
ピュアの歩み

2001年度 NPOピュア設立期　＊設立準備（服部義博医師、藤田）、4月服部氏死去、 美浦氏、川副氏らと設立

平成13年 6月 電話相談 日本ホスピス・在宅ケア研究会に参加、電話相談開始（ピュア専用電話にて）

8月 設立総会 設立総会開催、活動拠点を千葉大学高齢化社会・環境情報センター

12月 ＮＰＯ法人成立

3月 公開講座 第１回在宅ケア公開講座「栄養」

3月 情報誌 情報誌「ＮＰＯピュア」1号発行

3月 読売新聞千葉版6日　ちばニュースと話題「在宅ケア公開講座」

2002年度 5月 公開講座 第２回在宅ケア公開講座「栄養」

平成14年 6月 情報誌 情報誌「ＮＰＯピュア」第２号発行

7月 フォーラム NPO設立記念フォーラム「地域で生き、地域で死ぬ、ささえる仲間たち」

8月 本音でﾄｰｸ 本音でトーク番外編「あいちホスピス研究会の活動について」

9月 情報誌 情報誌「ＮＰＯピュア」第３号発行

10月 毎日新聞千葉版31日「ALS患者のケア」

10月 本音でﾄｰｸ 本音でトーク「傾聴ボランティアＡＬＣにかかわって」

11月 公開講座 第３回在宅ケア公開講座、２００２フォーラム講演録発行

11月 朝日新聞千葉版12日「ALS患者の在宅ケア、千葉大で」

12月 毎日新聞千葉版17日「服部さんの遺産･･･医療を地域で」

12月 情報誌 情報誌「ＮＰＯピュア」第４号発行

1月 毎日新聞千葉版21日「千葉大を情報交流拠点に」

2月 公開講座 第４回在宅ケア公開講座「在宅につなげる緩和医療」

3月 情報誌 情報誌「ＮＰＯピュア」第５号発行

2003年度 NPOピュア第２期＊在宅緩和ケアの情報発信、千葉県と協働、国・県等へ提言  茂木氏（事務局長）

平成15年 4-3月 助成金 福祉医療機構高齢者・障害者地方分助成事業「在宅ケア環境アップ事業」

5月 公開講座 第５回在宅ケア公開講座「がんと生きる人へのこころのケア」

5月 本音でﾄｰｸ 本音でトーク「オランダ・ホスピス見学レポート」

7月 情報誌 情報誌「ＮＰＯピュア」第６号発行

7月 本音でﾄｰｸ 本音でトーク「介護付き共同住宅を訪ねる」

8月 公開講座 第６回在宅ケア公開講座「オストメイト」、月刊がんもっといい日取材

10月 情報誌 情報誌「ＮＰＯピュア」第７号発行

10-12月 ボラ養成 こころに寄り添うボランティア養成講座入門編全3回

11月 公開講座 第７回在宅ケア公開講座「在宅での口腔ケア」

11月 県に提言 千葉県在宅がん患者緩和ケア支援ネットワーク指針策定に意見書

12月 情報誌 情報誌「ＮＰＯピュア」第８号発行

2月 日本経済新聞朝刊22日「みとった後の遺族支援-介護に納得できたかがカギ」

3月 フォーラム 家に帰ろう！在宅ホスピスケアガイド千葉市版発行記念フォーラム 押川真喜子氏

3月 朝日新聞千葉版23日「在宅ホスピスノウハウ紹介-NPOが冊子を配布」

2004年度 4月 情報誌 情報誌「ＮＰＯピュア」第９号発行

平成16年 4月 内閣府経済社会総合研究所「わがまち元気レポート」で紹介

5月 本音でﾄｰｸ 本音でトーク「フォーラムのビデオ観賞」

5月 共同通信より全国17ヶ所に発信、千葉日報20日「在宅につなげる緩和医療ケア」

5月 「在宅緩和ケアガイド千葉県版」確認作業、発行

7月 情報誌 情報誌「ＮＰＯピュア」第１０号発行

7月 本音でﾄｰｸ 本音でトーク「愛知ぼちぼち長屋・ゴジカラ村見学」
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7月 公開講座 第８回在宅ケア公開講座「在宅ホスピスケアに期待すること」

