
震災・医学・医療に関連する商業紙報道の見出し･概要　（平成23年3月１日～4月30日 ）

◆ 東日本大震災 新聞 掲載面 掲載日

官公庁 転入者は放射線検査証明を：つくば市職員要請：講義受け発覚・撤回 朝日 38面 4.20

官公庁 「災害援護資金」重い返済：[被災者の]生活再建に最大350万円融資：年利3％保証人も条件：阪神[大震災の時は]24％の世帯が滞納 朝日 30面 4.20

官公庁 汚れたお金交換：日銀が呼びかけ 朝日 34面 4.16

官公庁 年金財源、復興対策に流用：国庫負担再び懸案に 朝日 4面 4.13

官公庁 犠牲者の遺族に別人の遺体渡す：宮城県警DNAで判明 朝日 37面 4.13

官公庁 義援金配分悩む自治体：「早く」一方で「公平に」 朝日 30面 4.9

官公庁 政権、避難地域拡大を検討：積算放射線量で新基準：[安全委20ミリシーベルトと助言] 朝日 5面 4.7

官公庁 ○原発20-30キロ圏内の飯舘村が方針示す「妊婦と乳幼児は村の外へ避難を」 読売 夕・11面 4.6

官公庁 遺体埋葬悩む自治体：国「民間に頼んで」・埋葬業者は「対応限界」 朝日 3面 4.4

官公庁 ○気象庁の放射性物質の拡散予測、政府は公開せず 読売 夕・1面 4.4

官公庁 原発収束と、労働者の安全と：厚労省、対応に苦慮 朝日 3面 4.3

官公庁 ○政府、スリーマイル参考にして、原発30キロ圏内の住民に無料で定期健診 読売 夕・1面 3.31

官公庁/医療費 「医療明細もらえず」診療所で8％：厚労省調査　医療機関への指導強化方針 朝日 7面 4.21

官公庁/医療費 ○被災者の医療・介護サービスの利用料や保険料など国が原則全額負担 読売 夕・２面 4.6

官公庁/危機管理
○津波避難所に使う建物基準「鉄筋3階建て以上のビル」、見直しを：女川町では鉄骨3階以上も破壊され、5メートルの杭が地面から抜け
ていたことも判明：東北大准教授指摘

読売 夕・2面 4.21

官公庁/危機管理
○放射性物質拡散試算図２千枚のうち安全委の公表は3/23、4/11の2回2枚のみ：誤解招く恐れと説明するも、未公表の試算図の中には実際
の拡散と近似した傾向を示すものも：問われる情報公開

千日 21面 4.19

官公庁/危機管理 [4/7の]余震 住民も自治体も備え：枕元に懐中電灯・衛星携帯配備・すぐ車の誘導 朝日 31面 4.9

官公庁/計画停電 5200万キロワット確保へ：東電 被災火力復旧急ぐ：停電の夏回避へ供給側も使う側も奮闘 朝日 5面 4.16



官公庁/計画停電 ○計画停電、夏は見送りの方向へ：夏は企業にのみ電力制限 千日 22面 4.7

官公庁/計画停電 電力制限令発動を表明：経産相 家庭向け節電策も検討 朝日 5面 4.6

官公庁/計画停電
○政府、夏の電力抑制を目指し、企業に始業時間前倒しを要請へ：サマータイム制導入はコンピュータなどのシステム変更が間に合わず断
念

千日 5面 4.5

官公庁/避難勧告
○日本と米国の避難勧告、意見割れる：米「半径80キロ圏内の米国人に避難勧告」、日「半径20キロ圏内を避難、20-30キロ圏内は屋内退
避」：米国は10ミリシーベルト以上の被爆の恐れがある場合に避難勧告を出すように定めているため風向きや第一原発の状況からコン
ピューターでリスクを評価し、半径80キロの勧告を出す

千日 夕・15面 4.1

官公庁/学校利用基準 学校利用の基準公表：文科省 屋外制限は13施設 朝日 38面 4.20

官公庁/被曝限度基準 年間の被爆限度引き上げを検討：原子力安全委：[被爆限度量１律1ミリしーベルト→緊急事故後の復旧時は1～20ミリシーベルト] 朝日 5面 4.6

官公庁/水道水摂取制
限

○水道水の放射性物質は直近3日間の平均値が基準を超えた場合に摂取制限を発動する新ルール発表：厚労省 千日 19面 4.5

官公庁/漁獲類ヨウ素
規制

○魚介類のヨウ素規制値、野菜と同じ1キロ当たり200ベクレル：厚労省 読売 夕・14面 4.8

医療 被災者支援へ医療界団結：医師会など長期化視野に親組織 朝日 夕・18面 4.22

医療 長期入院、受け入れ無理：屋内退避区域 病院は再開したが・・・ 朝日 38面 4.19

医療 ○被災地支援の医師や看護師が1万5000人以上に：読売新聞社調査 読売 1面 4.16

医療 ○てんかん患者に治療薬の継続的服用を呼びかけ：日本てんかん協会 千日 6面 4.10

医療
自分の持病薬ネットで確認：早見表サイト
システムヨシイ：http://www.systemyoshii.co.jp/medinfo/

朝日 26面 4.4

医療 ○福島では看護師・保健師派遣少ない：原発事故の影響が色濃く残る：千葉日報調査 千日 18面 4.4

医療 ○妻を亡くした直後に応援にきた医師らと打ち合わせをする地元医師 読売 夕・9面 4.2

医療/施設
○岩手・宮城・福島の病院384施設のうち震災直後に全面休診73病院、一部休診156病院、救急治療優先43病院：1ヶ月後は8割が通常診療に
回復（沿岸部の病院では6割）：読売新聞調査

読売 1面 4.14

医療/施設 岩手・山田町：医師3兄弟復興の一歩：医院は水没 診療所立ち上げ 朝日 夕・1面 4.11

医療/施設 ○地震後4日目に、南三陸町に地元の医師たちが臨時診療所を開く：医療機器がない中で診察が3000人を越える日もあった 読売 夕・15面 4.9



医療/施設 医療奪われた村：地域と50年　医師夫妻不明：岩手・釜石の鵜住居地区 朝日 35面 4.6

医療/施設 中核病院が壊滅「周辺部まで無医村状態」：岩手・山田、大槌巡回診療 毎日 夕・8面 4.2

医療/身元確認 ○歯科医師1500人、3人一組で黙々と身元確認進める：電気も通らない中、すべての遺体を家族の元へ戻すために 読売 夕・15面 4.15

医療/身元確認 「遺体を返す」歯科医奔走：都内２氏、過酷な作業語る 東京 27面 4.9

印刷
○印刷資材不足、インクは原料であるジイソブチレンの国内分全ての製造を担う丸善石油化学の千葉工場が火災で出荷停止：代替原料確保
で急場しのぐ

読売 17面 4.20

海外支援
○南三陸町でイスラエル軍医療チーム活動：医師14人、看護師7人ら総勢50人余に対し診療件数1日平均20件、患者数で14人：県が出した条
件厳しい「１．日本人医師の立会い２．診療は検査、治療しない３．通訳・食事は自前で」：非常時こそ問われる柔軟な対応

