（３３）２００７年（平成１９年）
１２月５日

広島県医師会速報（第１９９５号）

昭和２６年８月２７日

第３種郵便物認可

医 療 時 事 ニ ュ ー ス （１１月１７日〜１１月２７日）
更年期 過剰検査４３４億円 京大教授推計 複数診療科 渡り歩き
１１・１７ 読売
診療報酬下げ 努力を ０８年度予算編成 財政審建議の全容判明
１１・１７ 読売
患者１９５人情報ネット流出 院生の個人パソコンから 広大、広島赤十字・原爆病院
１１・１７ 全紙
混合診療判決 不服と国控訴
１１・１７ 読売、産経、日経
インフルエンザ 猛威警戒 早くも休校、閉鎖
１１・１７ 毎日
看護師の業務拡大を 規制改革会議 医師の負担軽減
１１・１７ 毎日
リタリン乱用 東京クリニック捜索 警視庁 無資格医業の疑い
１１・１７ 毎日、産経、中国
認知症 入院体制充実へ 診療報酬を加算 厚労省方針
１１・１７ 産経
診療報酬 都道府県別に 分権委、重点分野の権限移譲提案 税源移譲、明示せず
１１・１７ 日経
精神科、訪問看護手厚く
１１・１７ 日経、中国
混合診療を全面解禁 規制改革会議 ２次答申案に盛る
１１・１７ 中国
患者ニーズに合う がん情報の提供を あす広島で懇話会
１１・１７ 中国
病名への認識甘く 患者情報ネット流出 最後はモラル頼み
１１・１７ 中国
在米被爆者健診の３０年刻む 広島県医師会が記念誌発行
１１・１７ 中国
患者５万人分 検査情報紛失 浜松赤十字病院
１１・１７ 中国
 脳死 とされた子供 呼吸や脳波復活 ８人中５人 診断方法など課題 本社調査
１１・１８ 読売
目の３次元画像解析 緑内障発見 経験医に劣らず
１１・１８ 読売
ピロリ菌の持続的感染の仕組み解明
１１・１８ 読売
国立感染症研究所 インフルエンザ 流行１か月早い？ １週間で患者１，
２００人
１１・１８ 読売、産経
「脳死」診断児家族アンケート 「生きたい」意志感じる 世話も大事な時間
１１・１８ 読売
８月にも退院トラブル 全盲患者置き去り病院 行き先決めず車で運ぶ
１１・１８ 読売
「飛び込み出産」急増 健診費重く 未受診のまま 足遠のく産科の撤退
１１・１８ 朝日
社説 診察報酬 患者を困らせないように
１１・１８ 朝日
主張 新型インフル対策 ワクチン問題の解決急げ
１１・１８ 産経
がん情報ネット アジアで推進 抗がん剤開発も視野 厚労省、中国と連携
１１・１８ 日経
薬害肝炎補償 投与時期で線引き フィブリノゲン被害で国検討 原告の反発必至
１１・１８ 中国
高齢者の医療費負担増 ７０−７４歳１年先送り
１１・１８ 中国
セミパラの今 訴える 中区 医療支援団が報告会
１１・１８ 中国
原爆慰霊碑へ献花 ハワイ医師会代表ら
１１・１８ 中国
論説室から がん相談窓口
１１・１８ 中国
がん検診「受診率５０％」困難 財政難や低い関心 「５年内可能」４県だけ 本社全国調査
１１・１９ 読売
漢方薬の効く仕組み解明へ 阪大など研究会
１１・１９ 読売
全盲患者置き去り病院 連れ出した男性に謝罪へ 厄介払いの批判「仕方がない」
１１・１９ 読売、朝日、毎日、産経、日経
社会保障費２，
２００億円抑制メド立たず 診療報酬「ゼロ改定」も 政府・与党内見通しに医師会焦り
１１・１９ 産経
明解要解 「リタリン」の鬱病適応除外 厚労省判断「遅すぎた」の指摘
１１・１９ 産経
インフルエンザ ワクチンにナノ粒子 医薬基盤研など 免疫反応高める
１１・１９ 日経
社説 薬害肝炎補償 全員救済考えるべきだ
１１・１９ 中国
授乳期の喫煙が乳児の睡眠妨げ 米博士が報告
