
平成２３年度事業報告 

平成２３年度は、まず３月１１日発生の東日本大震災で被災した宮城県石巻市での医療支援に取

り組んだ。千葉市内外の病院から点滴器材、注射器、手袋、消毒液などの物資を募り、４トントラ

ックにて現地に運搬。竜理事長も自ら何度も石巻に足を運び、避難所、石巻赤十字病院等で診察や

応急手当て等に従事。また、津波の被害が大きく壊滅的だった石巻市北上町十三浜大指地区で、復

興のシンボルとなる子供たちの遊び場を作るプロジェクトにも参加。１２月にはドーム型の「こど

もハウス」が完成した。 

 

千葉県がんセンターで治療を続けていた患者さんの遺志とご家族のご意向によりいただいた寄付

金で、「骨・軟部腫瘍研究基金」を創設。骨肉腫などの基礎・臨床研究にあてることとし、同センタ

ー整形外科グループが骨肉腫における腫瘍マーカーの確認等の研究に着手した。 

 

昨年度に引き続き、患者さんの食事の工夫を考えるケアフードの開発・普及を進めた。ピューレ

などフランス料理の手法を使った飲み込みやすくおいしい食事を提案。千葉県がんセンターや国立

がんセンター東病院などで試食会や講演会を開いた。また、千葉県オストミー協会と共同で、オス

トメイトのガスとにおいの悩みを解消できるレシピの開発、調理実習も行いエビデンスにつながる

結果を得た。 

 

カルテ情報をクラウド上で管理し、患者が携帯電話などでいつでも見られるようにするシステム

を考える「どこでもマイカルテ研究会」を２回開催。治療や診察をスムーズにするだけでなく東日

本大震災でも問題となったカルテ情報の消失や患者情報の保護にも対応できる仕組みとして議論を

継続した。 

 

一般市民を対象に医療情報を分かりやすく伝える勉強会「市民公開講座」を２回開催。１月には

肺がん、乳がん、子宮体がんを中心に「がん予防」について専門家の講演を聞き、遺伝子の観点か

ら診断、治療、予防について考えた。３月にはリンパ浮腫を取り上げ、専門医師の講演とパネルデ

ィスカッション、個別相談会も設けた。 

 

研修医を中心に医療関係者が視野を広げる目的で続けている海外研修事業では、医師、看護師ら

６名が、カナダ・オンタリオ州のトロントジェネラルホスピタルに訪れ、現地スタッフとの交流や

医療現場見学を通じて、日本とは異なるシステムや患者サービスについて理解を深めた。 

 

患者と家族のがん研究基金」事業では、最先端のがん医療研究を助成支援し、医師や患者３名が

研究に取り組んだ。さらにがん拠点病院を中心に開設が進む「患者サロン」の運営を支援。研修会

等も開いた。患者向け図書の充実にも支援を行った。当ＮＰＯ法人の活動は、ホームページでリア

ルタイムに発信し、医療関係者や患者、ご家族、一般市民に最新の医療情報などを提供。ニュース

レターの発行も行った。 



① 主要事業 

 

１ 東日本大震災の被災地への医療支援 ・医療関係者が宮城県石巻市などに出向き、避難所

の方の治療を手助けした。医療物資の輸送も実施。 

・石巻市大指地区に地域の拠点となる「大指十三浜

こどもハウス」の建設を支援 

 

２ 「骨・軟部腫瘍研究基金」の創設 ・千葉県がんセンターの整形外科グループなどによ

る骨・軟部腫瘍の基礎・臨床研究への助成支援 

 

３ 

 

 

 

 

がん患者等のＱＯＬアップ支援 

ケアフードの開発・普及 

ケアフードの調査・研究 

・千葉県がんセンターにてシャーベットの試食会 

（７月２８日） 

・千葉県がん患者大集合２０１１での２００食の試

食会（９月４日） 

・国立がん研究センター東病院で石原シェフを招い

た試食会（１１月２１日） 

・千葉県オストミー協会とオストメイト向けのレシ

ピの開発、調理実習（２月１８日） 

 