読売 11面 4.19

海外支援 イスラエル援助[から引き継いだ医療機器を使い]外来診療を再開：南三陸の志津川病院 朝日 37面 4.19

海外支援 震災支援から米海兵隊もどる：本拠地の沖縄へ 朝日 夕・12面 4.13

海外支援 ○米原子力規制委員会NRC、原子炉内の水素爆発の危険性を指摘した内部文書作成：日本政府には窒素注入のアドバイスも 千日 3面 4.7

海外反響 ○汚染水放出に海外批判：韓露→無責任な日本、米→繰り返した楽観的発言が覆った、英→なぜ早く支援を国際社会に求めなかったのか 読売 4面 4.6

介護 岩手沿岸：在宅介護機能せず：30事業所全壊：宮城も多数被害 毎日 夕・1面 4.15

がれき撤去 ○がれき撤去で破傷風感染報告、宮城で6件：けがをしたら、きれいな水で洗うことが重要 読売 26面 4.3

がれき撤去 ○全半壊、一部破損した建物15万１１８７棟：がれき量２千万トン超す：総務省消防庁調査 千日 20面 4.1

がれき撤去/アスベス
ト

○宮城県の沿岸部で0.5本のアスベスト繊維検出、大気汚染基準は下回る：仙台弁護士会の弁護士ら調査 読売 夕・10面 4.20

がれき撤去/アスベス
ト

がれきの中 石綿を確認：南三陸 朝日 夕・12面 4.13

犠牲者 ○震災死者92％が水死、60歳以上が6割：警視庁調査 読売 1面 4.20

犠牲者 ○津波被害の聞き取り調査、危機意識を持ち「すぐ逃げた」人が助かる：岩手県釜石市松原地区：東洋大教授ら調査 読売 11面 4.20

犠牲者 40人死亡44人重傷：茨城・千葉傷深く：茨城700人なお避難 毎日 夕・3面 4.11

犠牲者 ○震災関連死の疑いが岩手、宮城、福島で282人：大半が高齢者で、病院は対応する余裕がない：読売新聞社調査 読売 夕・１面 4.11



帰宅難民
○地震発生後、コンビニやレストランなどでトイレや水道を利用できるようにするといった帰宅困難者の支援が行われていたが、6割に知
られておらず

読売 17面 4.14

帰宅難民 3.11地震時 都内にいた人：300万人、当日に帰れず：東大助教ら推計 朝日 夕・１面 4.9

建築 新宿高層ビル揺れ想定13倍：長周期地震動約13分間：センタービル 朝日 夕・１面 4.19

建築 ○千葉県内3割が液状化の危険：浦安・香取・我孫子市など住宅購入時は確認を 読売 28面 4.13

原発/食 大型魚汚染「遅れて来る」 朝日 2面 4.21

原発/食 コウナゴ以外で茨城沖の漁再開 毎日 夕・10面 4.15

原発/食 ○露地栽培のシイタケ出荷制限：福島の16市町村 読売 夕・11面 4.13

原発/食 被災地偏る栄養：支給・炊き出し避難所でも差：栄養士、現地入り支援 朝日 26面 4.11

原発/食 ○米の作付け制限：作付け前の水田の土壌→5000ベクレル以下、収穫後の米→500ベクレル以下 千日 1面 4.9

原発/食 ○外房の5漁業団体が勝浦沖でとれた魚のモニタリング検査発表：カツオ→ヨウ素不検出、キンメダイ→暫定規制値以下 千日 県南面 4.8

原発/食
○魚と放射性物質：セシウムは筋肉にたまりやすく、影響が半減するまで30年。大型の魚に濃縮される可能性があるが、50日で半分が体内
からなくなるとの研究もあり

千日 19面 4.8

原発/食
○魚介類の基準値200ベクレルは妥協の産物：農作物より厳しくすると漁業者は反発するし、緩くしたら農業者が反発：厚労省と農水省は
「汚れ役」を押し付け合い

千日 21面 4.7

原発/食 魚介類にもヨウ素基準：野菜と同レベル：茨城のコウナゴ漁停止指導 朝日 1面 4.6

原発/食
○千葉の3市町で出荷制限：香取市→ホウレンソウ、多古町→ホウレンソウ、旭市→ホウレンソウ・チンゲンサイ・春菊・サンチュ・セロ
リ・パセリ

読売 京葉面 4.5

原発/食 ○日本の農産品、25カ国・地域が輸入を規制：農水省調査 千日 5面 4.5

原発/食 ○関東で飲料水の需要が通常の約8倍に上り、供給追いつかず：消費者庁、物価担当官会議で報告 千日 4面 4.5

原発/食 地域別に出荷制限へ：放射能汚染の農産物：県単位から細分化 朝日 夕・１面 4.4

原発/食 食品暫定基準：国が維持決定：放射性物質の許容量 朝日 夕・１面 4.4

原発/食 いわき：しいたけからセシウム検出：基準の1.7倍 朝日 29面 4.4

原発/放射線 原発事故IAEAは何ができる：核の番人だけど調査に限界で、権限強める意見も 朝日 3面 4.21



原発/放射線 「原発　想定すべて破られた」：電力各社、対応悩む 朝日 3面 4.16

原発/放射線 低汚染水、海放出1万トン：放射能1500億ベクレル 朝日 3面 4.16

原発/放射線 原子力安全・保安院とはなんだ：原発の安全チェック役。組織見直し論もある 朝日 3面 4.16

原発/放射線 原発大半、安全策に難点：非常電源・海水ポンプ：本社全国調査：東日本震災前の原発状況[一覧] 朝日 1面 4.16

原発/放射線 原発被害 各省が報告：紛争審査会が初会合 朝日 2面 4.16

原発/放射線 放射性物質を気球で観測へ：福島大 朝日 夕・2面 4.15

原発/放射線
セシウム浄化技術開発：汚染水に顔料混ぜ：[青色顔料フェロシアン化鉄がセシウムを吸着する働きに着目。実験ではヨウ素・セシウム・
ストロンチウムを海水に混ぜ、ほぼ100％セシウム除去に成功。ヨウ素とストロンチウムは除去できないが、ヨウ素は半減期が8日と短く、
ストロンチウムもセシウムに吸着する性質を使い除去率をあげることが可能]：東工大チーム

毎日 夕・10面 4.15

原発/放射線 ○IAEA、福島原発のレベル７はチェルノブイリと違い深刻度軽いと指摘した。被害もチェルノブイリと比べはるかに抑えられていると評価 読売 夕・2面 4.13