１１・１９ 中国
乳幼児を救え 心肺蘇生実習 庄原市 西城町
１１・１９ 中国
厚生年金病院など 存廃新指針標作成へ 専門家会議が初会合
１１・２０ 読売、産経、日経
財政審建議 あえて税制論評 「構造改革進まず」 診療報酬厳しく抑制
１１・２０ 読売
被爆者医療 日米連携を 米医師招き研修
１１・２０ 朝日
関空で新型インフル訓練
１１・２０ 産経
タクシー３，
０００台 「禁煙協力車」に 広島で来月１月から
１１・２０ 日経
在宅で最後 倍の２５％に 推進会議 中間報告 研修で実現を後押し
１１・２０ 中国
医師ら確保へ院内保育所 尾道市民病院 来春に開設
１１・２０ 中国
終末期の延命治療 「中止提示は義務」８
１％ 国立病院機構中四国事務所 医師・看護師の意識調査 決定には組織
の合意優先
１１・２０ 中国
ヒト皮膚から万能細胞 京大チーム 「拒絶なき移植」前進
１１・２１ 全紙
消費税率上げ答申 政府税調 社会保障財源に
１１・２１ 読売、毎日、日経
消費税、全額社会保障に 自民財革研 中間報告案 名称変更で目的明確化も
１１・２１ 読売
消費税上げ、社会保障目的なら 「やむを得ない」５０％ 本社世論調査
１１・２１ 読売
公立病院経営効率化へ指針案 自治体に再編促す 基幹施設に機能集約 人件費削減など期待
１１・２１ 読売
論点 臓器移植法１０年 死因究明の検証規定必要
１１・２１ 読売
自立支援法見直し原案 自己負担合計額に上限 障害児世帯 減免要件緩和も
１１・２１ 毎日
過疎の医師不足解消策 県奨学金 やっと応募者 残る定員３人
１１・２１ 毎日
万波医師らの病気腎移植論文 米で年明けに発表へ
１１・２１ 産経、中国
インフルエンザのシーズン到来 タミフル服用どうする？
１１・２１ 中国
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社説 ヒトｉ
ＰＳ細胞 夢の技術を大きく育てたい
１１・２２ 読売
呉共済病院、産科休止へ
１１・２２ 読売、朝日、中国
「消費税、２０１０年代半ば１０％」 自民財革研 「社会保障税に」
１１・２２ 朝日、毎日、産経、中国
無資格医業で 東京の院長起訴 リタリン乱用
１１・２２ 毎日
主張 人工万能細胞 日本発の再生医療研究だ
１１・２２ 産経
病気腎移植論文 １月に米で発表 万波医師ら
１１・２２ 毎日
政策攻防 ０８予算 診療報酬下げ回避で調整 厚労省、本体部分で４年ぶり歳出枠堅持が前提 政管健保見直しと綱
引き
１１・２２ 日経
皮膚で万能細胞 「画期的な技術」 海外メデイア反響
１１・２２ 日経
診療報酬改定 「技術料」上げ要請か 中医協総会 健保連は反対
１１・２２ 中国
ジュノー博士 絵本に 生涯や深い人間愛描く 広島のＮＰＯ法人製作 来月、音楽祭で紹介
１１・２２ 中国
中山間地域医師 広島県確保策 医大生に奨学金内定
１１・２２ 中国
高齢者医療や福祉 優れた研究者表彰 山口県出身候補募る
１１・２２ 中国
万能細胞 実用化を支援 ｉ
ＰＳ利用 再生医療 国、５年で７０億円
１１・２３ 読売
地方の医師不足 研究会設置方針 厚労相
１１・２３ 読売
勤務医の負担軽減 緊急課題 社会保障審医療部会 報酬改定の基本方針原案
１１・２３ 読売
薬害肝炎患者リスト放置 職員の認識「医師が告知」 厚労省、職員４０人聞き取り １１・２３ 読売、朝日、毎日、産経、中国
社説 万能細胞 日本からの大きな一歩だ
１１・２３ 朝日
７５歳以上対象 新医療制度 保険料 年７万８，
