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1 新聞 読売新聞 高橋和利講師が｢ゴールド・メダル賞」受賞 2010年4月15日 朝刊　P31

特集「iPSの今」その１ 2010年4月26日 朝刊　P14
特集「iPSの今」その２ 2010年5月3日 朝刊　P11
特集「iPSの今」その３ 2010年5月10日 朝刊　P26
特集「iPSの今」その4 2010年5月17日 朝刊　
特集「iPSの今」その5 2010年5月24日 朝刊　P11
特集「iPSの今」その6 2010年5月31日 朝刊　P13

日本経済新聞 2010年6月19日 朝刊　P38
読売新聞 2010年6月19日 朝刊　P37
朝日新聞 2010年6月19日 朝刊　P33
毎日新聞 2010年6月19日 朝刊　P28
京都新聞 2010年6月19日 朝刊　P1
中日新聞 2010年6月19日 朝刊　P33
日刊工業新聞 2010年6月21日 朝刊　P28
薬事日報 2010年6月25日 朝刊　P3
日経産業新聞 2010年7月7日 朝刊　P11
産経新聞 2010年7月7日 朝刊　P25
毎日新聞 2010年7月7日 朝刊　P26
日刊工業新聞 2010年7月7日 朝刊　P19
京都新聞 2010年7月7日 朝刊　P23
日本経済新聞 2010年7月7日 夕刊　P16
化学工業日報 2010年7月8日 朝刊　P9
大阪日日新聞 2010年7月7日 朝刊　P22
薬事日報 2010年7月16日 朝刊　P8
読売新聞 2010年7月25日 朝刊　P32
産経新聞 2010年7月27日 朝刊　P22
毎日新聞 2010年7月27日 朝刊　P2
読売新聞 2010年7月27日 朝刊　P31
朝日新聞 2010年7月27日 朝刊　P22
日本経済新聞 2010年7月27日 朝刊　P38
日経産業新聞 2010年7月27日 朝刊　P11
日刊工業新聞 2010年7月27日 朝刊　P28
京都新聞 2010年7月27日 朝刊　P28
大阪日日新聞 2010年7月27日 朝刊　P22
化学工業日報 2010年7月28日 朝刊　P9
京都新聞 2010年9月7日 朝刊　P26
読売新聞 2010年9月7日 夕刊　P12
朝日新聞 2010年9月7日 夕刊　P10
日本経済新聞 2010年9月8日 朝刊　P34
毎日新聞 2010年9月8日 夕刊　P8
The Japan Times 2010年9月8日 朝刊　P2
毎日ｊｐ 2010年11月19日 不明
La Stampa 2010年11月19日 不明
Il Sole 24 Ore 2010年11月19日 不明
Corriere della Sera 2010年11月19日 不明
読売新聞 2010年12月2日 朝刊　P2
京都新聞 2010年12月2日 朝刊　P21
朝日新聞 2010年12月2日 朝刊　P31
日本経済新聞 2010年12月2日 朝刊　P38
日経産業新聞 2010年12月2日 朝刊　P11
日刊工業新聞 2010年12月2日 朝刊　P23
毎日新聞 2010年9月15日 夕刊　P10
日本経済新聞 2010年9月15日 夕刊　P16
京都新聞 2010年9月15日 夕刊　P8
読売新聞 2010年9月15日 夕刊　P2
朝日新聞 2010年9月15日 夕刊　P2
産経新聞 2010年9月15日 夕刊　P10
日刊工業新聞 2010年9月16日 朝刊　P24
日経産業新聞 2010年9月16日 朝刊　P12
読売新聞 2010年9月29日 夕刊　P10
京都新聞 2010年9月29日 夕刊　P1