原発/放射線
○福島県の6市町村から放射性ストロンチウム90が土1キログラムあたり32ベクレル検出された。いづれも人体への影響がない量である。ス
トロンチウムはカルシウムに化学的な性質が似ており、骨にたまりやすく、長期の内部被爆の危険性がある

読売 夕・2面 4.13

原発/放射線 ○福島原発「レベル７」へ：1ヶ月で63万テラベクレル放出 読売 夕・１面 4.12

原発/放射線 原発周辺8町村散り散りに避難：住民の半数はあくできず 朝日 30面 4.9

原発/放射線 学校など9施設当面は使用せず：福島、放射線調査公表：[地表で毎時10マイクロシーベルトを超えたため] 朝日 5面 4.9

原発/放射線 ○福島原発の放射性物質は2週間で北半球全体で観測、人体に影響ない量：包括的核実験禁止条約機構準備委員会調査 千日 6面 4.9

原発/放射線 ○原発の放射線はヨウ素由来：半減期の比較的短いヨウ素の崩壊進む：米エネルギー省調査 千日 6面 4.9

原発/放射線 ○関東の放射線量では人体影響の心配はないので外出後は「手洗い」「着替え」で十分 読売 17面 4.7

原発/放射線 放射能汚染水どう処理：数万トン吸着剤・沈殿頼り：福島第一原発事故：「蒸留は非現実的」 毎日 2面 4.3

失業対策

○失業手当の特例→勤務先が被災した場合は離職しなくとも失業手当支給：
未払い賃金の立替→勤務先が被災し、退職せざるをえなくなった場合は国が賃金や退職金を立替払い。労働基準監督署や独法・労働者健康
福祉機構に相談を：
雇用調整助成金適用緩和→従業員を解雇せず休業扱いにした場合、国が休業手当を補助

読売 17面 4.14

失業対策 仕事が・・・困った時は：被災し失業状態→失業手当：給与未払い→国が立て替え：仕事で被災死傷→労災保険 朝日 27面 4.8



誘発地震可能地域
○誘発地震の可能性がある地域：秋田県、福島県、東京湾、神奈川県、栃木と群馬の県境、長野と富山の県境、長野県、静岡県、岐阜県、
石川と福井の県境

読売 夕・2面 4.13

被災地の妊婦支援 被災の地から：産める場所見つかった 朝日 19面 4.13

精神ケア ○スマトラ沖地震の教訓、心理的ケアを忘れるな：インドネシア大統領 読売 2面 4.20

精神ケア 余震の不安受け止めて：叱らずに話は具体的に：発達障害児、変化に混乱 朝日 27面 4.16

精神ケア やさしく触れて安心：被災地でタッピング・タッチ：心身の緊張和らげて 朝日 19面 4.13

精神ケア ［遺体搬送の］隊員の心のケア必要に：防衛省、手当増額も検討 朝日 3面 4.4

大学/学校 留学生71大学約4330人が出国へ：読売新聞社調査 読売 夕・１面 4.20

大学/学校 宮城・岩手・福島は災害救助法適応で国費留学生に航空券を無償給付：文科省 読売 夕・１面 4.20

大学/学校 ○留学生、震災で帰国：71大学約4330人 読売 夕・1面 4.20

大学/学校
○愛媛大、「内地留学」で被災地大学の学生を一定期間受入表明：他大学では図書館施設の一時利用が可能になっており積極的利用を：国
学院大栃木短大教授

読売 19面 4.6

大学/学校 ○文科省、学生ボランティアに１．単位の付与２．休学の場合は授業料免除３．ボランティア保険の加入を呼びかける 読売 夕・2面 4.4

大学/学校 大学110校超、授業開始延期:余震・停電・・・早稲田は連休明け 朝日 夕・１面 4.4

大学/学校
○研究施設が破損：高エネ研→電力不足で素粒子実験装置も大打撃、国土地理院→電力不足、宇宙機構→国際宇宙ステーションへの無人物
資補給機と実験棟「きぼう」の管制室が被災

読売 夕・12面 3.31

大学/学校 ○東北大災害研究の研究者らが無力感を覚える 読売 夕・12面 3.31

投稿者の言葉 被災者の医療費に配慮ほしい[主婦] 朝日 14面 4.22

投稿者の言葉 被災地の医療：避難所の健康守る組織を[朝日新聞編集員] 朝日 14面 4.22

投稿者の言葉 地震、長びく恐れ：地震学者12人の見方 朝日 19面 4.21

投稿者の言葉 市民が自ら科学武装を：東大教授 朝日 15面 4.21

投稿者の言葉 企業は「全体安全」言うな：東京海上日動リスクコンサルティング主席研究員 朝日 15面 4.21

投稿者の言葉 確立極小でも対策必要：東京都市大教授 朝日 15面 4.21



投稿者の言葉 原発始めた世代は事態直視を：薬剤師 朝日 14面 4.21

投稿者の言葉 「震災関連死」相次ぐ：行政の認定進まず：84歳おばあは20日後に息絶えた 朝日 1面 4.19

投稿者の言葉 続・福島原発事故で考える：人災の悪夢、黒澤の予言：日本ペンクラブ会員 朝日 28面 4.16

投稿者の言葉 檀家置いていけぬ。自ら弔いの場へ：原発から25キロに居続ける南相馬市の僧侶 朝日 13面 4.16

投稿者の言葉 企業は進んで首都脱出を：食品会社万鏡社長 朝日 13面 4.16

投稿者の言葉 個々人の被爆量把握が必要：会社員 朝日 12面 4.16

投稿者の言葉 原発は「解」ではなかった：温暖化防止策：朝日新聞編集委員 朝日 12面 4.16

投稿者の言葉
○陸上自衛隊東北方面通信郡本部の空撮「陸地を飛んでいるはずなのに、海上のようだった」：想定外と言うのではなく、また来ることを
前提に市民を守る策を考える

