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自 平成２８年４月 １日 

至 平成２９年３月３１日 

 
 
 
 

事 業 報 告 (案) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公益財団法人 千葉ヘルス財団 



１ 理事会・評議員会の開催状況 

 

第１回理事会 
 日時 平成２８年５月１２日（木） 午後４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 平成２７年度事業報告について 
    議案第２号 平成２７年度決算報告について 
    議案第３号 基本財産の運用について 
    議案第４号 企画委員会委員の委嘱・解嘱について 
     
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２８年５月３１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２７年度事業報告の承認について 

議案第２号 平成２７年度決算報告の承認について 
    
 
第２回理事会 
日時 平成２９年３月１７日（金） 午後３時から 
場所 千葉県教育会館 新館４０２号会議室 
議事 議案第１号 平成２８年度補正予算（案）について 

議案第２号 平成２８年度基本財産の未取崩額について 
   議案第３号 平成２９年度事業計画および当期予算（案）について 
   議案第４号 平成２９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役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する

規程の改正について 
   議案第６号 公益財団法人千葉ヘルス財団コンプライアンス規程(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28年6月14日（火） 

 午後2時00分から 

千葉県森林会館 第1会議室 

１ 報告事項 

（１）平成２７年度在宅ケア事業報告について 

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 

（３） 地域在宅ケア研修会について 

（４） 在宅ケアに関する新聞掲載について 

第２回在宅ケア部会 

平成28年9月6日（火） 

 午後2時00分から 

千葉県教育会館402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） 地域在宅ケア研修会について 

第３回在宅ケア部会 

平成29年2月14日（火） 

 午後2時00分から 

千葉県教育会館402会議室 

１ 報告事項 

（１） 平成28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29年度事業計画（案）について 

（３） 平成29年度在宅ケア研修会について 

（４） 平成29年度地域在宅ケア研修会について 

(５)  平成29年度の広報(新聞掲載)について 

 
（２）臓器移植部会 内   容 

第１回臓器移植部会 

平成28年6月14日（火） 

午後3時00分から 

千葉県森林会館 第1会議室 

１ 報告事項 

（１） 平成２７年度臓器移植事業報告等について 

２ 議 題 

（１） 臓器移植に関する市民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 

(３) 臓器移植に関する新聞掲載について 

第２回臓器移植部会 

平成28年9月6日（火） 

午後3時00分から 

千葉県教育会館402会議室 

１ 議題 

（１） 臓器移植に関する市民公開講座の開催について 

（２） 出前講座について(報告) 

(３) 臓器移植普及啓発ポスターの作成について 

第３回臓器移植部会 

平成29年2月14日（火） 

午後3時00分から 

千葉県教育会館402会議室 

１ 報告事項 

（１） 平成28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29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)  市民公開講座のテーマについて 

(４)  平成29年度の広報(新聞掲載)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２８年９月２５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 在宅での看取り 

～穏やかな人生の最期を迎えていただくために～ 

主催者挨拶 千葉ヘルス財団 代表理事 平山 登志夫 

基調講演       座長 千葉ヘルス財団 代表理事 平山 登志夫 氏 

☆ 地域の力で看取りを支える   

講師 順風会 小林クリニック院長 

                   小林 澄子 氏 

   ☆ 暮らしを支える緩和医療 

有床診療所/在宅支援診療所としての看取りの実践から 

            講師  医療法人社団 花の谷クリニック院長 

                 伊藤 真美 氏 

パネルディスカッション 

「在宅での看取りができる地域づくり」 

   ～医療・介護福祉関係者の立場から 

座長 千葉ヘルス財団 理事 中村 宏 氏 

パネリスト 

   ①医療関係者 

     順風会 小林クリニック院長          小林 澄子 氏 

     医療法人社団 花の谷クリニック院長      伊藤 真美 氏 

     (一社)千葉県薬剤師会 在宅医療委員会副会長  眞鍋 知史 氏 

     ふたわ訪問看護ステーション看護主任      大塚 明子 氏 

 ②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 

     (株)クリーンメイト千葉サービスセンター管理者 渡辺智恵子 氏 

参加者数 ９５名  参加者アンケート実施  

広報啓発 チラシを５，０００部作成  配布ヵ所 ５９３ｶ所 

     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 

ちば市政だより(9/1) 

     千葉日報紙に広告（9/13） 

取材 千葉日報社（9/26掲載）  

 



地域在宅ケア 

研修会 

 

 

 

 

在宅療養者がより安全かつ快適に療養生活が送れることを目的に、地域で抱えて

いる在宅ケアの課題解決に向けての研修会を実施する。 

日  時  平成２８年１２月１８日(日) 午後1:30から3:30 

場  所  成田赤十字病院 研修棟講堂 

内  容  テーマ 「知ろう、学ぼう、確認しよう 災害時の支援」 

         座長 千葉ヘルス財団 企画委員 金子 恵子 氏 

演題 被災地の避難所と要支援者 在宅患者をどうするか 

   講師 みその生活支援クリニック 院長 

                   小野沢 滋 氏 

参加者 70名  

啓 発 ちらしを作成し、関係機関へ周知 294ｶ所 

 