研究課題名：iPS細胞再生医療応用プロジェクト

7 新聞
阪大の江草助教と山中教授らは、ヒトの
歯茎からiPS細胞作製に成功

5 新聞
CiRAの中川講師らが従来とは違う因子を
使って、より高品質のiPS細胞を作製でき
ることを米科学誌に発表した

6 新聞

山中教授バルザン賞受賞

イタリア大統領府でバルザン賞授与式

バルザン賞の賞金の半分を財源として｢山
中‐バルザン基金」を創設

3 新聞 山中教授ら3氏が京都賞を受賞

4 新聞

慶應大学の岡野栄之教授、CiRAの山中
教授らは、健全なiPS細胞で脊髄損傷の
治療効果が上がることをマウスの実験で
突き止めた

平成22年度　報道等実績報告

件数：テレビ　計(6)件、新聞　計(18)件、雑誌(学術誌除く)　計(6)件、その他　計(　　)件

2 新聞 読売新聞

対象期間：平成 22 年 4月 1日～ 平成 23 年 3月 31 日
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毎日新聞 2010年9月29日 夕刊　P9
朝日新聞 2010年9月30日 朝刊　P35
産経新聞 2010年9月30日 朝刊　P30
日刊工業新聞 2010年9月30日 朝刊　P24
毎日新聞 2010年10月26日 夕刊　P10
読売新聞 2010年10月26日 夕刊　P12
京都新聞 2010年10月26日 夕刊　P1
日本経済新聞 2010年10月26日 夕刊　P1
産経新聞 2010年10月26日 夕刊　P1
朝日新聞 2010年10月26日 夕刊　P7
日刊工業新聞 2010年10月27日 朝刊　P3
読売新聞 2010年11月11日 朝刊　P35
産経新聞 2010年11月11日 朝刊　P27
日刊工業新聞 2010年11月11日 朝刊　P3
日本経済新聞 2010年11月11日 朝刊　P38
京都新聞 2010年11月11日 朝刊　P1
The Japan Times 山中教授が京都賞受賞 2010年10月18日 朝刊　P2

11 新聞 日本経済新聞
山中教授が、[iPSバンク」構築に向けた安
全基準づくりに着手

2010年11月16日 朝刊　P10

12 新聞 日経産業新聞 キング・ファイサル賞、山中教授ら受賞 2011年1月19日 朝刊　P9

毎日新聞 2011年2月2日 朝刊　P2
日経産業新聞 2011年2月2日 朝刊　P8
日刊工業新聞 2011年2月2日 朝刊　P21
読売新聞 2011年2月2日 朝刊　P28
朝日新聞 2011年2月2日 朝刊　P1
日本経済新聞 2011年2月2日 朝刊　P1
京都新聞 2011年2月2日 朝刊　P24
産経新聞 2011年2月2日 朝刊　P2

14 新聞 日経産業新聞
スペインBBVA財団、京大：山中氏に生物
医学部門賞

2011年2月8日 朝刊　P10

朝日新聞 2011年2月17日 朝刊　P35
新聞 京都新聞 2011年2月17日 夕刊　P8

読売新聞 2011年2月17日 夕刊　P12

16 新聞 中日新聞
｢あの人に迫る」と題した欄に山中教授が
登場

2010年10月1日 夕刊　P2

日本経済新聞、 2010年10月15日 夕刊　P19
京都新聞 2010年10月15日 夕刊　P8

新聞 朝日新聞 2010年10月16日 朝刊　P33
毎日新聞 2010年10月16日 朝刊　P25
産経新聞 2010年10月16日 朝刊　P27
日本経済新聞 2010年10月25日 夕刊　P3
産経新聞 2010年10月25日 夕刊　P10

19 雑誌 日経ビジネス すべては患者のために　山中伸弥 2010年10月26日 P144

20 雑誌 日経サイエンス 動き始めたオールジャパン体制 2010年7月号 不明

21 雑誌 講談社　Health & Beauty iPS細胞研究所　本格始動！ 2010年7月号 P53

22 雑誌 文藝春秋 立花隆　iPS細胞に迫る　対談 2010年9月号 P144

23 雑誌 講談社　週刊現代
本当の勇気とは？　平尾誠二×山中伸弥
対談

2010/10/23 P21

24 雑誌 文藝春秋 日本の顔　山中伸弥 2010年10月号 グラビア

25 テレビ NHK クローズアップ現代
目指すは“世界最高”iPS細胞・山中教授
に聞く

2010年7月15日

http://cgi4.nhk.or.j
p/gendai/kiroku/d
etail.cgi?content_id
=2915&ct=%E3%83
%90%E3%82%A4%E3
%82%AA%E3%83%86
%E3%82%AF%E3%83
%8E%E3%83%AD%E
3%82%B8%E3%83%B

26 テレビ MBS ちちんぷいぷい
角淳一　関西の最先端を訪ねて　京都大
学編

2010年9月1日

27 テレビ NHKｽﾍﾟｼｬﾙ
‘生命’の未来を変えた男～山中伸弥・iPS
細胞革命～

2010年9月18日
http://www.nhk.
or.jp/special/on
air/100918.html

28 テレビ NHK　週刊こどもニュース
NHK週刊こどもニュースの子ども記者が取
材

2010年11月7日

29 テレビ KBS 京都 京bizW　ターニングポイント 2010年12月3日

30 テレビ NHK　サイエンスＺＥＲＯ
サイエンスZEROスペシャル　科学ニュー
ス2010

2010年12月25日
http://www.nhk.
or.jp/zero/conte
nts/dsp331.html

18 新聞
iPS細胞研究所はフランスのバイオ企業と
共同研究を始めると発表

13 新聞
iPS細胞：特許、米ベンチャーが京大に譲
渡　係争を回避

15 山中教授にウルフ賞

17
京都市は山中教授に市民栄誉賞を贈っ
た。

9 新聞 山中教授が文化功労者に選ばれた。

10 新聞
山中教授ら3氏に京都賞が授与された

8 新聞
京都市は山中教授に市民栄誉賞を贈ると
発表した