読売 31面 4.14

投稿者の言葉 日本リセットし先端的モデルに：強いリーダは時代が呼び出す：「一内閣一仕事」決着付けば退場：元首相細川氏 朝日 15面 4.13

投稿者の言葉 放射能海洋汚染の観測強化を：大学学長 朝日 14面 4.13

投稿者の言葉 被災者には必需品も支給せよ：無職 朝日 14面 4.13

投稿者の言葉 「原子力からシフトを」：自然エネルギー50年までに100％に：環境エネ研所長が提案 朝日 23面 4.13

投稿者の言葉 究極の防災を考えよう：大震災からの復興：東京新聞社説 東京 7面 4.9

投稿者の言葉 人工透析：治療回数減り不安に：女性患者 朝日 23面 4.9

投稿者の言葉 選手は被災地を訪れよう：米プロフットボール選手 朝日 11面 4.9

投稿者の言葉 逃げない日本人：「大和魂」に高まる信頼感：英リース大教授 朝日 11面 4.9

投稿者の言葉 同盟国日本への支援に誇り：在日米海兵隊基地外交政策部次長元大阪大准教授 朝日 11面 4.9

投稿者の言葉 「頑張れ」より「無理しないで」：産婦人科医 朝日 10面 4.9

投稿者の言葉 M７級余震：揺れても守れる態勢を：朝日新聞社説 朝日 10面 4.9

投稿者の言葉 津波までの「30分」：記録と検証：必ず後世へ：立川支局記者 朝日 10面 4.9

投稿者の言葉 放射能と避難：住民のため観測充実を：朝日新聞社説 朝日 12面 4.8



投稿者の言葉 自衛隊の動き：不断の見直しが生きた：朝日新聞社説 朝日 12面 4.8

投稿者の言葉 不条理への備え：地域の役割、再確認を：特別報道センター長 朝日 12面 4.8

投稿者の言葉 3.11官僚よ、前に出よ：危機対応は、政策や規制に一番詳しい官僚を味方にするのが早道だ：住友商事会長 朝日 13面 4.8

投稿者の言葉 仏教者の役割：苦を支えるネットワークに：東京工業大准教授 朝日 13面 4.8

投稿者の言葉 ○被災地の医師不足は大学の医学部3・4年生、研修生で医師の補佐として動員を：医師 千日 18面 4.8

投稿者の言葉 従来の予想超えた：日大放射線防護学専任講師 朝日 3面 4.6

投稿者の言葉 徹底検証し原発存続の再検証を：医師 朝日 12面 4.6

投稿者の言葉 食の安全：対策は素早く幅広く：朝日新聞社説 朝日 12面 4.6

投稿者の言葉 警鐘無視した甘すぎる想定：公民館職員 朝日 11面 4.4

投稿者の言葉 浜岡原発事故の教訓どこへ：大学非常勤講師 朝日 11面 4.4

投稿者の言葉 大学の新学期：9月始まりで復興の力に：東京大教授 朝日 11面 4.4

投稿者の言葉 ○津波のなか、母を右脇に抱きかかえ、左手でかもいを掴み続けた男性：腕の重みで知った母の最後 千日 6面 4.4

投稿者の言葉 ○震災の喪失、乗り越え新しい時代へ：作家 読売 13面 4.4

投稿者の言葉 東電の労働管理疑問[ルポライター] 朝日 3面 4.3

賠償 月ごと被害請求：東電に仮払い促す方針：JA 朝日 8面 4.13

賠償 原発賠償「関東大震災の3倍以上は免責」 朝日 8面 4.13

被災ペット
○被災ペット：岩手県獣医師会は県内7箇所の動物病院を「拠点支援病院」に指定し、被災した動物の治療や避難所で飼えなくなった犬や
猫の一時預かりを担う

読売 夕・9面 4.13

避難生活 車内泊で血の塊、心停止：エコノミー症候群 朝日 27面 4.16

避難生活 忍びよる感染症：水道使えぬ避難所ノロウイルス流行 朝日 34面 4.16

避難生活 ○避難所のトイレの汚物処理が遅れ、衛生状態深刻化：トイレットペーパは便器に捨てず、ゴミ袋に一時保管すると良い 読売 17面 4.14

避難生活 避難先「空室あり」：ホテル13万人分、住宅４万戸：立地遠く、希望とズレ 朝日 30面 4.9



避難生活
食前「口の体操」：食事むせにくく・虫歯予防も：歯科医師ら推奨：［舌で上唇を押す→舌で下唇を押す→舌で左右の頬を押す→閉じたま
まで唇の内側をなめるように回す/各5回]

朝日 27面 4.8

避難生活
○地域ごとの課題：福島県相馬市→風邪・インフル感染が多く避難所の環境改善が必要、岩手県大船渡市→避難所は落ち着いているが、情
報伝達が悪い、宮城県岩沼市→被災者同士のコミュニケーションが良く、支援物資の配分も順調

読売 15面 4.7

避難生活 ○肺塞栓症には水分補給とストレッチやマッサージが効く：足指刺激で血行促進し、体をひらき呼吸深く 読売 17面 4.7

避難生活 避難所に遊び部屋：親の心労もケア：スキンシップ大切・大声で笑い、駆け回る場所を 朝日 36面 4.6

避難生活
○石巻圏での医療支援チーム数は40-50チーム、1チーム7-8人構成で計300-400人の医師や看護師が支援に入る：1日200人程度の急患診療続
く：肺炎など感染症の症状を訴える患者多く、避難所の衛生状態改善は急務

読売 16面 4.6

避難生活
ぜんそくの子どうケア？［１．水分を多くとる２．外の空気を吸いに連れ出す３．状態を起こした姿勢で、手のひらを胸の上におわんを伏
せた形で置き、さする４．わきの下を、下から上にマッサージする］

朝日 26面 4.4

ボランティア ボランティアバス活躍中：人＋用具一式＋支援物資 セットで被災地へ：トイレまで自前・・・「現地負担少ない」好評 朝日 23面 4.9

ボランティア ○ボランティア活動保険：補償期間は年度単位のためボランティアは4月に改めて加入手続き必要 読売 15面 4.3

メール ○原発状況や安否情報でウイルスメール被害40件以上：心当たりがなければメール開封しないこと 読売 31面 4.7

図書 垣添忠生『悲しみの中にいる、あなたへの処方箋』新潮社 1365円 朝日 9面 4.3

図書 V・Eフランクル『それでも人生にイエスと言う』春秋者 1785円 朝日 9面 4.3

図書 谷川俊太郎作/元永定正『もこもこもこ』文研出版 1365円 朝日 9面 4.3

図書 インドラ・シンハ『アニマルズ・ピープル』早川書房 2625円 毎日 11面 4.3

◆ ＷＥＢサイト

安全安心メール
○千葉：富津市が災害や防犯などの緊急情報を携帯電話で伝える「安全安心メール」運用スタート
登録：t-futtsu@sg-m.jp

千日 県南版面 4.20

妊婦受入

○被災地の妊婦受入
日本産婦人科HP：http://www.jaog.or.jp/index02.html
各都道府県産婦人科医会：03-3269-4786
大阪府阪南中央病院：072-333-2100

読売 27面 4.7

感染予防 国立感染症研究所感染症情報センター：http://idsc.nih.go.jp/earthquake2011/index.html 読売 27面 4.7



体調異変確認
お年寄りの異変注意:[体調異変の兆しを確認できるウェブサイト]
日本老年医学会：http://www.jpn-geriat-soc.or.jp/

朝日 31面 4.6

がん患者受入病院
○被災のがん患者の病院受入情報
http://www.jastro.or.jp/

読売 27面 4.5

心膵リハビリ
日本心臓リハビリステーション:http://square.umin.ac.jp/jacr/index.html
ジャパンハートクラブ:http://www.npo-jhc.org/

