
◆ 官公庁の医療政策 新聞 掲載日

開業医優遇、１０年度も ○政府税制調査会「議論必要」 朝日 11.27

財務省
総額で３％引き下げ要求を

医療報酬は０８年度の水準以下に、薬価も引き下げ予算削減を図る。医療報酬改訂は、
総額で３％引き下げ、産婦人科や小児科などの勤務医に報酬を重点配分する。（２面）

読売 11.20

◆ 病院経営

過酷な千葉県内勤務医
9割が「当直明け休めず」
5割が1週間に59時間以上勤務

[概要]｢県内勤務医の現況調査集計結果｣(千葉県健康福祉部・医療整備課)で、勤務医の
厳しい労働環境が判明した。一方、県は｢医師交代勤務等導入促進事業｣｢医師事務作業補
助者設置支援事業｣を実施。｢女性医師等就労関係改善緊急対策事業｣をスタートする。

千日 11.14

診療報酬改訂の課題
厚生労働省は、診療報酬を改訂し病院に手厚く配分することで、勤務医離れに歯止めを
かける方針だが、赤字の病院では勤務医の処遇改善には回りにくい。（11面）

読売 11.5

◆ 医師不足

｢医学生、残って｣　切り札は｢里親｣ (滋賀医大)○OBら｢バンク｣登録　○大学が仲介して交流　○奨学金支給など各地で取り組み 朝日 11.23

医師確保大幅組み換え
千葉県地域医療再生計画規模
125億円から50億円に

[概要]地域医療再生特例交付金を活用した千葉県地域医療再生計画は、交付総額の削減
により、当初の計画規模125億円を50億円に変更。交付金削減の影響を受けたのは、医師
確保対策で、大幅な組み換えを余儀なくされた。

千日 11.14

◆ 地域医療

東金・九十九里医療センター計画
関心高く賛否両論

[概要]３１４床、常勤医５６人、２２診療科、２４時間３６３日の救急医療を軸とす
る。平澤博之千葉大名誉教授は、三次救急を担う病院の必要性を強調した。

千日 11.24

◆ 救急・救命

ドクターヘリ運航県全域に拡大を
医療関係者が研究会発足(山梨県)

[概要]医療関係者らが「山梨ドクターヘリ研究会」を発足。県民に救急医療の充実につ
ながることをアピールし、導入に向けた気運を盛り上げるのが目的。

山日 11.23

◆ 産科・小児科

赤ちゃんポスト　慈恵病院(熊本市)
｢こうのとりのゆりかご(赤ちゃんポスト)｣についての熊本県の検証会議で最終報告。匿
名性の排除を求められたが、理事長はこれまで通り匿名性を保つ考え。（38面）

読売 11.29

産科の診療所、半減 ○厚労省調査、３年間で 朝日 11.27

医学・医療に関連する商業紙報道　見出し･概要　（平成21年11月1日～11月30日 ）



早発閉経　３７歳女性出産
聖マリアンナ医大の不妊手術
ホルモン投与で卵子発育

[概要]新たな治療法は、ホルモン剤を使い、通常の１カ月前後の月経よりも長い１２０
日以上にわたり、卵巣で卵子が作られる正常なサイクルを再現、卵胞の形成を促す。卵
胞の卵子を取り出し、培養。夫の精子と体外受精で受精卵を作り、子宮に移す。

山日 11.22

複数の細菌感染が引き起こす川崎病
患者にはブドウ球菌や桿菌が10～100倍存在することに気づき、抗菌薬のＳＴ合剤を7人
に投与、6人が回復した。順天堂大チームが英国免疫学会誌電子版に発表。（夕刊14面）

読売 11.17

流産繰り返す「不育症」 ○治療で8割出産 朝日 11.13

◆ 再生医療

ｉＰＳ、新たに２特許 ○京大、体細胞作製法など 朝日 11.26

◆ 医療事故・訴訟

富山地検　延命中止医師　不起訴
射水市民病院(富山県)の男性医師２人は、患者７人の人工呼吸器を外し殺人容疑で書類
送検されたが、因果関係立証が難しく、遺族の考えも考慮し、不起訴の方針。（38面）