９３１円
１１・２３ 毎日
お産を救え 妊婦搬送先 専任医が調整 全国初、大阪府が２６日配置
１１・２３ 産経
後期高齢者医療制度保険料 大阪、全国３番目の高額
１１・２３ 産経
人の皮膚から新型万能細胞 数年内に医療現場応用も
１１・２３ 日経
医師主導治験を実施へ 阪大発新薬 福岡大と、卵巣がん向け
１１・２３ 日経
子どもの脳死移植禁止 ４割、現状容認 医療従事者アンケート
１１・２３ 日経
介護保険料 ６５歳以上軽減 ０８年度も継続 厚労省が方針
１１・２３ 中国
肝炎患者死因 国主導で調査 厚労相表明
１１・２３ 中国
０２−０６年度 住民検診 Ｃ型肝炎 ６割未検査 広島県 早期受診を呼び掛け
１１・２３ 中国
岩国医療センター、県・市と会談 愛宕山新築移転に合意 現在地 民間売却を基本
１１・２３ 中国
社説 社会保障税 与野党が具体的な選択肢を示せ
１１・２４ 読売
「大学病院考える会」発足 ２８日に初会合
１１・２４ 読売
「放影研の成果 福祉に」
１１・２４ 朝日
妊婦搬送 専任医を配置 大阪府、受け入れ先探す
１１・２４ 朝日
病院赤字１兆８，
５８５億円 本社全国調査 自治体財政圧迫 昨年度末累積
１１・２４ 毎日
医療費不払い対策 入院前に保証金 厚労省、来春にも容認へ
１１・２４ 日経
高齢者医療保険の負担増凍結 世代負担の公平化先送り
１１・２４ 日経
医療従事者 ４割強が「脳死は死」 中部大准教授調査
１１・２４ 中国
タミフル死亡例、米ＦＤＡ注意喚起へ
１１・２５ 読売、毎日、産経
医師不足対策に本腰 来年度診察報酬改定方針
１１・２５ 毎日
後期高齢者医療制度 保険料格差 最大１．
４倍 都道府県比較 平均年８万３，
８８５円
１１・２５ 産経
主張 診療報酬改定 開業医優遇の是正が先だ
１１・２５ 産経
禁煙タクシー 進まぬ大阪 健康より利益 「客減る」反対７割超も
１１・２５ 産経
リンパ浮腫治療 保険適用へ活動 がん手術後の女性発症多く 医療体制、地域で差
１１・２５ 日経
経済論壇から 医師不足の真因を探る 市場の活用 急務に
１１・２５ 日経
万能細胞 世界が動く 夢の再生医療「ゴール見えた」 研究競争 一気に激化
１１・２５ 中国
自殺予防対策 広島市調査 「死にたいと思った」１２％ うつ病でも受診せぬ２５％
１１・２５ 中国
社説 感染症対策 日本が後進国になってしまう
１１・２６ 読売
在韓被爆者渡日治療 広島委に「平和の牌」
１１・２６ 毎日
長期的視点の医療研究会設置 厚労省
１１・２６ 日経
被爆者支援に決意新た 谷本清平和賞 渡日治療広島委が受賞
１１・２６ 中国
中山間地域の医師確保 医学生奨学金制 やっと１人内定 県、期限を再延長「あと３人」
１１・２７ 読売
県立病院汚職 元副院長、罪状を一部否認 贈賄側 クリニック院長は認める １１・２７ 読売、毎日、産経、日経、中国
大津市民病院 誤診翌日に男性死亡 腹膜炎を便秘症に 遺族に２，
０００万円賠償へ
１１・２７ 読売、朝日
後期高齢者医療制度 保険料、地域差は２倍 全国平均７万２，
０００円
１１・２７ 朝日、日経
診療報酬改定 基本方針決まる 「勤務医負担 軽減を」 医師不足解消へ重視
１１・２７ 朝日
医療格差是正研究会発足へ 厚労相表明
１１・２７ 朝日
政管健保 国庫補助 「肩代わり」に健保側猛反対
１１・２７ 産経
安浦診療所 指定管理者決まる 地元の医療法人 医師や診察日増へ
１１・２７ 中国
西城市民病院 認知症治療棟を閉鎖 庄原市来年度 常勤医後任見つからず
１１・２７ 中国