朝日 6面 4.4

義援金受付先

中央共同募金会:http://www.akaihane.or.jp/er/index.html#iis02
日本財団:http://www.nippon-foundation.or.jp/org/news/2011031202.html
国際協力NGOセンター:http://www.janic.org/bokin/matomete/matomete14.php
パブリックソースセンター:http://www.giveone.net/cp/pg/campaign/Campaign005Page.aspx
Think the Earth基金:http://www.thinktheearth.net/jp/info/2011/03/-think-the-earth.html

朝日 21面 4.3

アレルギー対応食品
○NPO法人「アレルギーネットワーク」がアレルギー対応食品を被災地に配布
配布場所：http://www.alle-net.com/bousai/touhoku_taiheiyo.html#kyoten

読売 16面 3.31

てんかん相談
てんかん相談ホットライン
支援ホットライン：054-245-5446

朝日 27面 3.29

医学・医療に関連する商業紙報道の見出し･概要　（平成23年3月１日～4月30日 ）　　　　

◆ 官公庁の医療政策

EPA看護資格 ○インドネシア女性2人がEPAに基づき看護師資格取得：千葉県内では初の合格 読売 千葉面 4.5

生活保護者 ○生活保護者が1月で199万8975人で1952年度並み水準：厚労省 千日 2面 4.6

ネット販売 ○医薬品のネット販売、震災の影響で調整が滞り、販売見送り 千日 4面 4.8

ネット販売 ○薬のネット販売：仕分けで議論開始：副作用の危険性とネットでの利便性が焦点 読売 11面 3.2

無過失救済 ○政府、無過失の医療事故による患者救済制度の導入を検討：産婦人科分野だけでなく保険診療全般に広げる 読売 夕・2面 4.7

政策/食育 ○メタボの割合、5年以内に33％(現時点）→50％へ：食育推進基本計画改訂案 読売 4面 3.1

医薬品添付文書 ○厚労省、医薬品等制度改正検討部会を設置：医薬品添付文書の記載方法見直しへ 読売 37面 3.1

障害者制度 ○障害者制度改革、障害者側の提言ほとんど盛り込まれず 読売 13面 3.9



予算 ○2011年度予算関連法案一覧 読売 11面 3.3

年金 積立金不足300万人規模：厚生年金基金対応策検討へ 朝日 1面 3.6

◆ 大学・教育施策

評判 世界の大学「評判」ランク：東大8位 京大18位 朝日 夕・16面 3.10

入試問題流出 ○京大の監督態勢は問題：逮捕された予備校生「試験官は横を通らなかった」と供述 産経 27面 3.6

入試問題流出 ○予備校生逮捕：入試投稿はプレッシャーに負けて 信毎 4面 3.5

入試問題流出 不正できない入試模索：知識量問わぬ内容に：高校生にネット教育 朝日 夕・9面 3.5

入試問題流出 ○ネット投稿は単独犯：予備校生逮捕：手口解明へ 読売 3面 3.4

入試問題流出 入試投稿：再発防止問われる大学：早稲田・立教調査委設置 朝日 38面 3.1

入試問題流出 ○千葉大、後期入試の対策を検討：携帯電話の持ち込み禁止も視野に 読売 京葉版 3.1

入試問題流出 京大新聞が投稿指摘：ツイッター通じ拡散：[京大新聞気づく約50分前に、大学に電話通報あり] 朝日 夕・10面 3.1

入試問題流出 ○入試問題流出：ハンドルネーム「aicezuki」の正体は複数犯？単独犯？合格目的か愉快犯か？ 読売 夕・13面 3.1

◆ 病院の経営

山の医師 さすが山の医師：頼れるフットワーク：危険でも交通手段なくても 朝日 36面 4.22

歯科学生不足 ○私大歯学部の人気低迷：高齢者口腔ケア分野では若手の力必要 読売 13面 3.9

学部新設 医学部新設に賛否：5大学、医師不足解消へ名乗り：「絶対数足りぬ」「偏在こそ問題」 朝日 3面 3.3

医療功労賞 ○医療功労賞に船橋市立医療センター救命救急センター長：ドクターカーの功績 読売 千葉版 3.9

在宅医療 ○在宅医療：医療機関別治療実績：読売新聞調査 読売 23面 3.6

在宅医療 ○千葉：在宅医療：医療機関別治療実績：読売新聞調査 読売 千葉版 3.6

在宅医療 精神障害者：在宅支援は有効かつ可能 朝日 17面 3.5

地域医療 ○東金九十九里地域医療センター、臨床教育で千葉大と提携し、医師確保の不安払しょく 千日 10面 3.31



地域医療 銚子市立病院入院受け入れ：[4月から] 朝日 千葉面 3.30

地域医療 [千葉]東金病院：外科手術取りやめ：来月以降退職者補充できず 朝日 千葉版 3.2

新設/産婦人科 ○千葉：三武市のさんむ医療センターで産婦人科外来、4月開始：7月からは入院分べんも 千日 8面 3.3

新設/精神科 心の病治療 国立施設に拠点：来月発足：薬に頼らぬ療法普及へ 朝日 5面 3.9

◆ 臓器移植

少年脳死 脳死少年から移植受けた女性：「末永く共に生きる」 朝日 37面 4.20

子ども脳死 ○15歳未満の男児、初の脳死判定：心臓、肺、肝臓、小腸、膵臓、腎臓の6臓器提供予定 読売 夕・１面 4.12

子ども脳死 子ども脳死 重い決断：臓器提供せぬ権利　尊重を 朝日 夕・9面 4.12

家族承諾 脳死の臓器移植「妥当」：検証会議、家族承諾の3例 朝日 5面 4.19

HIV感染 生体腎移植でHIVに感染 朝日 29面 3.20

◆ 再生医療

視聴覚 ○マウスのES細胞から立体構造を備えた網膜組織をつくることに成功：理化学研究所発生・再生科学総合研究センター 読売 30面 4.7

視聴覚 ○突発性難聴、再生医療で回復：蝸牛に「インスリン様細胞増殖因子」をゼリー状のゲルに含ませて張る：25人中14人で聴力改善 読売 18面 3.8

消化器官 ○細胞シートで食道の狭さく、08年から10人中9人回避：東京女子医大病院 読売 22面 3.9

心臓 ○心筋再生：左心室壊死部分30％→15％へ縮小：61歳男性心筋梗塞：さらに別の2人にも実施：京都府立医大 読売 13面 3.7

製品化 ○心筋、角膜再生：研究は世界トップクラス、製品化は遅れが 読売 13面 3.16

製品化 ○研究進むが、製品化遅れる日本の再生医療：保険効くのは培養皮膚だけ 読売 19面 3.10

軟骨 ○軟骨再生：12人中9人で軟骨増：十分な強度は2年以上かかる：東京医科歯科大 読売 15面 3.4

皮膚 ○再生医療費：皮膚培養は高額療養費制度により負担減：血管再生治療にも一部保険適用 読売 夕・9面 3.3

皮膚
○培養皮膚、体表面積92％のやけどの男児救う：治療対象は体表面積30％以上：これまで6人中、術中死1人以外の5人救命：愛知医大病
院：しかし、保険適用は培養表皮20枚まで、超えた分は企業無償提供：企業倒産の可能性も