４ がん医療等の高度医療の教育・啓発 ・ホームページによる情報発信 

・会員、一般向けニュースレターの発行 

・医療者海外研修（カナダ・トロントジェネラルホ

スピタルにて１０月２日～９日） 

 

５ 患者と家族のがん研究基金 

 

 

 

 

 

・先端がん医療研究への助成 ３件 

・千葉県がんセンター内患者図書館「にとな文庫」

への助成 

・「がん予防展」への支援 

・患者サロンへの助成支援 ３件 

・患者サロン交流会への助成支援（３月１１日）  

・「非アルコール性脂肪性肝障害を合併する脂質異常

症患者に対するエゼチミブの有用性」への研究助成

支援 

６ 市民公開講座等の開催 ・第四回市民公開講座の開催（１月１４日） 

「クローズアップ！がん予防―検診、早期発見、遺伝

子診断」 

・春の講演＆相談会（３月２０日） 

「どう治す？リンパ浮腫 あなたの悩みにこたえま



す」 

・千葉県がん患者大集合２０１１への助成・共催 

（主催・同実行委員会） 

７ どこでもＭＹカルテ研究会 ・第一回研究会（７月７日） 

・第二回研究会（１１月２１日） 

 

８ 総務省在宅緩和医療推進事業への協

力 

総務省の助成金事業 

千葉緩和ケア研究会、千葉市医師会在宅医療部会、

診療所、訪問看護ステーションなどが連携した遠隔

医療システムの実証実験の実施 

 

９ 後援事業 ・平成２３年度千葉県在宅がん緩和ケアフォーラム 

「がんになっても住み慣れた地域で安心して過ごせ

るように」（主催・千葉県、ＮＰＯ法人千葉・在宅ケ

ア市民ネットワークピュアなど）２月１９日、２０

日 

 

 

② 理事会 

 日時 平成２３年５月１７日（火）１７：３０～１８：００ 

 場所 ホテルプラザ菜の花４階 中会議室「槙」 

 議事 

 第１号議案 役員改選の件 

 第２号議案 寄付金受入事務取扱規定の設置（定款第４２条）の件 

 第３号議案 平成２３年度収支補正予算（案）の件 

 第４号議案 平成２３年度事業報告 

 第５号議案 平成２３年度収支決算報告の件 

 第６号議案 平成２３年度事業計画（案） 

 第７号議案 平成２３年度収支予算（案） 

 

③ 通常総会 

 日時 平成２２年５月１７日（木）１８：００～１９：００ 

 場所 ホテルプラザ菜の花４階 中会議室「槙」 

 議事  

 第１号議案 役員改選の件 

 第２号議案 寄付金受入事務取扱規定の設置（定款第４２条）の件 

 第３号議案 平成２３年度収支補正予算（案）の件 

 第４号議案 平成２３年度事業報告 



 第５号議案 平成２３年度収支決算報告の件 

 第６号議案 平成２３年度事業計画（案） 

 第７号議案 平成２３年度収支予算（案） 

 

④ 「患者と家族のがん研究基金」実績報告会 ６件 

１９：００～２０：００ 

『患者の日々の体内臓器位置の変動を考慮した放射線治療のためのＣＴ撮影法の開発』 

千葉県がんセンター放射線治療部  小川 博明 

 

『がんバイオバンクの構築・整備と臨床研究への応用』 

千葉県がんセンター研究局がんゲノム研究室 大平 美紀 

 

『再発悪性神経膠腫に対するテモゾロミド/バルプロ酸併用治療試験に関する第Ⅰ/Ⅱ相試験』 

千葉県がんセンター脳神経外科 長谷川 祐三  

 

『終末期小児脳腫瘍患者に対する在宅医療の導入―地域におけるネットワーク形成に向けて―』 

千葉県こども病院長 伊達 裕昭 

 

『がん患者の家族に対する支援プログラムの開発』 

千葉県がんセンター精神腫瘍科 秋月 伸哉 

 

