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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２９年５月９日（火） 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２８年度事業報告について 

    議案第２号 平成２８年度決算報告について 

    議案第３号 評議員及び理事並びに監事の任免について 

    議案第４号 理事長及び常務理事並びに事務局長の選定について 

    議案第５号 企画委員会委員の委嘱について 

    議案第６号 平成２９年度定時評議委員会の開催について 

    議案第７号 嘱託の報酬に関する取扱要項の改正について 

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２９年６月６日（火） 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２８年度事業報告及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 

 

第２回理事会 

日時 平成３０年３月１４日（水） 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２９年度補正予算（案）について 

   議案第２号 平成３０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３０年度基本財産の取崩しについて 

    議案第４号 常務理事の年間報酬総額の改定について 

    議案第５号 臓器移植に関する臓器提供者等に対する感謝状等贈呈要綱の廃止に  

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 29年 6月 13日（火） 

 午後 3時 00分から 

千葉県教育会館 402会議室 

１ 報 告 

（１）平成２８年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補助金交付要綱の改正 

について 

（２）在宅人工呼吸器療養者支援事業審査について 

（３）在宅ケア研修会について 

（４）地域在宅ケア研修会について 

（５）在宅ケアに関する新聞掲載について 

 

２回在宅ケア部会 

平成 29年 9月 12日（火） 

 午後 3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事業について 

第３回在宅ケア部会 

平成 30年 2月 13日（火） 

 午後 3時 00分から 

千葉県教育会館 402会議室 

１ 報 告 

（１）平成２９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３０年度事業計画（案）について 

（３）平成３０年度在宅ケア研修会のテーマについて 

(４) 平成３０年度地域在宅ケア研修会について 

(５)コミュニケーション支援機器「こころかさね」の購入について 

 

（２）臓器移植部会 内   容 

第１回臓器移植部会 

平成 29年 6月 13日（火） 

午後 2時 00分から 

千葉県教育会館 402会議室 

１ 報 告 

（１）平成２８年度臓器移植事業報告について 

２ 議 題 

（１）臓器移植推進に関する市民公開講座について 

(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 29年 9月 12日（火） 

午後 2時 00分から 

千葉県教育会館 402会議室 

１ 議 題 

(１) 臓器移植推進に関する市民公開講座の開催について 

(２) 臓器移植普及推進出前講座について(報告及び予定) 

(３) 臓器移植推進キャンペーンについて 

第３回臓器移植部会 

平成 30年 2月 13日（火） 

午後 2時 00分から 

千葉県教育会館 402会議室 

１ 報 告 

（１）平成２９年度臓器移植事業執行状況について 

（２）千葉県内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３０年度臓器移植事業計画(案)について 

（２）平成３０年度臓器移植普及推進出前講座について 

(３) 平成３０年度市民公開講座のテーマについて 

(４）公益財団法人設立５周年記念イベント(案)について 

(５) 臓器移植に関する臓器提供者等に対する感謝状等贈呈要綱の

改正について 



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 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症は誰もが避けて通れない疾患であるが、高齢化が急速に進む中で患者数

は増加傾向にあり、地域の医療・介護関係者が連携し役割分担をしながら、在宅

での生活を支えることが必要となっている。 

本研修会は、医療・介護福祉関係者の講演及び意見交換を行い、関係者の共通

認識と意識高揚を図り、より質の高い在宅医療の推進に寄与することを目的とし

て開催した。 

 

日  時  平成２９年９月２４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 地域で支える認知症 

～患者と家族のために～ 

 

基調講演       座長 千葉ヘルス財団 代表理事 平山 登志夫 氏 

☆ よくわかる認知症診療～レビー小体型認知症を中心に～   

講師 神経内科千葉 所長 

                   篠遠 仁 氏 

   ☆ 認知症 それでも食べる事は忘れない 

            講師  天台歯科医院 院長 

                 石毛 清雄 氏 

パネルディスカッション 

「多職種の協働で支える認知症」 

   ～その役割と連携～ 

座長 千葉ヘルス財団 在宅ケア部会委員  

               海村 孝子 氏 

パネリスト 

   ①医療関係者 

     神経内科千葉 所長              篠遠  仁 氏 

     天台歯科医院 院長              石毛 清雄 氏 

     (一社)千葉県薬剤師会 在宅医療委員会委員   伊藤 克洋 氏 

     ふたわ訪問看護ステーション管理者       大桐 四季子 氏 

 ②介護・福祉関係者 

     シャローム若葉訪問介護事業所管理者      貴島 美里 氏 

 

