚労省、6年先送り方針 朝日 6面 2.16



介護 [秋田]市職員勝手に介護認定：秋田の495人分：申請増え審査会せず 朝日 38面 2.11

成年後見人 ○身寄りのない認知症高齢者への成年後見人、増員へ：市町村が育成 読売 1面 2.21

がん死 ○高齢者で所得の低い人、高い人に比べ、がん死亡リスクが2倍：日本福祉大調査 読売 夕・9面 2.17

◆投稿者の言葉

B型肝炎 差別・偏見：母は闘う：B型肝炎訴訟原告：病院・職場・・・苦悩の日々 朝日 夕・1面 2.16

終末期医療 命のともしび：早めの在宅準備で家族の受け入れも 朝日 23面 2.20

終末期医療 命のともしび：父の余命3ヶ月「本人には言えない」 朝日 32面 2.15

終末期医療 [筋萎縮性側索硬化症ALS]命のともしび：「栄光ある撤退を」病院へ要望書 朝日 31面 2.4

終末期医療 [筋萎縮性側索硬化症ALS]命のともしび：「呼吸器着けない」決断したが 朝日 29面 2.2

患者参加型医療 ○医師の治療方針と患者側の望む医療に溝：話し合いで解決を 読売 21面 2.9

患者参加型医療 ○[大阪]医療事故の被害者家族から院内の常駐相談員へ：患者の人権を尊重した医療へ：阪南中央病
院

読売 16面 2.8

患者参加型医療 ○医療は患者と医師の共同作業：「患者学」の普及目指す医師 読売 夕・8面 2.3

漢方 ○漢方の通販、改正薬事法施行で6月から禁止：服薬歴あるものは認めて欲しい 読売 12面 2.21

精神ケア 性的虐待の子に精神障害リスク 朝日 夕・5面 2.28

精神ケア 私は、なぜ飛び降りたのか 朝日 6面 2.20

精神ケア [病気発覚後]退職強要の事例他にも：読者の反響：会社の姿勢に募る不安：[退職]意思なければ応じ
る義務ない

毎日 27面 2.13

精神ケア ○診断ミス、患者側は大きなストレスに 読売 夕・8面 2.3

臓器移植 ○臓器移植、家族内での話し合い重要：父親に肝臓提供の息子、後遺症今も続く 産経 21面 2.5

臓器移植 私は脳死後、臓器を提供する：[14歳娘のドナーカードサインに、父は複雑] 朝日 16面 2.2

地域医療 ○地域住民に励まされ、育てられた医師 千日 6面 2.20

◆ミス・事件・訴訟

BSE 条件外の米牛肉混入か：[農水省・厚労省調査] 朝日 37面 2.9

B型肝炎訴訟 発症後20年なら減額：B型肝炎和解金で国方針 朝日 38面 2.9

イレッサ訴訟 イレッサ判決：国に責任はないのか 毎日 5面 2.27

イレッサ訴訟 ○大阪地裁、アストラゼネカ社に賠償命令：国は責任なし 読売 38面 2.26

イレッサ訴訟 「新薬できても使えぬ」：イレッサ訴訟判決 原告、控訴を検討 朝日 37面 2.26



イレッサ訴訟 イレッサ訴訟和解勧告：医学会の懸念見解 厚労省が文案提供 朝日 37面 2.24

イレッサ訴訟 薬のイレッサ、裁判になっているわ：肺がんに効くけど、肺炎での死亡例も相次いだ 朝日 2面 2.23

抗がん剤 ○[中国]抗がん剤を外国産と偽って販売した製薬業者摘発：薬品の有効性・安全性に問題 読売 6面 2.8

歯科医の麻酔 [千葉]県がんセンター「捜査を見守る」：歯科医麻酔容疑：研修手続き確認へ 朝日 千葉版 2.19

歯科医の麻酔 ○[千葉]県がんセンター会見：研修登録以外は指針通りで違法にあたらないと主張：関係者からは
「単独で麻酔をかけている」と指摘も

読売 35面 2.19

自主回収 酵素剤ダーゼン 武田薬品回収へ：たん切り効果なし 朝日 37面 2.22

小児事件 ○発達障害児殺害：母親、育児熱心も、内心は子どもの将来を悲観 読売 夕・15面 2.21

人体の不思議展 ○「人体の不思議展」告発状を石川県警受理：京都に続いて２県目 読売 33面 2.8

盗難 日光毒物盗難：容疑者を逮捕：古河電工の元派遣社員 朝日 夕・15面 2.23

薬剤ミス 薬剤師に賠償命令：虎の門病院過剰投与：医師らの責任も：東京地裁 毎日 25面 2.11

手術ミス ○[栃木]腎臓がん手術、患者の腎臓左右取り違えて摘出：医師書類送検：小山市民病院 読売 33面 2.5

移植ミス ○骨髄バンク：骨髄提供者42人、本人確認に必要な検査実施せず：骨髄移植推進財団 読売 34面 2.5

免許行政処分 医師ら41人の行政処分発表：厚労省 朝日 37面 2.24

◆危機管理

NZ地震 「精神的ショック大」：重傷3人 日本の専門医診察 朝日 夕・15面 2.26

NZ地震 近づく「命の72時間」救助急ぐ必要 朝日 夕・15面 2.23

火災 病院火災1人死亡：徳島 入院患者13人けが 朝日 夕・15面 2.10

天災 [千葉]身近な災害状況：すぐ投稿し共有：千葉市とウェザー社、協定締結：「減災プロジェクト」 朝日 千葉版 2.3

医療事故 ○医療事故、米国と日本の対応差異：米、病院側は事実を包み隠さず説明するのが大前提：日、説明
不十分

読売 16面 2.11

注射針 病院の清掃業者、清掃中に注射針りささる経験3割：注射針、ごみ袋にむき出しで捨てられていること
も：B型肝炎感染の恐れ：06-08年度日本環境感染学会調査

読売 夕・2面 2.21

白衣 医師白衣「着替えは週１」過半数：ネット調査、「毎日」は5％のみ：[医師向けコミュニティサイト
「メドピア」調査]

