
１ 理事会・評議員会の開催状況 

 
第１回理事会 
 日時 平成２７年５月１３日（金） 午後２時から 
 場所 千葉県教育会館 新館４０２会議室 
議事 議案第１号 公益財団法人千葉ヘルス財団 評議員・理事の任免について 
    議案第２号 常務理事の選定および事務局長の任免について 

議案第３号 平成２６年度事業報告について 
    議案第４号 平成２６年度決算報告について 
    議案第５号 平成２７年度当初予算の補正について 
    議案第６号 公益財団法人千葉ヘルス財団 定款の変更について 
    議案第７号 公益財団法人千葉ヘルス財団 企画委員会委員の委嘱・解職につい

て 
報告事項 公益財団法人千葉ヘルス財団に対する寄付の状況と財団顕彰規程による感

謝状の贈呈について 
 
 
定時評議員会 
日時 平成２７年６月２日（火） 午後４時から 
場所 千葉県教育会館 新館４０３会議室 
議事 議案第１号 平成２６年度事業報告および決算報告の承認について 
    議案第２号 公益財団法人千葉ヘルス財団 評議員・理事・監事の選任について 
    議案第３号 公益財団法人千葉ヘルス財団 定款の変更について 
 
 
第２回理事会 
日時 平成２８年３月１８日（金） 午後４時から 
場所 千葉県教育会館 新館４０３号会議室 
議事 議案第１号 平成２７年度補正予算（案）について 
    議案第２号 平成２８年度事業計画および当期予算（案）について 
    議案第３号 平成２７年度基本財産の未取崩額について 
    議案第４号 平成２８年度基本財産の取崩しについて 
    議案第５号 公益財団法人千葉ヘルス財団 中期経営計画書(案)について 

議案第６号 公益財団法人千葉ヘルス財団 特定個人情報取扱規定(案)について 
 
 
 
 

 



２ 企画委員会の開催 

（１）在宅ケア部会 内   容 

第１回在宅ケア部会 

平成27年6月9日（火） 

午後２時００分から 

千葉県森林会館 第1会議室 

１ 報 告 

（１）平成２６年度在宅ケア事業報告等について 

２ 議 事 

（１） 在宅人工呼吸器療養者支援事業審査について 

（２） 在宅ケア研修会について 

第２回在宅ケア部会 

平成27年9月8日（火） 

午後２時００分から 

千葉県森林会館 第1会議室 

１ 議 事 

（１） 在宅人工呼吸器療養者支援事業審査について 

（２） 在宅ケア研修会について 

（３） 在宅ケア地域支援事業について 

第３回在宅ケア部会 

平成28年2月16日（火） 

午後２時００分から 

教育会館４０２会議室 

１ 報 告 

（１） 平成２７年度事業執行状況について 

２ 議 事 

（１） 在宅人工呼吸器療養者支援事業審査について 

（２） 平成２８年度事業計画（案）について 

（３） 地域支援事業の実施方法の見直しについて 

（４） 意思伝達装置の購入等について 

(５)  在宅ケア研修会のテーマについて 

 
（２）臓器移植部会 内   容 

第１回臓器移植部会 

平成27年6月9日（火） 

午後３時００分から 

千葉県森林会館 第1会議室 

１ 報 告 

（１） 平成２６年度臓器移植事業報告等について 

２ 議 題 

（１） 臓器移植に関する公開講座の開催について 

(２)  臓器移植普及推進啓発事業（出前講座）について 

第２回臓器移植部会 

平成27年9月8日（火） 

午後３時００分から 

千葉県森林会館 第1会議室 

１ 議 題 

（１） 臓器移植に関する公開講座の開催について 

（２） 出前講座について(報告) 

 