8月 千葉日報1日「在宅緩和ケア普及を」

10月 情報誌 情報誌「ＮＰＯピュア」第１１号発行

10-12月 委託：ﾎﾞﾗ 千葉県在宅緩和ケアこころのケアボランティア養成研修全6回

11月 公開講座 第９回在宅ケア公開講座「リハビリ」

12月 情報誌 情報誌「ＮＰＯピュア」第１２号発行＆忘年会

2月 フォーラム 第3回在宅ホスピスケアフォーラム　伊藤真美氏×大岩孝司氏

2月 読売新聞全国版22日支えるきもち藤田紹介「最期の願い、かなえたい」

3月 福祉医療機構平成15年度特に優れた事業に選出

3月 情報誌 情報誌「ＮＰＯピュア」第１３号発行

2005年度 4月 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 研修修了生が、さくさべ坂通り診療所、県がんセンターのボランティアに参加

平成17年 5月 公開講座 第10回在宅ケア公開講座「ホスピスケアを通して学ぶ対人援助」

7月 情報誌 情報誌「ＮＰＯピュア」第１４号発行

8月 公開講座 第11回在宅ケア公開講座「がん専門病院の患者さん相談室と医療連携」

9月 本音でﾄｰｸ 本音でトーク「ケアタウン小平・いつぷく荘見学」

10月 情報誌 情報誌「ＮＰＯピュア」第１５号発行

10-12月 委託:ﾎﾞﾗ 千葉県在宅緩和ケアこころのケアボランティア養成研修全6回

10-12月 本音でﾄｰｸ 本音でトーク「がんで家族を亡くした介護体験者の話を聴く会」横田、今村ほか

10月 Japan Times25日「THE　HOSPICE　MOVEMENT　IN　JAPAN」

12月 委託:ﾌｫﾗﾑ 千葉県在宅がん緩和ケアフォーラム（於千葉県看護協会）蘆野吉和氏

12月 情報誌 情報誌「ＮＰＯピュア」第１６号発行＆忘年会

2月 委託:ﾌｫﾗﾑ 千葉県在宅がん緩和ケアフォーラム（於千葉大学けやき会館）川越厚氏、NHK取材

3月 東京新聞千葉版5日「『自宅で死にたい』かなえたい」

2006年度 4月 情報誌 情報誌「ＮＰＯピュア」第１７号発行

平成18年 4月 国へ提言 厚生労働省がん対策推進室と患者会との懇談会へ参加

5月 研究会 在宅ホスピス緩和ケア研究発表会＆総会（14）

6月 がん対策基本法成立 （「緩和ケアの充実を」を求め、全国がん患者組織の一員としての活動が始まる）

6月 研修会 アメリカ対がん協会患者会支援研修へ参加（藤田）

6月 研修会 第14回日本ホスピス・在宅ケア研究会神戸大会（24,25）

8月 情報誌 情報誌「ＮＰＯピュア」第１８号発行

8月 公開講座 第12回在宅ホスピス緩和ケア公開講座（27日）　

9月 県委員 千葉県がん対策審議会専門委員就任、がん対策戦略プラン検討部会（藤田）

10-11月 委託:ﾎﾞﾗ 千葉県在宅緩和ケアこころのケアボランティア養成研修全6回

11月 第2回在宅医療推進フォーラムでパネリスト(藤田）

12月 国で発表 厚生労働省「がん対策推進に関する意見交換会」患者会ヒヤリング（藤田）

12月 情報誌 情報誌「ＮＰＯピュア」第１９号発行＆忘年会

12月 出展 全国がん患者会チャリティ講演会＆交流会

1月 本音でﾄｰｸ 本音でトーク「オーストラリアのボランティア活動」

1月 提言 千葉県看護協会主催「在宅ホスピスケア研修」（家族の心理）藤田、茂木

2月 読売新聞、東京新聞ほか　在宅がん緩和ケアフォーラム関係記事

2月 朝日新聞千葉版10日「がんでも最期を自宅で」

2月 委託:ﾌｫﾗﾑ 千葉県平成18年度在宅がん緩和ケアフォーラム　米沢　慧氏

2月 毎日新聞千葉19日「『最期は自宅で』かなう町に」

2月 毎日新聞千葉22日「がんと向き合う⑤医者選びを支えて患者の願いかなえたい」
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3月 提言 健康福祉センター等より講師の依頼（患者家族として）茂木、藤田

