平 成 ２１ 年 度 事 業 報 告

１

理事会

日時 平成２１年５月２１日（木） １７：３０～１８：１５
場所 千葉駅ビル５階 ペリエホール 楓の間
議事
第１号議案 役員改選等の件
第２号議案 平成２０年度補正予算の件
第３号議案 平成２０年度事業報告の件
第４号議案 平成２０年度収支決算報告の件
第５号議案 平成２１年度事業計画及び収支予算（案）の件

２

通常総会

日時 平成２１年５月２１日 １８：２０～５５
場所 千葉駅ビル５階 ペリエホール 楓の間
議事
第１号議案 役員改選等の件
第２号議案 平成２０年度補正予算の件
第３号議案 平成２０年度事業報告の件
第４号議案 平成２０年度収支決算報告の件
第５号議案 平成２１年度事業計画及び収支予算（案）の件

３ 平成 20 年度

研究基金実績報告会（先端がん医療研究）

（１）進行卵巣癌に対する骨盤自律神経温存手術の有効性と機能温存
千葉大学医学部附属病院婦人科 加藤一喜
（２）ヒトがん細胞におけるミトコンドリアＤＮＡ変異の検出と同株と同変異の転移能に及ぼす影響の検討
千葉県がんセンター化学療法部 越川信子
（３）癌特異抗原ペプチドワクチン療法の標準化を目指した臨床試験
国立がんセンター東病院がん治療開発部 中面哲也
（４）悪性神経膠腫罹患患者の生命予後とＱＯＬ維持の両立を目指したテーラーメード治療退の構築
千葉県がんセンター脳神経科 井内俊彦
（５）乳癌におけるＰ５３抗体測定の意義
順天堂大学医学部附属浦安病院 外科 杉山和義
（６）子宮頸がん検診受診率の向上を目指した検査併用子宮頸部細胞診の検査導入に向けた予備研究
千葉県がんセンター婦人科 田中尚武
（７）癌腫におけるＴｏｏｌｌ－Ｌｉｋｅ ｒｅｃｅｐｔｏｒ４の発現
東邦大学佐倉病院 外科 二本柳康博

（８）がん患者の生き方支援

４

支えあう会 α 五十嵐昭子

常任理事会

第１回
日時 平成２１年４月１４日（火）１８：００～１９：００
場所 プラザ菜の花
議題
（１）平成２１年度理事会・総会の日程等について
（２）平成２０年度研究基金実績報告会について
第２回
日時 平成２１年５月１２日（火）１８：００～１９：００
場所 プラザ菜の花
議題
（１）平成２０年度収支補正予算（案）
（２）平成２０年度事業報告（案）
（３）平成２０年度収支決算（案）
（４）平成２１年度収支予算（案
（５）平成２１年度事業計画（案）
第３回
日時 平成２１年７月２９日（火）１８：００～１９：００
場所 プラザ菜の花
（１）平成２１年度行事予定
（２）患者と家族のがん研究基金研究助成
（３）第２回市民公開講座の開催
（４）臨床研究受託調査
（５）ディズニー旅行助成支援
（６）２００９千葉県がん患者大集合
第４回
日時 平成２１年９月８日（火）１８：００～１９：００
場所 プラザ菜の花
議題
（１）臨床研修受託調査
（２）第２回市民公開講座
報告
（１）２００９千葉県がん患者大集合

第５回
日時 平成２１年１０月１６日（火）１８：００～１９：００
場所 プラザ菜の花
議題
（１）ピア・サポータースキルアップ研修会
（２）第３回千葉がん国際シンポジウム
（３）第２回市民公開講座
報告
（１）ディズニーランド旅行
（２）平成２１年度がん医療従事者海外研修
（３）平成２１年度事業の進捗状況
第６回
日時 平成２１年１１月２４日（火）１８：００～１９：００
場所 プラザ菜の花
議題
（１）第２回市民公開講座
（２）第３回千葉がん国際シンポジウム
（３）免疫療法の研究助成（申請）
報告
（１）ピア・サポータースキルアップ研修会
第７回
日時 平成２２年１月２６日（火）１８：３０～１９：３０
場所 プラザ菜の花
議題
（１）第２回市民公開講座
（２）平成２２年度行政財産使用許可申請
（３）平成２２年度理事会・総会の日程等
報告
（１）２００９千葉県がん患者大集合
第８回
日時 平成２１年３月１０日（水）１８：３０～１７：３０
場所 プラザ菜の花
（１）平成２２年度理事会・総会
（２）平成２０年度研究基金実績報告会
（３）平成２２年度新規事業

