
平成２４年度事業報告 

 

平成２４年度は、昨年度に引き続き東日本大震災被災地への医療支援を実施。被災地の病院を支

えるＮＰＯ法人とも連携しながら、宮城県気仙沼市での医療サポートに取り組んだ。 

 

患者さんの食事の工夫を考えるケアフード事業では、千葉県がんセンターや順天堂大学浦安病院

などでがん患者さんやご家族を対象とする試食会を開催。さらに、初めて介護の現場である老人保

健施設での試食会を開き、ケアフードが介護食としても活用できる可能性が高いことを確認した。

症状に応じた食事の検討では、昨年に引き続き千葉県オストミー協会との共同研究を進め、オスト

メイトが抱えるガスやにおいの軽減を図るケアフードレシピの開発を進めた。また、病院食へのケ

アフード導入を目標に、千葉県がんセンター栄養科とも共同研究を開始。さらにホームページで公

開中のレシピを冊子にまとめ配布した。活動について、ＮＨＫのニュースなどにも大きく取り上げ

られた。 

 

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６名がアメ

リイカ・イエール大学ニューヘブンホスピタルに訪れ、現地スタッフとの交流や医療現場見学を通

じて、日本とは異なる医療サービスや仕組みについて理解を深めた。２年に一度開催される日本ボ

リビア消化器シンポジウムにも参加、千葉県がんセンターでのピアカウンセリングなど千葉発の取

り組みについて発表し注目を集めた。 

 

がん体験者や家族が、治療中の患者さんのサポートをするピアサポーターの育成に向けて開催さ

れた「千葉県がんピアサポーター養成研修」に協力した。１１月から２月まで５回の講座を開き、

がんの基礎知識、カウンセリングの基礎などを学び、３２名の修了生がピアサポーターとしての第

一歩を踏み出した。患者さん同士の情報交換の場となる「患者サロン」への助成では、３団体の活

動を支援した。 

 

このほか、「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などを助成支援。昨年

度創設した「骨・軟部腫瘍研究基金」では引き続き千葉県がんセンター整形外科ブループによる研

究を支援し、その一部の論文化も実現した。カルテ情報をクラウド上で管理し活用する「どこでも

マイカルテ研究会」を２回開催。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している。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 ・宮城県気仙沼市に出向き、水没し存続が危ぶまれ

ている同市立本吉病院をサポート。被災地の病院を

サポートするＮＰＯ法人と連携して医療支援した。 

 

２ 

 

 

 

 

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 

≪試食会≫ 

・千葉県がんセンターにてシャーベットの試食会 

（７月２６日） 

・千葉県がん患者大集合２０１１での試食会（９月

２日） 

・老人保健施設「睦沢の里」でのシャーベットまつ

り（８月２７日） 

・順天堂大学浦安病院での試食会（１０月１３日） 

・千葉がん診療連携拠点協議会、千葉県がんピアサ

ポーター養成研修会等での試食会（２月２３、２４

日） 

≪普及・レシピ発信≫ 

・ホームページによるレシピの発信、更新 

・ケアフードレシピ集「患者さんとご家族を笑顔に

するケアフードレシピ①基本編」の作成 

≪共同研究など≫ 

・フレンチレストラン「シェケン」によるケフアー

ド商品化の企画開発アドバイザー 

・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 

・千葉県がんセンター栄養科と病院食へのケアフー

ド導入に向けた共同研究など 

 

３ 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（アメリカ・コネティカット州 イ

エール大学ニューヘブンホスピタルにて 

１０月２１日～２８日） 

・第１１回日本―ボリビア消化器シンポジウムへの

参加、派遣（１０月２７日～１１月５日） 

４ 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 

・「がん予防展」への協力 



 

 

 

 

・患者サロンへの助成支援 ３件 

（千葉県オストミー協会女性サロン、千葉県がんセ

ンター患者サロン、千葉県がん患者連絡協議会） 

・患者サロン交流会への助成支援（３月２４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（２年目） 

５ 「骨・軟部腫瘍研究基金」 ・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 

（２年目）同グループによる論文も発表された。 

 

６ 千葉県がんピアサポーター養成研修 

 

・がん患者同士によるピアカウンセリングの充実を

図るため、がん体験者や家族への５日間の研修を実

施。３２名が修了。（千葉県地域統括支援センター主

催事業の事務委託） 

７ 市民公開講座等の開催 ・千葉県がん患者大集合２０１２の助成・共催 

（主催・同実行委員会） 

８ どこでもＭＹカルテ研究会 ・第一回研究会（６月４日） 

・第二回研究会（１０月２０日） 

 

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、千葉県がんセンター、Ｎ

ＰＯ法人千葉・在宅ケア市民ネットワークピュアな

ど）（２月１７日） 

 

 

② 理事会 

 日時 平成２４年５月１５日（火）１８：３０～１９：００ 

 場所 千葉市文化センター９階 会議室 

 議事 

 第１号議案 役員改選の件 

 第２号議案 平成２３年度収支補正予算（案）の件 

 第３号議案 平成２３年度事業報告の件 

 第４号議案 平成２３年度収支決算報告の件 

 第５号議案 平成２４年度事業計画（案）の件 

 第６号議案 平成２４年度収支予算（案）の件 



 

