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12　報　　道

氏　名 日付 媒体・メディア名 タイトル

1 伊藤　　潔 １月30日

艮陵新聞（H24年度

第３号）第280号３

面

母子への影響・疾患の変化を調査

2
八重樫伸生

菅原　準一
１月30日

艮陵新聞（H24年度 

第３号）第280号６面

東北メディカル・メガバンク機構部門紹介被災

地への地域医療支援

3 菅原　準一 ２月４日 岩手日報
連携体制の構築を（いわて周産期医療フォーラ

ム in 遠野）

4 菅原　準一 ２月７日 NHK仙台放送局 病院到着前の出産　震災後３倍

5 菅原　準一 ２月７日 仙台放送ニュース 「病院到着前の分娩」震災後に急増

6 菅原　準一 ２月25日
Date fm「J-SIDE 

STATION」 
東日本大震災からの医療復興

7 新倉　　仁 ２月

東北大学病院地域医

療連携センター通信 

With 第26号

婦人科の紹介

8 杉山　　隆 ２月号
東北大学病院 病院

だより（Vol.241）
産科長　就任のご挨拶

9 菅原　準一 ３月５日 仙台放送ニュース 女川町で東北大が「産後うつ」などの相談会

10 菅原　準一 ３月９日
週刊日本医事新報

No.4637

大震災後の周産期医療と東北メディカル・メガ

バンク事業

11 木村　芳孝 ３月11日 J-CASTニュース 胎児心電図は国際的に注目を集める

12 木村　芳孝 ３月23日
YOMIURI 

ON LINE
胎児の心電図わかります…センサー付けるだけ

13
木村　芳孝

八重樫伸生
３月26日 河北新報 胎児心電図，臨床試験スタート　東北大病院

14 室月　　淳 ３月29日 高知新聞 新型出生前診断－妊婦の自己決定を支えて

15
新倉　　仁

永瀬　　智
３月

「週刊朝日MOOK 手

術数でわかるいい病

院2013」

婦人科がん手術数　全国７位（子宮頸がん，子

宮体がん，卵巣がん）

16 井ケ田小緒里 ３月号

JSOG　Newsletter 

No.12「初期研修医

の声」

産婦人科の“魅力”“明るい笑顔をもたらす産

婦人科医師に”

17 木村　芳孝 ４月３日 朝日新聞宮城版 胎児の心電図より正確に

18 室月　　淳 ５月11日
朝日新聞・私の視点

（投稿）
新型出生前診断－検査に市場論理を持ち込むな
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19 武田　　卓 ５月14日 朝日新聞
東日本大震災によるPTSDと月経前症候群との

関連性

20 八重樫伸生 ５月22日
NHKテレビ

「きょうの健康」
卵巣がん

21 八重樫伸生 ５月
NHKテレビテキスト

「きょうの健康５月号」
卵巣がん

22 八重樫伸生 ５月

ドクターズガイド　

治せる医師を本気で

探す

婦人科がん

23 武田　　卓 ５月

ドクターズガイド　

治せる医師を本気で

探す

冷え症

24 八重樫伸生 ４月30日
艮陵 新聞（H24年度

第４号）第281号１面
シーズ支援　司令塔強化

25 有馬　隆博 ４月30日 朝日新聞
生殖医療　子に影響？病気との関連探る研究相

次ぐ

26 武田　　卓 ５月14日 朝日新聞関東版
震災PTSDの女子高生　月経前症候群も重い傾

向

27 立花　眞仁 ５月16日 読売新聞
人クローンES細胞作製　世界初　米での日本

人研究者ら

28 立花　眞仁 ５月16日 msn産経ニュース
人クローンES細胞，成功　米の日本人研究者

ら作成

29 立花　眞仁 ５月16日
THE WALL STREET 

JOURNAL 日本語版

クローン技術で皮膚細胞からES細胞への転換

に成功

30 立花　眞仁 ５月16日 FNNニュース 世界初　ヒトのES細胞

31 立花　眞仁 ５月16日 朝日新聞 人クローン胚からES細胞作成功

32 立花　眞仁 ５月16日 河北新報 人クローン胚からES細胞　

33 立花　眞仁
５月16

－17日

日本テレビ，ニュース

ZERO，TBSニュー

ス他

人クローン胚からES細胞作成功について各紙

で報道されました

34

Shoukhrat 

Mitalipov, 

Masahito 

Tachibana

５月15-16

日

米国各紙（NewYork 

Times, Washington 

post etc），世界AP通

信などと契約のある

各国の機関紙

35 立花　眞仁 ５月19日 読売新聞 iPSの改良もたらすか

36 杉山　　隆 ５月号

東北大学病院　地域

医療連携センター通

信With第27号

新診療科長の紹介　産科
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37
吉田　祐司

宇賀神智久
６月13日 朝日新聞　宮城版 妊婦の安心　役割分担で

38 豊島　将文 ７月

東北大学医学部教室

員 会 だ よ りVol.19

　No.2

「The Best Teacher Awards 2012」（医学科６

年生が選ぶ教育ベスト１）

39 武田　　卓 ７月28日
読売テレビ

「サンデー・ドクター」
万病のもと「冷え性」を解消する漢方

40 菅原　準一 7月31日 朝日新聞 妊婦さん搬送　その時

41 武田　　卓 ８月４日
読売テレビ

「サンデー・ドクター」
漢方で治そう！タイプ別！夏の冷え症

42 菅原　準一 ８月10日 NHKニュース 災害時の出産対処法研修会

43 武田　　卓 10月15日
漢 方 と 診 療No.15 

Vol.4 No.3
シリーズ　漢方診療外来

44 八重樫伸生 ８月23日 科学新聞

ART（東北大学院医学系研究科附属創生応用

医学研究センター）統合産婦人科研究コアセン

ター

45 菅原　準一 ９月６日 朝日新聞 緊急時のお産，広がる訓練

46 菅原　準一 ９月26日
NHK仙台放送局

「てれまさむね」
被災者の健康調査施設解説へ

47 伊藤　　潔 10月31日 艮陵新聞
“災害，ストレス，環境因子”が女性疾患に及

ぼす影響の解明を目指して

48 山田　秀和 11月14日
宮 城 テ レ ビOH!バ

ンデス
がん克服後の出産へ　未授精の卵子を凍結保存

49 室月　　淳 12月23日 読売新聞・地域版
中絶体験の葛藤 小説に

－「過酷な現実 多くの人知って」

50 立花　眞仁 12月24日 読売新聞 日本人研究者成果科学10大ニュースに