(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 ３件 総額 258,000円 

          第２回 ５件 総額 438,000円 

          第３回 １件 総額   66,000円  

                 計  762,000円  

                          （平成27年度 総額 351,000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。（日本ALS協会千葉県支部に業務を委託） 

貸出し件数 5件 

その他 

代表理事等の活動状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/23  千葉県がんセンター(在宅ケア部会委員の依頼) 

6/25  日本ＡＬＳ協会千葉県支部 平成28年度総会・講演会・交流会 

7/13   NPO法人リーマライゼーション研究会(視察) 

7/27  第27回千葉県重症心身障害連絡協議会 年度大会 

7/27  在宅ケアに関する取材 

10/18  第59回地域介護公開研究会 

10/26  寄付金贈呈式(千葉県医療機器工業会) 

11/3  平成28年度千葉県医師会第17回学術大会 

1/12  新年挨拶(副知事、千葉日報社) 

3/8    寄付金贈呈式(千葉県製薬協会) 

 

 

 

 

  



（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 臓器移植普及啓発用ポスターの作成 

   作成枚数:1,000枚  配布カ所 604ヶ所 

 

③ 臓器移植普及推進出前講座 

・医学部学生、看護学生、高校生を対象に以下のとおり実施 

受講者数合計 1,509 名 

  ５月２７日 医学部２年生 120名 ※教授 

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 

  ７月２４日・８月３日 医師、看護師等を目指している県内の高校生 

200名 ※病院の医師 

    総合病院 国保旭中央病院にて 

      派遣講師：日本臓器移植ネットワーク啓発事業部地域連携グループ 

           移植コーディネーター 後藤 清美 氏 

１２月５日 看護学生 154名  ※教授 

   亀田医療大学にて     

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 

  １２月２０日 全校生徒 956名 ※教諭 

    千葉県立我孫子高等学校にて 

派遣講師 心臓移植体験者 木内 博文  氏  

       心臓移植待機者 河合 容子  氏 

※取材 千葉日報社(12/21掲載) 

    １月２０日 看護学生 79名  ※教授 

    千葉大学大学院看護学研究科 

派遣講師 心臓移植体験者 木内 博文  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２８年１０月１６日（日）午後１時３０分～４時 

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 “知ろう、学ぼう”～透析医療・腎臓移植の実際と展望～ 

 主催者挨拶 千葉県健康福祉部疾病対策課長 

基調講演   

          座長 千葉ヘルス財団 臓器移植部会長 竜 崇正 氏 

    演者１「腎臓代替療法治療の実際」 

        千葉東病院内科 血液浄化センター長  首村 守俊 氏 

演者 ２  「先行的腎移植の現状と問題点」 

千葉東病院外科 医長         大月 和宣 氏 

     体験談およびパネルディスカッション 

         腎臓移植の実際を語ろう ～不安から期待へ～ 

座長  千葉東病院 統括診療部長                 丸山    通広  氏 

体験談  家族間の腎臓移植を経験された方(夫婦間の生体移植) 

パネリスト  

千葉東病院内科 血液浄化センター長    首村 守俊 氏 

千葉東病院外科 医長           大月 和宣 氏 

家族間の腎臓移植を経験された方(ご夫婦) 

日本臓器移植ネットワーク チーフコーディネーター 

                            菊池 雅美 氏 

参加者 ４５名   参加者アンケート実施  

啓発 ポスター・チラシ 5,000部作成   配布ヵ所 547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 

      千葉日報紙に広告（9/30掲載） 

取材 千葉日報社（10/18掲載）    

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 46万円  

        助成限度額：１万円  助成対象者46名 

                     （平成27年度 総額 36万円） 

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(提供者遺族への謝礼はなし) 



その他 

代表理事等の活動

状況 

 

5/27  千葉大学大学院(臓器移植推進出前講座) 

5/28  特定非営利活動法人 脳死移植を推進する会 

6/5   特定非営利活動法人 千葉県腎臓病協議会平成28年度県民大会 

6/25   日本ALS協会千葉県支部平成28年度総会・講演会・交流会 

7/24 8/3 総合病院国保旭中央病院(臓器移植推進出前講座) 

8/25   千葉県医師会(臓器移植推進に関する取材) 

10/2   平成28年度臓器移植推進該当キャンペーン 

10/26  寄付金贈呈式(千葉県医療機器工業会) 

10/30  第29回腎臓病を考える会 

12/20  千葉県立我孫子高等学校(臓器移植推進出前講座) 

1/12   新年挨拶(副知事、千葉日報社) 

3/8  寄付金贈呈式(千葉県製薬協会) 

 

（４）広報 

①ちばヘルス財団だより(2016年 vol 19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（1,346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回程度の更新  