読売 28面 3.2



◆ 感染症

インフル インフル患者4週ぶり増加：[22日定点調査　1医療機関あたり6.42人] 朝日 38面 4.23

インフル インフル患者増加：［3月7－13日：1医療機関当たり16.81人］ 朝日 29面 3.19

インフル インフルエンザB型の患者増加：ほかのタイプは減少 朝日 37面 3.5

鳥インフル ○[千葉]鳥インフル、養鶏場の移動制限区域を5キロに縮小 千日 19面 4.4

鳥インフル ○鳥インフル：感染後は処分を：日本、各国に呼びかけ：利害関係からみで各国足並み揃わず 読売 13面 3.22

鳥インフル 千葉県で鳥インフル：関東で初 朝日 17面 3.19

鳥インフル ○鳥インフル：千葉市で2例目：6万2千羽殺処分開始 千日 17面 3.18

はしか 海外で感染→国内で集団発症：はしか「輸入」が拡散 朝日 夕・10面 3.2

リンゴ病 ○リンゴ病患者増加：1月からの感染累積は平成12年以降では2番目の多さ 産経 26面 3.5

◆ 産科・小児科

喫煙 妊娠早期の母親喫煙で子の心臓異常2割以上増加 毎日 18面 3.6

終末期医療 子どもの終末期医療指針案へ：公開討論会で活発な議論 毎日 18面 3.6

乳がん ○米の手術変化：転移が2個以下の場合はリンパ節温存も：センチリンパ節の転移1-2個の場合、切除と温存の5年後の生存率に変化なし 読売 夕・9面 3.3

ワクチン/子宮頸がん
○子宮頸がんワクチン不足により、公費接種が始まった市区町村で、初回接種を受けられない高１は、高２になってから接種を始めても公
費助成の対象とする方針を発表：製造元の英グラクソ・スミスクライン社の予想対象者数５０万人（1学年あたり）年間４００万回分を上
回るペースで接種が進んだため、一部の地域で在庫が底をつく事態が起きていることが判明：厚労省

読売 37面 3.8

ワクチン/子宮頸がん 子宮がんワクチン接種に遅れ：公費助成で需要増：7月まで品薄続く 朝日 37面 3.5

ワクチン/ヒブ・肺炎
球菌

○ヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチンの同時摂取「安全面の懸念はない」：4月から再開の見通しで単独摂取も可能 読売 31面 3.25

ワクチン/ヒブ・肺炎
球菌

同時接種2日後死亡：ヒブワクチン・BCG：宮崎の0歳児：[心臓に持病あり] 朝日 38面 3.9

ワクチン/ヒブ・肺炎
球菌

ヒブ・肺炎球菌ワクチン：接種見合わせを継続 朝日 38面 3.9



ワクチン/ヒブ・肺炎
球菌

○肺炎球菌・ヒブワクチン同時接種：8日までに死亡5例：明確な因果関係なし：厚労省検討会 読売 39面 3.9

ワクチン/ヒブ・肺炎
球菌

２つのワクチン接種見合わせ：小児肺炎球菌・ヒブ　死亡例受け 朝日 38面 3.5

ワクチン/ヒブ・肺炎
球菌

○兵庫県：ヒブ・肺炎球菌ワクチン、接種翌日に死亡：基礎疾患もつ2歳男児：因果関係不明 読売 夕・12面 3.3

◆ 治療法・薬

ALS新薬HGF ○ALSと脊髄損傷の治療薬HGF：4月から臨床試験の患者選定へ：慶応大など 読売 夕・12面 3.3

医療
○震災により医薬品の生産ストップ：あすか製薬甲状線ホルモン薬「チラーヂンS」、アボットジャパン経腸栄養剤「エンシュア」、中外
製薬抗てんかん薬「リボトリール」、パーキンソン病治療薬「マドパー」、第一三共高コレステロール薬「メバロチン」

読売 夕・11面 4.4

漢方薬 漢方薬の甘草、大量栽培へ：ツムラ成功、野製品[の在庫が無くなった後]から[栽培品へ]転換 朝日 37面 4.19

術前リハビリ治療 がんのリハビリ：手術前開始：回復早める：呼吸法、筋トレ…効果高く：専門医不足、病院の体制課題 毎日 18面 3.6

新薬
○新薬の値段：「薬価基準」に基づき国が全国一律の公定価格を決める。類似薬があれば、その薬価にあわせて価格決定し、類似薬がなけ
れば、原材料・研究開発費・営業利益などの積み上げと使用量で算定

読売 夕・7面 4.7

成人T細胞白血病薬 ○ATLの新薬ケモカイン受容体4抗体薬の治験で効果：26人中8人でがん細胞消える：名古屋市大講師 千日 9面 3.13

てんかん
○薬の選択で効果：ガバペン→作用が穏やかで痛みも抑える：トピア→特定の患者に非常に効く：ラミクタール→気分を安定させ、胎児へ
の影響少ない：イーケプラ→発作を抑える効果高く、体の負担少ない

読売 17面 4.14

脳梗塞新治療Merciリ
トリーバー

血栓　ワイヤで取り出す：脳梗塞に新しい治療：薬効かぬ患者にも：発症後8時間まで：[14人中4人が再開通：他は50％以上の血流改善：2
人再開通なし：聖マリアンナ医科大学東横病院]

朝日 32面 3.10

泌尿器系障害手術 重い尿漏れ手術で治す：前立腺摘出後の悩みに人工括約筋：尿道、リングで開閉 朝日 32面 3.3

オレキシン ○不眠の原因はオレキシン：セロトニンとも密接関係：2-3年以内に新薬開発 読売 夕・10面 3.3

◆ 医工学・遺伝子

３D内視鏡手術 ○ハイテク医療：鼻の内視鏡手術、3D映像で：慈恵医大第三病院 読売 13面 3.2

C型肝炎
○C型肝炎ウイルスに感染した肝臓がん細胞のゲノム解析に成功：がん抑制遺伝子2ヶ所を含む63箇所の遺伝子変異を発見：国立がん研究セ
ンター

読売 29面 4.20



C型肝炎 C型肝炎→がん判定遺伝子：3タイプなりやすさ2倍差：東大など、7千人調査 朝日 夕・2面 4.18

◆ 情報科学

ITカルテ ○ITカルテ：鹿児島大病院で試験運用開始：患者、自宅でいつでも見られる 読売 13面 3.2

ITカルテ ○静岡：県全域でITカルテ共有：4月から稼動 千日 5面 3.10

電子書籍 MMJ掲載の論文解説：電子書籍サイトで配信開始 毎日 18面 3.6

電子書籍 歩き始めた電子書籍：端末・書店広がる選択肢 朝日 18面 3.6

モバイルメディア auスマホ[イーボWiMAX]　ネット中継機能：来月上旬に新機種発売 朝日 11面 3.1

◆症状相談

酒さ様皮膚炎
○鼻の下にできた湿疹と赤いシミ：アトピー性皮膚炎のステロイド(副腎皮質ホルモン）治療による副作用：中高年の女性に多く出る症状
で、ステロイドの多用から患部の皮膚が薄くなり、毛細血管が拡張して起こる：ステロイド治療の中断を