報告
（１）平成２０年度事業報告
その他
（１）ＴＶ会議の継続（契約更新）

５ 事業実績（ＮＰＯ法人の主要事業）
（１）患者と家族のがん研究基金事業
○研究助成支援（平成２１年度１０人２００万円）
募集期間 平成２１年５月１日（木）～６月１５日（日）
対象事業 がん等に関する研究活動等（応募数１０事業）
対象

研究助成交付募集要に定める個人、法人、グループ

助成期間 交付年度の交付日から翌年３月３１日まで
助成金
目的

１事業あたり５０万円を上限とし、平成２０年度は７事業（総額２００万円）
がんその他の悪性新生物に関する研究会活動を積極的に行う個人及び団体等に対し、その活動の

助長奨励の一助とする。
１患者体内の標的臓器の呼吸性移動を考慮に入れた放射線治療手段の開発
千葉県がんセンター 小島 徹
２千葉県バイオバンク・大規模コホート調査研究事業－県民の体質と遺伝子基づいた生活習慣病予防運動の構築
千葉県がんセンター 李 元元
３遺伝子診断を用いた術後乏突起神経納膠腫に対する科学療法先行療法の有用性の検討」
千葉県がんセンター 堺田 司
４骨肉腫における薬剤耐性受性のｂｉｏｍａｒｋｅｒとしてｍｉｃｒｏＲＮＡ発現解析
千葉県がんセンター 岩井

槙太郎

５高校生健康ノート
ねむの会 金井 弘子
６自己成長カウンセリング講座
あけぼの千葉 齋藤 とし子
７拠点病院の相談窓口と患者会の協議にむけて
支えあう会α 五十嵐昭子
総会終了後、実績報告会を実施する。
○ディズニーランド旅行（課外授業）助成支援
日時 平成２１年１１月１２日（木）９：００～１７：００
対象 骨軟部悪性腫瘍入院治療中の若年患者８名
医療従事者、保護者等１７名（大型貸し切りバス利用）
目的

長期入院治療者が楽しみながらの社会体験を通し、自らの疾病と向きあうことにより、療養生活

等に資する。
○にとな文庫支援助成（平成２１年度４１１千円）
がんセンター内のにとな文庫が購入する図書等の購入支援を行った。
○肺がん免疫療法における患者適合性に関する研究助成支援
機関名 千葉県がんセンター 担当者 副センター長 木村秀樹
対象

研究に不可欠な検査費用

目的

当法人への寄付者の意向を踏まえた調査研究を対象に助成金を交付するもの。

（平成２１年度実績８７，９９０円）
（２）がん医療従事者海外研修支援助成事業
主催 千葉県がんセンター
共催 千葉県がん診療連携協議会
日時 平成２１年１０月２日（金）～１０日（日）
場所 カナダトロント Ｔｏｒｏｎｔｏ Ｇｅｎｅｒａｌ Ｈｏｓｐｉｔａｌ
対象 がんセンター医師２人、千葉県病院群研修医５人
目的

がんその他悪性新生物に関する診断・治療技術に関する教育訓練に対し助成を行い、がん医療の

知識。技術水準に向上を図り、高度医療の普及・発展に寄与すること。（詳細は、ホームページ）
なお、研修成果は、がんセンター例会及び千葉県立病院学術集会で発表された。
（３）第３回千葉がん国際シンポジウム（講演）がんセンター例会同時開催
運営 千葉がん国際シンポジウム実行委員会
共催 千葉県がんセンター 千葉県がん診療連携協議会
後援・共催 （財）日本対がん協会
日時 平成２１年１１月２８日（日）１３：００～１８：００
場所 淑徳大学看護学部大講義室
対象 医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師等 １０８人
目的

がん免疫療法、地域連携クリティカルパス、看護セッションなどのテーマを取り上げ、米国ＮＣ

Ｉ，ニューヨークケッタリングがん研究所からＤｒ

Ａｒｙａ、Ｄｒ

Ｄｏｂｒｅｎｋｏｖ先生等をお

招きし、講演を通して世界のがん医療の進歩に触れることにより、千葉県におけるより良いがん医療の
推進を図ること。
（４）第２回市民公開講座
共催 千葉県がん診療連携協議会
テーマ「ストップ乳がん死！！早期発見が全てです」
基調講演「がん医療の経済と患者負担の軽減」濃沼信夫先生
パネルディスカッション

「乳がん検診の普及を阻むものは何か・受診率６０％を目指せ１」
日時 平成２２年２月２１日（日）１３：００～１６：３０
場所 ホテルプラザ菜の花 ３階中会議室「槙」
対象 一般県民 １２８人
目的