③ 通常総会 

 日時 平成２４年５月１５日（火）１９：００～１９：３０ 

 場所 千葉市文化センター９階 会議室 

 議事  

 第１号議案 役員改選の件 

 第２号議案 平成２３年度収支補正予算（案）の件 

 第３号議案 平成２３年度事業報告の件 

 第４号議案 平成２３年度収支決算報告の件 

 第５号議案 平成２４年度事業計画（案）の件 

 第６号議案 平成２４年度収支予算（案）の件 

 

④ 「患者と家族のがん研究基金」実績報告会 ３件 

１９：３０～２０：００ 

『がん患者の在宅療養における遠隔医療の有用性に関する研究』 

千葉県がんセンター経営戦略部  浜野 公明 

 

 

『拡散強調ＭＲＩによる食道癌補助療法の早期効果判定と効果予測法の開発』 

千葉大学大学院 先端応用外科 首藤 潔彦 

 

『食べ物とオストメイトの生活の質向上』 

千葉県オストミー協会 村山 輝子  

 

⑤ 常任理事会 

 

第１回 日時 平成２４年４月１９日（木） 正午～ 

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 決算報告について 

（２） 平成２４年度 理事会、総会、実績報告会の確認 

（３） 平成２４年度 事業計画と予算について 

（４） ＮＰＯ法人ピュアからの日本在宅ホスピス協会全国大会 in船橋 

への後援依頼 

 

第２回 日時 平成２４年６月７日（木）正午～ 

場所 千葉県がんセンター３階ラウンジ 

議題 



（１） 平成２４年度 患者と家族のがん研究基金について（審査委員、要項） 

（２） 平成２４年度 患者サロン助成金について 

（３） 平成２４年度 医療者海外研修について 

（４） ７月２６日開催 千葉県がんセンターシャーベットまつりについて 

（５） 第５回 どこでもＭＹカルテ研究会 

（６） ピアサポーター養成研修への協力依頼 

（７） ６月９日千葉県オストミー協会とのケアフードランチ会「フォーグレイン」 

第３回 日時 平成２４年８月３０日（木）正午～ 

場所 千葉県がんセンター３階ラウンジ 

議題 

（１） 平成２４年度 患者と家族のがん研究基金について（審査結果、助成配分） 

（２） 平成２４年度 患者サロン助成について（審査結果、助成配分） 

（３） 平成２４年度 医療者海外研修について（参加者一覧） 

（４） ９月２日 千葉県がん患者大集合への共催、参加について 

（５） ボリビア、消化器シンポジウムへの参加、助成 

（６） 千葉県がんセンター、ピア・サポーター養成研修への協力 

（１０月～６回） 

（７） 寄付２件 

（８） ７月２６日開催夏のシャーベットまつり in千葉県がんセンター報告 

（９） ８月２７日開催老人保健施設「睦沢の里」でのシャーベットまつり 

（１０）ＮＨＫニュース「おはよう日本」でのケアフード番組放送とその後 

（１１）がん予防展への協賛 

（１２）遠隔医療技術活用に関する事業報告 

第４回 日時 平成２４年９月２７日（木）正午～ 

場所 千葉県がんセンター３階ラウンジ 

議題  

（１） １０月１３日（土）順天堂大学浦安病院でのケアフード試食会開催について 

（２） ニュースレター３号の発行について 

（３） ボリビア消化器学会への派遣について 

（４） シャーベットまつり in千葉県がんセンターのアンケート結果 

（５） ケアフードレシピ冊子発行案 

（６） ピアサポーター養成研修について 

（７） イエール大学海外研修について 

（８） 会員からの本の寄贈について 

（９）  

第５回 日時 平成２４年１１月２９日（木）正午～ 

場所 千葉県がんセンター３階ラウンジ 

議題 



（１） 平成２５年度理事会、通常総会の開催日時、場所について 

（２） 平成２５年度事業計画の検討 

（３） ケアフード商品化について 

第６回 日時 平成２５年 １月２４日（木）正午～ 

場所 千葉県がんセンター３階ラウンジ 

議題  

（１） 平成２５年度 理事会の開催詳細について 

（２） 平成２５年度 事業計画の検討 

（３） ケアフード商品化について 

（４） ケアフードレシピ冊子完成 

（５） ボリビア国際消化器シンポジウム参加の報告 

（６） 千葉県がんピアサポーター養成研修会でのケアフード試食に関して 

第７回 日時 平成２５年 ２月２８日(木) 正午～ 

場所 千葉県がんセンター３階ラウンジ 

議題  

（１） ３月１４日理事会の開催について 

（２） 平成２５年度事業計画について 

（３） ケアフード商品化 

（４） ケアフードレシピ冊子完成、配布（１０００部） 

（５） 千葉県がんセンター４０周年記念誌別冊への記載と増刷 

（６） 千葉県オストミー協会依頼のケアフード料理講座の開催（３月２８日） 

（７） ２月２３日千葉県がん診療連携協議会でのケアフード試食の報告 

 

 