読売 14面 4.20

神経因性膀胱 ○就寝中に膣の辺りがぞわぞわ：残尿で両脚の太ももや女性器のむくみも 読売 14面 3.20

背が低い 背が低い：病気が原因なのは１割未満 朝日 夕・6面 4.11

背骨 4歳、背骨がS字に:[ペルテス病や脊柱側湾症の疑いも：整形外科でエックス線検査を] 朝日 32面 3.10

蜂窩織炎 ○蜂窩織炎の診断も発熱や痛み続く：膠原病の疑いも：リウマチ科や膠原病科、総合診療科で正しい診断を 読売 14面 3.20

マイコプラズマ肺炎 マイコプラズマ肺炎：乾いたせき続いたら油断禁物 朝日 夕・3面 3.7

水腎症 子どもの水腎症 朝日 32面 3.3

◆ 介護・高齢者

睡眠 ○高齢者の夜の不眠、短時間の昼寝で改善：昼寝は午後の活発な活動を誘発 読売 14面 3.11

◆ 投稿者の言葉

医師と不信 ○主治医に不信感、院長に手紙書き主治医交代：「あなたの胃がおかしい。200人の調査ではそんな人いない」と言われて：主婦 読売 夕・8面 3.3

医師と不信 ○主治医の笑顔に救われて：主治医信じて、検査や治療を受ける：神奈川県在住男性 読売 夕・8面 3.3

移植 「家族の心のケア必要」：10代前半少年移植 提供側の経験者ら 朝日 夕・12面 4.13



イレッサ訴訟 イレッサ：２つの判決が意味するもの：毎日新聞論説員 毎日 7面 4.3

花粉症 花粉症対策、国は本腰入れて：会社員 朝日 10面 3.21

デバイス・ラグ 医療機器に国境ない：[腹腔鏡手術ロボ：ダヴィンチ：東京新聞社論説室] 東京 7面 3.21

家庭医 ○病気と思ったら、近くの診療所や民間病院でかかりつけの医師を持とう：千葉県医師会会長 千日 7面 4.4

入試問題流出 大学のあり方に一石：入試カンニング事件：[月刊「創」編集長] 東京 19面 3.13

入試問題流出 倫理観の崩壊 大学むしばむ：大学教員 朝日 16面 3.9

入試問題流出 マスコミは冷静に報道して：主婦 朝日 16面 3.9

入試問題流出 社会システムのあり方問う：医師 朝日 16面 3.9

入試問題流出 他人の手助け今や当たり前：ブロガー・プログラマー 朝日 17面 3.5

入試問題流出 性悪説に基づき防止策を：作家 朝日 17面 3.5

入試問題流出 匿名の集合知不思議な信頼：コラムニスト 朝日 17面 3.5

入試問題流出 伝統的入試の限界：投稿事件 知識活用にカジ切れ：[朝日新聞編集委員] 朝日 24面 3.

◆ ミス・事件・訴訟

B型肝炎 発症20年超に300万円：札幌地裁B型肝炎で和解案 朝日 37面 4.20

C型肝炎訴訟 ○薬害C型肝炎：カルテない患者でも医師の証言など間接的事実から投与「認定」 読売 38面 3.2

DNA鑑定 DNA鑑定のキット不具合：警視庁、全国で使用 朝日 37面 3.10

イレッサ訴訟 イレッサ、国も控訴 朝日 33面 4.6

イレッサ訴訟 薬系技官幹部が関与：イレッサ訴訟厚労省作成文案 朝日 37面 3.10

園児置き去り 園児置き去り死：5000万円賠償命令：北九州保育園長らに 朝日 夕・12面 4.13

指定薬 「被爆効く」薬販売容疑:[30ミリリットル液体のみ薬プレミアムゼオライト］ 朝日 33面 4.6

骨髄バンク 骨髄提供後に急性肝炎発症：院内感染の可能性：［骨髄バンク報告］ 朝日 33面 4.16

院内感染 ○耐性菌感染：独立委指摘「防止不徹底だった」：帝京大病院 読売 37面 3.9



てんかん
運転中てんかん発作か：容疑者、申告せず免許：栃木6児童死亡：治療すれば良くなる病気：運転の自制必要な患者も：[国立病院機構静岡
てんかん・神経医療センター院長]

朝日 39面 4.21

不審死 ○末期肺がんの女性、病室で不審な死：人工呼吸器バルブ閉まる：司法解剖でも死因特定できず捜査続行へ：名古屋記念病院 読売 39面 3.2

美容外科 ○脂肪吸引の70歳女性死亡：証拠隠滅の恐れもあるとして医師逮捕：品川美容外科池袋院 読売 夕・10面 4.20

医療器具残存 ○栃木：心臓手術を行った男性の心臓に医療器具誤って残す：業務上過失致死の疑いで2医師を書類送検：足利赤十字病院 読売 38面 3.10

水俣病救済 水俣病救済法申請3県で4万人超す 朝日 37面 3.10

耳かき事故 耳かき中の事故：5年で387人搬送：東京消防庁：[40％は0-5歳児] 朝日 23面 3.27

無資格麻酔事件 研修歯科医：手術83件に携わる：無資格麻酔事件：千葉県がんセンターで 朝日 千葉版 3.9

◆ 危機管理

アスベスト ○アジアのアスベスト災害：日本での経験を活かし、情報支援と援助を 信毎 4面 3.5

オゾン層 オゾン層最大の破壊：北極圏全量の40％ 朝日 33面 4.6

温暖化 道義問われる温暖化問題：米プリンストン大教授 朝日 13面 4.8

事件/災害 地震・誘拐・銃乱射事件：学生が海外で巻き込まれたら：安否確認 大学も備え：担任、連絡先を把握：24時間対応訓練も 朝日 24面 3.7

臓器取り違え ○術中の臓器左右取り違え：今年1月にも現場に警告：日本医療機能評価機構 千日 12面 3.20

◆ 生命科学

隕石 ○隕石の中に地球外微生物の化石発見：藍藻類の構造に類似：炭素豊富だが窒素なし：NASA博士 読売 夕・12面 3.7

宇宙 未知の粒子、米で発見？：米研究所「第5の力の可能性」 朝日 夕・2面 4.9

宇宙
○人間以外の知的生命体は恒星の周りの惑星や衛星にいるかも：恒星からの距離がよく、液体のまま水が存在できる領域ハビタブルゾーン
をもつ地球型惑星を探せ

千日 19面 4.7

◆ ＷＥＢサイト

運動
予防にはストレッチ：アキレス腱を切らないために
スポーツER：http://www.zamst.jp/er/

朝日 e5面 3.5



漢方
○女性のための漢方携帯サイト
kanpoview：www.kampo-view.com

産経 1面 3.5

自殺

○自殺相談窓口
いのちと暮らしの相談ナビ：http://lifelink-db.org/
東京自殺防止センター：03-5286-9090
日本いのちの電話連盟：http://www.find-j.jp
厚労省の働く人のメンタルヘルス支援サイト「こころの耳」：http://kokoro.mhlw.go.jp/