読売 11.12

◆ 医学・医療・科学情報

国の臨床研究費　足りず ○人件費、製薬会社の寄付頼み　　○公費の倍、民間が負担 朝日 11.27

20歳未満のがん　患者情報登録へ ○学会｢治療に生かす｣ 朝日 11.26

塀の内も医師不足　欠員1割越す ○低い報酬(年収1200万円)ネック　○通院・・・職員の負担増　○休日アピールで確保 朝日 11.6

医学教科書や「がん」のガイド
患者の声を取り入れて

○『患者と作る医学の教科書』(日総研出版：2,800円)｢ヘルスケア関連団体ネットワーキ
ングの会｣と医師などで構成するプロジエクトチーム編　○『患者必携、がんになったら
手に取るガイド』国立がんセンターがん対策情報センター編(ホームページで公開)

千日 11.6

がん粒子線治療広がる
[概要]がん粒子線治療施設の開業が数施設予定されている。副作用が少なく通院も可
能。健康保険適用外で高額な治療費が普及のネックだが、民間の医療保険も現れた。

山日 11.3

実家で療養…腫瘍消えた ○がんを生きる３　○患者のブログに希望持つ　○７センチ縮んだ身長 毎日 11.2

◆ 介護

高齢者虐待　12％増 ○昨年度1万5千件　○要介護者多く 毎日 11・21

特養｢多床室｣認める(千葉県) ○｢介護難民｣批判受け　○今年度分も方針転換 朝日 11.17

◆ 新型インフルエンザ関連

・感染動向

新型インフル1000万人 ○目立つ乳幼児の突然死・高齢者の重症例 朝日 11・28



インフル脳症132人 ○例年の2倍超 朝日 11・22

米の新型インフル死者3900人 ○CDC推計、4倍に 朝日 11.13

インフル｢警報段階｣ ○子で拡大、病床不足も 朝日 11.6

・ワクチン

新型ワクチン中止要請 ○カナダで副作用　○日本輸入予定の英社 朝日 11・23

妊婦・基礎疾患患者　16日から ○千葉県｢冷静な対応を｣　○実施機関 HPで 朝日 11.14

妊婦や持病も1回接種に
厚労省が変更決定

[概要]国内臨床研究の結果から、他に｢1歳未満の乳児の保護者ら｣｢65歳以上の高齢者｣も
1回接種とする。ワクチンの節約により接種スケジュールを前倒しできる可能性がある。

千日 11.12

医療現場に電話殺到
前倒し不可能と(千葉)県医師会

[概要]国は医療従事者を県内約5万人分と見込んだが、県全体では10万6千人分を要求。
16日から基礎疾患患者45万人、妊婦5万人が対象となるが、供給量は半分ほどの見込み。

千日 11.7

子ども接種前倒しを
厚労省、都道府県に要請

[概要]子どもの重症化例が増え①基礎疾患がある人のうち小学校4年生から中学校3年生
まで②1歳から就学前の幼児③小学校低学年の接種開始を今月中旬に早めるよう求めた。

千日 11.7

新型インフルエンザの余波 季節性ワクチンの生産量例年の8割程度　早期接種希望者増で足りず(夕13面) 読売 11.5

・ウイルス

タミフル耐性ウイルス　新潟 ○人→人感染可能性 朝日 11・28

7カ国で変異型 ○重症化招く恐れ 朝日 11・22

・抗インフル薬

抗インフル薬　年1千万人分 ○第一三共が供給計画 朝日 11.6

タミフルによる突然死について

・社会生活への影響

学級閉鎖　我が家の対策 ○新型インフルで全国に拡大　○読者から体験談　○実母呼び寄せ　○やむなく退職 朝日 11・25

新型インフル禍　悩む保育園 ○休園避け、登園自粛求める 朝日 11・20

北海道 1歳男児

東京都　60歳　男性

藤沢市　2歳　男児

島根県　80歳代　女性

石川県　90代　女性

11月30日　基礎疾患：肺気腫、喘息、糖尿病、肝硬変。

11月30日　基礎疾患：なし

11月30日　基礎疾患：糖尿病

11月29日　基礎疾患：心不全、慢性腎不全等

11月30日　基礎疾患：特になし

第7回リン酸オセルタミビルの臨床的調査検討のためのワーキンググループ資料７《突然死関係資料》
(厚生労働省)　　　http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/07/s0710-6.html