第３回臓器移植部会 

平成28年2月16日（火） 

午後３時００分から 

教育会館４０２会議室 

１ 報 告 

（１） 平成２７年度臓器移植事業執行状況について 

（２） 千葉県の臓器提供者及び臓器摘出病院の状況について 

２ 議 題 

（１） 平成２８年度臓器移植事業計画（案）について 

（２） 出前講座について 

(３)  ポスターの作成について 

(４)  市民公開講座のテーマについて 



３ 事業実績 
（１）在宅ケア体制推進事業 

事 業 名 事 業 内 容 

在宅ケア研修会  療養生活を余儀なくされた人及びその家族が、住み慣れた地域で家族や地域

の人々の中で療養生活を送ることを希望した場合に、その人らしく生活できる

よう、在宅ケアシステムを構築することを目指し、保健医療福祉関係者と地域

医療及び住民が一体となり、その方策を考える。 

日  時  平成27年9月27日(日) 午後1:30から4:30 

場  所  プラザ菜の花 3階 大会議室 千葉市中央区長洲1-8-1 

内  容 

テーマ：「災害時の在宅療養者の支援について」 

     ～東日本大震災の教訓から～ 

特別講演       

座長 公益財団法人千葉ヘルス財団 代表理事 平山 登志夫 氏 

「東日本大震災の要支援者支援から見えること」   

講師 北里大学病院トータルサポートセンター長 

   医療法人鉄蕉会亀田総合病院地域医療支援部顧問 

                               小野沢 滋 氏 

パネルディスカッション 

テーマ 「在宅療養者の災害時の備えと支援について」 

座長 公益財団法人千葉ヘルス財団在宅ケア部会委員 金子 恵子 氏 

パネリスト 

   ①医療関係者 

    千葉県こども病院医療局神経科部長         小俣 卓 氏 

   ②看護・介護関係者 

    千葉県訪問看護ステーション「いちご」管理者   木所 律子 氏 

   ③介護福祉関係者 

    千葉市あんしんケアセンター桜木 センター長 赤間 美恵子 氏 

   ④行政関係者(市町村) 

    旭市高齢者福祉課副主幹             大久保 綾子 氏 

   ⑤行政関係者(保健所) 

山武健康福祉センター地域保健課主査       吉水 雅子 氏 

参加者数 ６４名  参加者アンケート実施 ※１ 

啓発 チラシ ５，０００部作成  配布ヵ所 ５３３カ所 

   広報 当財団ホームページ 

      日本ALS協会千葉県支部ホームページ 

      千葉日報 全面広告に掲載広告（9/19） 

   ※研修会の結果 千葉日報に掲載(9/30) 

 



(２) 老人医療・難病医療・終末期医療体制推進事業 

事 業 名 事 業 内 容 

在宅人工呼吸器療養者 
支援事業 

在宅人工呼吸器療養者を支援するため、吸引器、吸入器、パルスオ

キシメーターを取得しようとする者に対し取得費を補助した。 

補助金交付件数 第１回  １件  総額  32,000円 

        第２回  ２件  総額  222,000円 

        第３回  １件   総額    97,000円 

                 計    351,000円  

    （平成26年度 総額 785,000円） 

在宅療養者支援事業 
（意思伝達装置貸出し） 

 在宅で人工呼吸器を装着し療養する難病患者に対し、意思伝達装置

の貸出しを行った。 

平成27年度貸出し件数 14件 

その他 4/16   代表理事・事務局長 社会福祉協議会訪問 

6/2    代表理事・事務局長 副知事訪問 

7/29   事務局長 第26回千葉県重症心身障害連絡協議会に出席 

8/3   代表理事・事務局長 平山病院にて千葉日報社の取材 

8/31   代表理事・事務局長 千葉テレビ専務理事訪問 

8/31   代表理事・事務局長 千葉東病院(吉山 容正氏) 訪問 

12/11 日本ALS協会千葉県支部来所 ※貸出し事業関連 

1/7   代表理事・事務局長千葉日報社代表取締役訪問(新年挨拶) 

1/14  代表理事・事務局長 千葉東病院(吉山 容正氏) 訪問 

1/27  代表理事・事務局長 安心ハウス絆訪問 

 

＊平成２７年度 ちばヘルス財団だより発行 

 ２０００部作成  配布ヵ所 ５３０ヶ所 

 

 

 

  



（３）臓器不全対策事業 

事 業 名 事 業 内 容 

臓器移植等 

 普及啓発事業 

 