『がん在宅療養者の療養生活上のＱＯＬ向上に向けての取り組み～地域がんサロン設置モデル事業

の実施から～』 

ＮＰＯ法人千葉・在宅ケア市民ネットワーク ピュア 藤田 敦子 

 

 

⑤ 常任理事会 

 

第１回 日時 平成２３年４月２５日（火） １７：３０～ 

場所 千葉県がんセンター３階ラウンジ 

議題  

（１） 平成２３年度 新規事業に関して 

（２） 定款改正 寄付金受け入れ規定について 

（３） 監事退会と役員選任について 

（４）総会用資料の確認（議案等） 

（５）東日本大震災の被災地への医療支援について 

（６）平成２２年度監査報告 

 



第２回 日時 平成２３年６月２３日（木）１８：００～ 

場所 千葉県がんセンター本部ラウンジ 

議題 

（１） ７月２８日ケアフードデザートまつりについて 

（２） 「患者と家族のがん研究基金」応募状況について 

（３） 総務省「訪問診療における遠隔診療の効果に関する研究」への協力事業 

（４） 地域医療福祉情報連携協議会への入会について 

（５） 海外研修について 

（６） ホームページの運用について 

 

第３回 日時 平成２３年７月２１日（木）１１：３０～ 

場所 千葉県がんセンター本部ラウンジ 

議題 

（１） ７月２８日ケアフード「シャーベットまつり」について 

（２） 「患者と家族のがん研究基金」について 

（３） 「患者サロン助成事業」の申請状況について 

（４） 海外研修事業のスケジュール等について 

（５） 市民公開講座について 

（６） 日本遠隔医療学会への入会について 

（７） ホームページのリニューアルについて 

（８） 第３回どこでもマイカルテ研究会について 

 

第４回 日時 平成２３年８月１８日（火）１１：３０～ 

場所 千葉県がんセンター本部ラウンジ 

議題  

（１） 医療者海外研修について 

（２） 市民公開講座について 

（３） 千葉県がん患者大集合への参加（ケアフード試食会）について 

（４） 国立がんセンター東病院でのケアフード試食会について 

（５） 千葉県がんセンターでのケアフードデザートまつりの結果報告 

 

第５回 日時 平成２３年９月２２日（火）１１：３０～ 

場所 千葉県がんセンター本部ラウンジ 

議題 

（１） 医療者海外研修について 

（２） 市民公開講座について 

 

 



第６回 日時 平成２３年１１月 ８日（火）１８：３０～ 

場所 千葉県がんセンター本部ラウンジ 

議題  

（１） 市民公開講座について 

（２） 国立がんセンター東病院でのケアフード試食会について 

（３） 平成２４年度総会準備について 

（４） 千葉県がん患者大集合でのケアフード試食会結果報告 

（５） 東日本大震災被災地支援 大指こどもハウス立ち上げ支援について 

（６） 第４回どこでもマイカルテ研究会について 

 

第７回 日時 平成２３年１２月２６日(月) １８：３０～ 

議題  

（１） 第４回市民公開講座について 

（２） リンパ浮腫講演会について（３月２０日） 

 

第８回 日時 平成２４年１月２６日（木）正午～ 

場所 千葉県がんセンター本部ラウンジ 

議題 

（１） リンパ浮腫講演会について 

（２） 患者サロン助成事業の申請について 

（３） 新年度体制について 

（４） 第４回市民公開講座の結果報告 

（５） 千葉県オストミー協会によるケアフード調理実習について 

 

第９回 日時 平成２４年３月１５日 

場所 千葉県がんセンター本部ラウンジ 

議題 

（１） リンパ浮腫講演会 

（２） 平成２３年度収支計算、補正予算について 

（３） 平成２４年度役員改選について 

（４） 平成２４年度新規事業について 

（５） 平成２４年度理事会・総会・実績報告会について 

（６） ＮＰＯニュースレター第２号発行について 

 

 