参加者数 ６３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 ６３４ｶ所 

     当財団ホームページ 

     千葉日報紙に広告（9/5） 

 

取材 千葉日報社（9/19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した。 

日  時  平成２９年９月２日(日) 午後 1:30から 3:30 

場  所  船橋市保健福祉センター 大会議室 

内  容  テーマ 「難病患者の災害に備えての準備と災害時の支援について」 

         座長 千葉ヘルス財団 在宅ケア部会委員 

 松野 朝之 氏 

演題 重度難病・障害者の災害時対策について 

 講師 静岡県立大学看護学部在宅看護学講師 

                             今福 恵子 氏 

参加者 44名  

啓発  ちらしを作成し、関係機関へ周知  53 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 ２件 総額  95,000円 

        第２回 １件 総額  136,000円 

        第３回  4件 総額  463,000円  

               計  694,000 円  

     （参考: 平成 28年度 総額 898,000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 10件 

代表理事等の活動状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/18  国際医療福祉大学（評議員の依頼） 

6/24  日本ＡＬＳ協会千葉県支部 平成 29年度総会・講演会・交流会 

8/2   日本ＡＬＳ協会千葉県支部（在宅ケアに関する取材） 

8/8    千葉県こども病院（視察） 

10/21  日本ＡＬＳ協会千葉県支部 30周年の集い 

11/29  千葉県千葉リハビリテーション（視察） 

12/20  第 5回こころのふれあい広場 

1/18  新年挨拶（副知事、千葉日報社） 

3/5    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した。 

受講者数合計  690名 

 

  ６月３０日 医学部２年生 121名  

千葉大学医学部 

      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 

 

  ９月２１日 高校３年生  380名  

    敬愛学園高等学校 

      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 

 ※取材 千葉日報社(9/23掲載) 

 

１２月２０日 看護学生 104名  

     淑徳大学看護栄養学部 

派遣講師 心臓移植体験者 木内 博文  氏 

 

    １月２６日 看護学生  85名  

    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 

心臓移植待機者 河合 容子 氏 

 ※取材 千葉日報社(1/27掲載) 

 



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２９年１０月１５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”～糖尿病と移植医療～ 

 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「糖尿病性腎症の予防・治療」 

        千葉東病院内科医師          関  直人 氏 

演者 ２  「糖尿病性腎症予防のための生活指導」 

千葉東病院糖尿病認定看護師      名和 晃司 氏 

演者 ３  「糖尿病性腎症に対する移植医療」 

千葉東病院外科医師          丸山 通広 氏 

 

体験談およびパネルディスカッション  

        知っておきたい糖尿病性腎症の予防と治療の実際 

座長 千葉ヘルス財団 臓器移植部会長 竜 崇正 氏 

 

体験談  生体腎臓移植を経験なされた方    池田 和仁 氏 

     膵臓腎臓同時移植を経験なされた方  佐久間健一 氏 

 

パネルディスカッション 

        千葉東病院内科医師          関  直人 氏 

千葉東病院糖尿病認定看護師      名和 晃司 氏 

千葉東病院外科医師          丸山 通広 氏 

生体腎臓移植を経験なされた方     池田 和仁 氏 

 

参加者 ４７名   参加者アンケート実施  

啓発 チラシ 5,000部作成   配布ヵ所 650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（9/26掲載） 

 

取材 千葉日報社（10/19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 55万円  

        助成限度額：１万円  助成対象者 55名 

                     （平成 28年度 総額 46万円） 

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 1 件(提供者遺族への謝礼はなし) 

代表理事等の活動状況 

 
5/28  特定非営利活動法人 脳死移植を推進する会（東京都） 

6/4   特定非営利活動法人 千葉県腎臓病協議会平成 29年度県民大会 

6/20  帝京大学千葉医療総合センター（臓器摘出医療機関）  

6/30  千葉大学医学部（臓器移植推進出前講座） 

7/27  千葉東病院（臓器移植推進に関する取材） 

9/9  佐倉市音楽ホール（平成 29年度ガン講演会） 

9/21  敬愛学園高等学校（臓器移植推進出前講座） 

10/1   平成 29年度臓器移植推進街頭キャンペーン 

10/29  第 30回腎臓病を考える会 

12/20  淑徳大学看護栄養学部（臓器移植推進出前講座） 

1/26  千葉大学看護学部（臓器移植推進出前講座） 

 

 

（４）広報 

①ちばヘルス財団だより(2017 年 vol 20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（1,420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  



平成 29 年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 34 

条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないの

で作成しない。 

 

 平成 30 年 3月 31日 

 公益財団法人 千葉ヘルス財団 