① 啓発立看板の作成及び設置 

 10/1～10/31 臓器移植普及推進月間に県庁玄関前に設置。 

② 臓器移植普及推進出前講座 

・主に医学部学生や看護学生を対象に以下のとおり実施 

受講者数合計405名 

  ４月17日 医学部学生 120名 

千葉大学医学部にて 

    派遣講師：千葉県救急医療センター 

         脳血管治療科部長 宮田 昭宏 氏 

  ５月１日・８日 看護学生  104名  

   千葉県立保健医療大学にて 

    派遣講師：千葉東病院 

千葉県臓器移植コーディネーター 宮崎 麻里子 氏 

  10月８日 看護学生 108名  

   淑徳大学看護栄養学部にて 

派遣講師：心臓移植体験者 木内 博文 氏 

  1月22日 看護学生 73名  

   千葉大学大学院看護研究科にて  

派遣講師：公益社団法人日本臓器移植ネットワーク 

東日本支部 医療本部副部長 大宮 かおり 氏 

市民公開講座  移植医療の普及・推進を図り、臓器移植に対する理解を深める為、移植医療

に従事する医療関係者や患者、一般県民を対象に市民公開講座を開催した。 

 

日 時 平成２７年１０月１８日（日）午後1:30から4:00 

場 所 千葉市ビジネス支援センター きぼーる３階 会議室 

内 容 

テーマ 「意思表示が想いをつなぐ」 

     ～たくさんの想いを知り、あなたも意思表示してみませんか～ 

主催者挨拶 千葉県健康福祉部疾病対策課長 

基調講演  テーマ ～移植医の想い～ 

 座長 公益財団法人千葉ヘルス財団臓器移植部会委員 宮内 英聡 氏 

 演者１ 「肺移植の実際」 

     千葉大学医学部附属病院呼吸器外科 准教授 吉田 成利 氏 

演者 ２      「肝移植の実際」 

千葉大学医学部附属病院肝胆膵外科 講師  大塚 将之 氏  

 

 

 



体験談およびパネルディスカッション 

座長 特定非営利法人 脳死移植を推進する会 理事長 川越 一男 氏 
体験談  心臓移植体験者            瀬川 美由起 様 

渡航心臓移植体験ご家族        中澤 奈美枝 様 

ドナーご家族(献眼)            平野 陽一 様 

       ドナーご家族             原澤 美智子 様 

 質疑応答 

参加者 ３５名   参加者アンケート実施  

啓発 ポスター・チラシ ５０００部作成   配布ヵ所 ５２９カ所 

   広報 当財団ホームページ 

      千葉県ホームページ 

      日本臓器移植ネットワークホームページ 

      千葉県腎臓病協議会ホームページ 

      千葉日報 全面広告（9/19掲載） 

取材 千葉日報社（10/22掲載） 

   テレビ新広島 

臓器移植推進 

 特別対策事業 

 

 

①組織適合検査費用助成 

 腎不全患者が腎移植を希望する際に受ける組織適合検査に要する費用の一

部を助成した。 

     助成額 ３６万円  

      助成限度額：１万円  助成対象者３６名 

     （平成26年度 総額 56万円） 

②臓器提供者及び臓器摘出病院への謝礼 
  提供者・摘出医療機関 3件(謝礼は 2件、1件は辞退) 

その他 5/16 代表理事・事務局長「NPO法人脳死移植を推進する会」講演会出席 

6/2  代表理事・事務局長副知事訪問 

6/7  事務局長 NPO法人千葉県腎臓病協議会 「第 12回県大会」出席 
7/21 県内看護学校・高等学校に対する出前講座開催の案内の通知 

11/13 代表理事 公益財団法人千葉県アイバンク協会「設立30周年記念式

典」出席 

 

（４）広報 

 ①ちばヘルス財団だより(2015年 vol １8号)の発行 
公益財団法人 千葉ヘルス財団に対する理解と協力を得るため機関誌

（ちばヘルス財団だより）を 2,000部作成し、市町村、健康福祉センター、 
関係団体等へ配布（約1,300ヵ所） 

②ホームページの運営 

当財団の各事業と運営状況等を随時更新し掲載した。 

 更新回数 年間およそ３０回程度 
 



 

 