2007年 4月 情報誌 情報誌「ＮＰＯピュア」第２０号発行

平成19年 5月 地域ネット サテライトセンター構築へ向けて,

5月 本音でﾄｰｸ 本音でトーク「がんの家族を看取った体験者の声」

6月 研修会 第15回日本ホスピス・在宅ケア研究会高山大会（6/30,7/１）

7月 情報誌 情報誌「ＮＰＯピュア」第２１号発行

7月 公開講座 第13回在宅ホスピス緩和ケア公開講座（10日）

7月 朝日新聞千葉版16日「在宅緩和ケア公開講座を開催」

9月 提言 千葉県看護協会主催「訪問看護のつどい」（患者家族の立場）金井

9月 本音でﾄｰｸ 本音でトーク「がんの家族を看取った体験者の声」

10月 情報誌 情報誌「ＮＰＯピュア」第２２号発行

10-11月 委託:ﾎﾞﾗ 千葉県在宅緩和ケアこころのケアボランティア養成研修全6回

11月 出展 介護なんでも文化祭出展

11月 提言 千葉県看護協会主催「在宅ホスピスケア研修」（家族の心理について）藤田

12月 研修会 都道府県がん対策委員ワークショップ・東京）

12月 研修会 アメリカ対がん協会研修会参加

12月 情報誌 情報誌「ＮＰＯピュア」第２３号発行

2月 委託:ﾌｫﾗﾑ 千葉県平成19年度在宅がん緩和ケアフォーラム　アルフォンス・デーケン氏

3月 提言 千葉大学訪問看護師の学び直しフォーラムでパネリスト（藤田）

3月 県委員 千葉県がん対策推進計画策定（藤田委員）、がん対策は拠点病院との連携の時代に

3月 提言 国立がんセンターがん対策情報センター「患者・市民パネル」参加（藤田）

2008年度 4月 県委員 千葉県がん対策推進部会委員、在宅がん緩和ケア専門委員会委員（藤田）

平成20年 4月 情報誌 情報誌「ＮＰＯピュア」第２４号発行

5月 公開講座 第14回在宅ホスピス緩和ケア公開講座「終わりよければすべてよし」（11日）

5月 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 船橋市立医療センター外来ボランティアスタート（木）

7月 研修会 第16回日本ホスピス・在宅ケア研究会全国大会ｉｎ千葉　実行委員・ボランティア・講師

7月 情報誌 情報誌「ＮＰＯピュア」第２５号発行

9月 本音でﾄｰｸ 本音でトーク「がんの家族を看取った体験者の声」

9月 研修会 がん政策サミット27日・28日（都道府県がん対策委員集会）

10-11月 委託:ﾎﾞﾗ 千葉県在宅緩和ケアこころのケアボランティア養成研修全6回

10月 出展 介護なんでも文化祭出展

10月 情報誌 情報誌「ＮＰＯピュア」第２６号発行

11月 出展 ふなばし健康まつり2008出展（ふなばし健やかプラン21市民運動推進会議に入会）

11月 定例会 定例会「アロマ体験＆茶話会」(第３金）

12月 国で発表 厚生労働省「終末期医療のあり方に関する懇談会」患者会ヒヤリング（藤田）

12月 情報誌 情報誌「ＮＰＯピュア」第２７号発行

12月 出展 クリスマスチャリティコンサートｉｎ横浜（23）出展・会員多数参加

1月 定例会 定例会「フォーラム下見」（第3金）

2月 委託:ﾌｫﾗﾑ 千葉県がん緩和ケアフォーラム（1日）　内藤いづみ氏

2月 定例会 定例会「在宅緩和ケア講演会参加」（木）

2009年度 NPOピュア第３期＊地域コミュニティでホスピスケアを、地域拠点病院と協働（ボランティア）　

平成21年 4月 情報誌 情報誌「ＮＰＯピュア」第２８号発行

5月 本音でﾄｰｸ 本音でトーク「映画『おくりびと』から生と死を学ぼう」(10日)

7月 公開講座 第１５回在宅緩和ケア公開講座「家に帰ろう！暮らしを守り続ける医療」
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