女性のがん死亡原因の第１位になることが確実な乳がんを取り上げ、乳がん死からの免れるため

にどうしたらいいかをみんなで考える。
（５）平成２１年度ピア・サポータースキルアップ研修会（講演・実習）
主催 千葉県 運営 ＮＰＯ法人医療・福祉ネットワーク千葉
○活動報告会
日時 平成２１年１１月１日（日）
１０：００～１２：００
場所 Ｑｉｂａｌｌ（きぼーる）１５階多目的室
対象 平成２０年度ピア・サポーター基礎研修会修了者１７名
○ スキルアップ研修会
日時 平成２１年１１月２９日（日） ９：３０～１６：００
場所 千葉商工会議所第２ホールＡＢ
日時 成２１年１２月１３日（日）１０：００～１６：００
場所 教育会館６０４号室
対象 平成２０年度ピア・サポーター基礎研修会修了者２０名
終了者１８名
（６）ＴＶ会議の運営管理
ＴＶ会議の基盤整備を行い、千葉県がん診療連携協議会の構成員間で試行的にＴＶ会議を実施した。
（７）ホームページ運営管理
専属の記者を配置し、本法人の開催する公開講座などをリアルタイムで掲載するとともに、チーバくん
ががん診療連携病院を訪問して各病院の特徴やがん医療への取り組みなどを連載で紹介し、県民に最新
の医療情報を提供している。

６

共催・後援

（１）共催
○千葉県がん患者大集合２００９（５万円助成支援）
（特別セミナー、講演、会場参加型シンポジウム）
主催 千葉県がん患者大集合実行委員会（がん患者団体、がん体験者）
共催 千葉県、千葉市他
日時 平成２１年９月６日（日）１２：００～１６：５０

場所 京葉銀行文化プラザ３階 音楽ホール
対象 がん患者とその家族、一般県民、保健医療福祉関係者 ３９８人
目的 がん患者とその家族が、安心して療養し、納得いく医療を受けられると共に、その人らしく生活を
送ることが出来るように必要な支援を受けられる社会実現を目指し、患者の声を集約して関係者に情報
発信する。
（２）後援
○がん講演会（講演「大腸がんは怖くない～早期発見のために黒沢年雄等）
主催 千葉県
共催 千葉市、船橋市、船橋市医療センター、ちば県民保健予防財団他
後援

厚生労働省他

日時 平成２１年９月１３日（日）１３：００～１５：５０
場所 アミュゼ柏 ２階クリスタルホール
対象 一般県民 ３８８人
目的 専門医や体験者の講演を通して、がん検診の大切さを県民に周知する。
○がん予防展（展示、体験コーナー）
主催 千葉県
共催 千葉市、船橋市、船橋市医療センター、ちば県民保健予防財団他
後援 厚生労働省他
日時 平成２１年９月１２日（土）～１３日（日）１０：００～１７：００
場所 イオン柏ショッピングセンター
対象 一般県民 約３，０００人
目的 ９月のがん征圧月間に合わせ、展示物による目からのがん予防、乳がんの触診指導、無料相談な
どによる体験コーナーを通してがん予防の普及啓発を図る。
○ 千葉県がんセンター県民公開セミナー
テーマ「大腸がんのトータルケア：」
主催 千葉県がんセンター、
（財）日本対がん協会
後援 （株）千葉日報社
日時 平成２１年１０月３１日（土）１３：００～１６：００
場所 千葉駅ビル６階 ペリエホール
対象 一般県民 １８７人
目的 一般県民にがん医療に関する最新情報を提供する。
○ 平成２１年度在宅がん緩和ケアフォーラム
テーマ「がんでも安心して家で暮らせるまちをめざして」
（基調講演「在宅ホスピスのすすめ」
、パネルディスカッション）

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
後援 千葉市等３３団体
日時 平成２２年１月３０日（日）１３：００～１６：３０
場所 千葉市文化センター ３階アートホール
対象 一般県民、在宅緩和ケアに携わる施設関係者等 ３５８人
目的

在宅がん患者への緩和ケアに携わる者が在宅緩和ケアについての関心と理解を深め、在宅緩和ケ

アを希望する患者が適切な緩和ケアが受けられる社会づくりの実現に寄与する。
○日中友好“Ｖｉｓｉｔちば”観光フォーラム医療シンポジウム
主催 （社）観光振興懇談会
後援 観光庁、在日中国大使館、中国国家観光局、千葉県、千葉市
市川市、鎌ヶ谷市、館山市、松戸市等
日時 平成２２年４月９日（金）１０：００～１８：００
場所 東京ベイホテル東急（浦安市）
目的 千葉県の観光をＰＲし、医療サービスを新たな観光資源とする政策に協力、医療ツーリズム導入
の検討会を開く。

７

広報活動

当法人が主催、共催、後援する事業実施時に参加者にリーフレットを配布するとともに、関係団体、関係
機関、関係企業等に対しても入会や支援要請を行った。
また、県民に対し、ホームページ（http://www.medicalwel.com）により、最新の行事予定や医療情報を
提供した。