朝日 夕・12面 2.9

◆生命科学

冬眠 ○冬眠中のクマ、心拍数毎分9回、体温30－36度、代謝25％に 読売 38面 2.18

科学教育 科学の悪用 国内500件超：過去80年　サリン事件など：倫理教育に活用へ：[科学技術振興機構社会技
術研究開発センター調査]

毎日 30面 2.13



進化 鳥の先祖やっぱり恐竜：前脚の指構造が一致：東北大大学院教授解明 毎日 23面 2.11

進化 猿人にも土踏まず：二足歩行を裏付け：米チーム発表 東京 26面 2.11

食文化 食文化見直す古代料理：[岩宿遺跡隣接の博物館にて石器時代の料理をだすレストラン開店] 毎日 5面 2.11

宇宙 「第２の地球？」惑星５つ発見：水あるかも・恒星といい距離 朝日 夕・10面 2.3

◆HP・サイト

放射性廃棄物 ○高レベル放射性廃棄物のシンポジウム：ウェブサイトで動画配信
経済産業省エネルギー庁http://www.enecho.meti.go.jp/

読売 14面 2.8

暴力 性暴力受けたら0120・941・826へ：8日から24時間ホットライン[3月27日まで] 朝日 38面 2.6

◆医学・医療一般

医師伝記 華岡青州の功績 毎日 14面 2.27

花粉 ○全国117箇所1時間ごとの花粉飛散量の情報サービス「花粉なう」：製薬会社ＭＳＤ 山日 5面 2.28

花粉 スキあり！花粉症対策：鼻うがい 水道水は粘膜を刺激：点鼻薬 使い過ぎると逆効果 朝日 33面 2.23

花粉 ○花粉を内部で分解・除去する空気洗浄機「光速ストリーマ」：ダイキン工業 産経 18面 2.11

花粉 花粉症薬で先手：点鼻・内服組み合わせて 朝日 24面 2.3

花粉/アレルギー ○1日のリズムをつくる体内時計、アレルギー反応を制御：マウス実験で解明：山梨大 読売 夕・12面 2.17

企業紹介 抗がん剤の新薬で世界に挑む：[協和発酵キリン] 朝日 b1面 2.26

企業紹介 人材をみがく：手術見学、患者を理解：[武田薬品工業の研修] 朝日 11面 2.24

シックハウス症候群 シックハウス症候群理解して：化学物質抑えた家の研究を紹介 朝日 千葉版 2.27

睡眠 不眠症社会：我が国も「睡眠の日」必要 朝日 17面 2.23

睡眠 ○睡眠中に大量放出される成長ホルモン、大人にも大事：胃粘膜の修復、新陳代謝、疲労回復も 千日 6面 2.20

天皇陛下 ○天皇陛下、冠動脈全体に動脈硬化や狭さくも：内服薬による治療へ 読売 34面 2.12

がん心理 がんになったら何が心配？：「治療費」72％「死」56％：1000人調査[調査会社日本能率協会総合研究
所調査

毎日 3面 2.12

禁煙 結婚したければまず禁煙から？ 朝日 夕・10面 2.12

死刑囚心理 死刑囚精神状態:全国で一斉調査：千葉元法相が退任直前指示 東京 23面 2.12

孤独死 警察が出向いて調べた遺体 最多17万人：孤独死の影：去年1年間：[警視庁調査] 朝日 夕・11面 2.3

運動 運動で乳がんのリスク低下 朝日 夕・4面 2.21

運動 週5日30分～2時間の運動を 朝日 夕・4面 2.21



運動 ○通勤で脂肪を燃やそう：通勤時に消費されるエネルギー量の統計あり 読売 16面 2.10

食 ○低カロリー(500カロリー減）欧米食VS韓国料理：3ヶ月後の平均ウエストは韓国料理で5.3%減、欧米
食3.5％減

山日 5面 2.28

食 何の数字：受験編51.3%：[朝食を食す習慣ある人の第一志望大学合格率：東北大加齢医学研究所調査] 朝日 38面 2.11

脳神経 前頭葉の内側で他者観察：[沖縄科学技術研究基盤整備機構] 朝日 21面 2.4

マラソン 東京マラソンで世界陸上行きを決めた県職員 朝日 2面 2.28

◆本の紹介

ゲノム フランシス・Ｓ／コリンズ『遺伝子医療革命：ゲノム科学がわたしたちを変える』ＮＨＫ出版 2205円 朝日 15面 2.13

災害 レベッカ・ソルニット『災害ユートピア』亜紀書房 2625円 朝日 12面 2.6

大学教授の生態 今野浩『工学部ヒラノ教授』新潮社 1500円 読売 17面 2.20

脳神経 美馬達哉『脳のエシックス：脳神経倫理学入門』人文書院 2730円 朝日 14面 2.13

病院経営 北原茂実『「病院」がトヨタを超える日』講談社 838円 読売 19面 2.20

フロイトアーカイブ ジャック・デリダ『アーカイブの病』：法政大学出版局 2415円 朝日 12面 2.27

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。