読売 夕・12面 3.3

◆ 医学・医療一般

人工透析
○水質管理と人工炭酸泉浴で透析による生存率が全国平均を20％上回る：透析導入5年後78％、10年後64％、20年後36％の生存率：糖尿病
の閉塞性動脈硬化症による切断は0.84％で全国平均の1/3：医療法人「偕行会」

千日 夕・15面 4.1

医師伝記 あの血判状から始まった：[1966年医師のインターン制度完全廃止を求めた国家試験ボイコット] 朝日 夕・10面 3.14

衣服 すこやか二十四節気：気象と自分の体調把握を：[衣服の調整で気象変化に対する抵抗力を] 毎日 11面 3.18

運動 生活のリズムつかみ習慣化を 朝日 夕・3面 3.7

花粉 ○花粉症でのどの異常感やかゆみを感じる人約8割 千日 9面 3.13

花粉 ○スギ花粉症、政府推計国民の5-6人に1人：6年前のスギ花粉大量飛散の差異の経済損失5千－7千億円：第一生命経済研究所調査 読売 3面 3.7

漢方
○更年期障害によく使われる三大漢方婦人薬：加味逍遥散（かみしょうようさん）、当帰芍薬散（とうきしゃくやくさん）、桂枝茯苓丸
（けいしぶくりょうがん）：東京歯科大教授

千日 6面 4.10

漢方
漢方ドックで「未病」発見：自覚症状重視し脈や舌診察：体質、全身状態から生活指導：保険適用外：高額だが予約途切れず：東京女子医
大

毎日 11面 3.18

漢方 ○漢方薬の主原料「カンゾウ」の栽培に成功：千葉市のベンチャー企業エーベルス：輸入頼み脱却 読売 千葉版 3.11

企業
○災害教訓を生かし、企業は自社製品を作るために欠かせたない部品は複数の拠点から供給を受けられる体制にしておく必要あり：ボスト
ンコンサルティンググループCEO

読売 5面 4.3

義肢 ○島根：義肢つくり、利益より障害者ケアにこだわり：精巧な製品：義肢装具メーカー中村ブレイス 山日 13面 3.5

虐待
虐待児童の情報共有策：児相[児童相談所]7割指針守らず：[児童虐待を受けた子どもを守るための情報共有策おいて、厚労省と文科省の指
針通りの文書による情報提供を求めていない児童相談所が７５％、市区町村では６５％と判明]：厚労省と文科省調査

朝日 37面 3.5

財産と死亡 財産少ないほど高まる死亡率 朝日 夕・3面 3.7

歯科 受診の子の[先天性欠如]1割　永久歯そろわず：小児歯科学会初の大規模調査 朝日 30面 3.7



就労支援 ○緩和ケアを受けながら仕事：社会保険労務士らによる就労支援事業に参加：厚労省モデル事業 読売 18面 3.11

食 ○健康に良い食品でも食べ過ぎると肥満に 千日 6面 4.10

食 ○食物繊維の摂取量が多いと心臓病のリスクが低下：米ノースウエスタン大学調査 千日 6面 4.10

食 ○ダイエット：匂いや視覚が食欲を刺激：目の前に余分な食べ物を置かないなど工夫を 千日 12面 3.20

食 ○米国では10代の約3％が摂食障害 千日 12面 3.20

食 ○アワビが「キセノハリオチス感染症」に：生で食べた場合の健康被害報告なし 産経 26面 3.5

水質 ○水撃を利用しオアコの細胞を破壊して水質浄化、年内事業化へ：日大と千葉市建設コンサルタント業ワイアンドケイ企画の共同開発 千日 千葉面 4.5

睡眠 ○昼寝で午後の仕事に効果：14時前後に15-20分（高齢者30分）が最適 読売 14面 3.17

精神ケア ○そううつ病の20代女性の悩み：父が理解示さず：診察に同行してもらい理解を 読売 15面 3.20

精神ケア ストレスに直面しても：99歳私の証：あるがまま行く：聖路加国際病院理事長 e5面 3.5

精神ケア ○Attitudeinal healingで精神ケア：自分を「評価」するのではなく、「行動」を評価 読売 夕・8面 3.3

精神ケア ○針灸や歯科治療でうつ回復：本当にうつ病なのか？：安易な診断や薬物治療に苦言 読売 26面 3.1

精神ケア 婚活疲れで心の病：断られ続け自信喪失：専門外来も登場「相談できる人見つけて」 朝日 29面 3.1

戦争 心臓手術２回：編集者やめて助手に：ノンフィクション作家 朝日 夕・5面 3.23

てんかん ○てんかん、風呂はこまめに家族が声をかけたり、シャワーだけにするなどの注意が必要 読売 15面 4.15

暴力 ○千葉：県内学生DV調査：受けたことある2割 千日 1面 3.11

◆ 本の紹介

ウイルス フランク・ライアン『破壊する創造者』早川書房 2625円 朝日 14面 3.6

運動 山本利春『いちばんよくわかるストレッチの教科書』新星出版社　1260円 朝日 e5面 3.5

介護 山田太一『空也上人がいた』朝日新聞社　1260円 読売 13面 4.4

ゲノム ○宮川剛『「こころ」は遺伝子でどこまで決まるのか』NHK出版新書 780円 読売 29面 3.6

ゲノム ○小林一久『親からのDNAで人生は決まるのか？』鳥影社 1575円 山日 13面 3.5



災害 レベッカ・ソルニット『災害ユートピア』亜紀書房 2625円 毎日 11面 3.20

精神医療 春日武彦『臨床の詩学』医学書院 1890円 朝日 15面 3.6

脳 クリストファー・チャブリス/ダニエル・シモンズ『錯覚の科学』文芸春春秋 1650円 毎日 9面 3.20

脳機能 C.チャブリス/D.シモンズ『錯覚の科学』文芸春秋 1650円 千日 17面 4.5

脳機能 スーザン・バリー『視覚はよみがえる』筑摩選書 1680円 毎日 11面 4.3

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　ゐのはな：ゐのはな同窓会報　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。