・死亡報告                       (厚生労働省:新型インフルエンザに関する報道発表資料より)



長崎県　40歳代　女性

横浜市 70歳 男性

門真市　3歳　女性

秋田県　40歳代　男性

青森市　50歳代　女性

鹿児島県　70代　男性

栃木県　20歳代　男性

前橋市　8 0歳代　男性

鹿児島県　30代　女性

栃木県　8歳　女児

東京都　51歳　男性

光市　10歳代(中学校2年生)　女性

埼玉県　34歳　男性

名古屋市　60歳代　男性

京丹後市 40歳代 女性

姫路市　50歳代　女性

宮城県　50歳代　男性

大阪市　40歳代　男性

横浜市 72歳 男性

伊賀市 9力月齢 女児

箱根町　70歳代　男性

川崎市　91歳　男性

広島市　50歳代　男性

東京都　2歳　男児

北海道 10歳代 男子小学生

北九州市　3歳　女児

犬山市　7か月　男

京都市　1歳8力月　男児

栃木県　80歳代　男性

埼玉県　3歳　男子

名古屋市　5歳　女児

ひたちなか市 40代 男性

栃木県　30歳代　女性

茅ケ崎市在住、50歳代、男性

盛岡市 2歳　女児

名古屋市　60歳代　女性

姫路市　80代　男性

京都市　30代　女性

11月29日　基礎疾患：糖尿病など

11月17日　基礎疾患:QT延長症候群

11月19日　腎機能害(ネフローゼ症候群) により、ステロイド・免疫抑制剤内服治療中

11月19日　基礎疾患：高血圧

11月21日　基礎疾患：慢性肺障害、気管支喘息

11月24日　基礎疾患：なし

11月22日　基礎疾患：肝硬変

11月25日　基礎疾患：脳動脈瘤　甲状腺機能低下症　新型インフルエンザワクチン接種済み

11月25日　基礎疾患：高血圧、心疾患、大腸がん術後

11月26日　基礎疾患：高度肥満

11月9日　既往歴：神経疾患

11月1日　基礎疾患は調査中

11月1日　既往歴：糖尿病、脳梗塞の後遺症

11月1日　基礎疾患：慢性心不全、慢性腎不全、糖尿病、脳梗塞

11月1日　基礎疾患：なし(熱性けいれんの既往あり)

11月4日　基礎疾患：なし

11月3日　基礎疾患：肝硬変

11月6日　基礎疾患：肥満　高血圧症　高脂血症　脳出血(1999年）

11月7日　基礎疾患：なし

11月13日　基礎疾患：なし

11月9日　基礎疾患：慢性呼吸器疾患　神経疾患　神経筋疾患

11月10日　既往歴なし

11月7日　基礎疾患：なし

11月8日　基礎疾患：慢性呼吸器疾患(肺気腫)

11月9日　基礎疾患：なし

11月8日　基礎疾患：なし

11月9日　基礎疾患：神経系疾患

11月11日　基礎疾患：慢性閉塞性肺疾患、外傷による半身不随

11月28日　既往症:慢性閉塞性肺疾患

11月17日　基礎疾患：糖尿病

11月11日　基礎疾患:肺気腫、心不全

11月15日　基礎疾患:糖尿病、心不全、陳旧性心筋梗塞、慢性腎不全

11月16日　基礎疾患：肝硬変

11月17日　基礎疾患：神経疾患

11月27日　基礎疾患：なし

11月28日

11月28日　基礎疾患：なし

11月26日　基礎疾患：間質性肺炎　難治性気胸　新型インフルエンザワクチン接種済み(11月20日)
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