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はじめに 
 

 
「チャイルド・ケモ・ハウスのブログ」は、私たちの想像を越えて進化して
います。ブログを立ち上げた当初のアクセス数は約20件、今では一日平均
25０件、多い日では400件ものアクセスがあります。大きな宣伝はしていま
せん。事務局へのメールや電話では「いつもブログを見ています」「ブログ
を見て電話をしました」という数々のお言葉。そしてブログによせられる想
いのこもったコメントと執筆者との心の通ったコミュニケーション。 
  
「インターネット」や「コンピューター」では、心からの友達を作る事はで
きない、大切な何かは生まれない、そうお考えの方もいらっしゃると思いま
す。私も「チャイルド・ケモ・ハウスのブログ」の経過を見るまでは、そん
な想いもありました。そんな想いを払拭したのが、私の母の闘病中の日記を
このブログで紹介させて頂いた時のことです。日記の中のある詩をブログに
アップした後、その詩を読んで下さった方から、心に響いたという内容のコ
メントを頂きました。20年前に亡くなった母が、今生きている人の心にメッ
セージを送ったことを実感できた瞬間でした。 
 
１日200名以上の方が「生」と「死」について前向きに考える場となったブ
ログ。これからもブログを活用する上で決して忘れてはならないこと、それ
は私たちが「小児がんの子ども達が笑顔でイキイキと育つ病院をつくるの
だ」ということ。実現不可能に思えた時、「かぁさん、家にかえりたい」と
いう入院中の子ども達の叫びを思い出すこと。小児がん専門病院の実現にむ
けて、ブログやこの冊子を通じて知り合った皆様と共に、歩んでいきたいと
思っています。 
 
 2007年6月30日 
 NPO法人チャイルド・ケモ・ハウス 
  事務局長 田村亜紀子 
 
 



 

 
 
 

ご寄付のお願い 
 

 
「チャイルド・ケモ・ハウス」は、小児がん治療中の子どもと家族のための
「夢の病院」設立を目指していますが、「病院」として既存の補助制度を受
けようとすると、子どもや家族に配慮した施設づくりはさまざまな制約を受
けてしまいます。 
 
そこで、ハウスの建設にかかる費用は寄付によってまかない、できる限り制
約のない環境の中で設計・デザインすることで、子どもと家族にとって本当
に必要な施設の実現を目指したいと考えています。 
 
施設の建設にかかる費用は、現在の想定で８億円です。また、設立後の日々
の運営にかかる費用や、企業の方々からの日用品などのご寄付のお申し出も
受け付けています。 
 
ご寄付のお振込は、以下の口座にお願い申しあげます。 
 
 寄付口座  
  三菱東京UFJ銀行 茨木西支店 普通預金 
   口座番号 3573223 
   口座名義 チャイルド・ケモ・ハウス 
  郵便局振替口座 
   口座番号 00910-2-169357 
   口座名称 特定非営利活動法人 チャイルド・ケモ・ハウス 
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NPO法人「チャイルド・ケモ・ハウス」のメンバー 
 
理  事  長*  楠木 重範 （小児科医師） 

副理事長* 米田 光宏 （小児外科医師） 

理  事* 田村 太郎 （非営利マネジメントアドバイザー） 

  同* 永田 宏和 （iop都市文化創造研究所代表） 

  同* 萩原 雅美 （家族代表） 

  同* 馬戸 史子 （チャイルドライフスペシャリスト） 

  同* 吉田 佳代 （看護師） 

監  事* 太田 秀明 （小児科医師） 

事務局長* 田村 亜紀子 （家族） 

運営委員 大崎 夕子 （家族） 

運営委員 村田 由美子 （家族） 

運営委員 九後 光子 （教師） 

運営委員 山岡 大  （ライフプランナー） 

設  計 手塚貴晴＋手塚由比（建築家・手塚建築研究所） 

企画コーディネート iop都市文化創造研究所 

（* 運営委員兼務） 
 
この「チャイルド・ケモ・ハウス」のメンバーは上にあげた
だけではありません。主役である小児がんの子どもたちとそ
の家族の皆さま、天使になった子どもたちとその家族の皆さ
ま、小児がんの子どもたちの医療・ケア・教育に関わるすべ
ての皆さま、そして、この活動にご賛同、ご支援、ご協力を
いただいている皆さま、ご寄付を賜りました皆さま、すべて
の皆さまがメンバーです。 



 

 
 

ご支援をいただいている皆さま 
 

グローバルヴィレッジインターナショナルプリスクール 
株式会社 M'sDS  
追手門学院校友会山桜会  
聖母被昇天学院中学校高等学校 
ECCジュニア 
学校法人山口学園ECC社会貢献センター 
江崎グリコ株式会社 
株式会社ガンバ大阪 
彩都建設推進協議会 
日本財団 
阪急電鉄株式会社 
株式会社エフネス 
カンタス航空 
トラベルビジョン株式会社 
恵生会病院医療相談室 
寺田醫院 
日本バレー株式会社 
NPO法人 み・らいず  
大阪芸術大学『Geidai Action Team』 
大阪大学院医学部系研究科 
Terry Fox Run NIPPON実行委員会 
手塚貴晴＋由比建築事務所 
株式会社iop都市文化創造研究所 
八尾徳州会病院４西有志一同 
八尾徳洲会病院小児科外来 
済生会吹田病院総合受付 
刀根山養護学校阪大分教室職員 
茨木市立豊川中学校 
宝塚市立丸橋小学校 
和泉市立横山小学校 
藤浩志企画制作室 
 （順不同） 

（2007年6月30日現在）
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プロフィール 
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名前 チャイルド・ケモ・ハウス（NPO法人） 
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詳細住所 茨木市南春日丘７-４-１-１０２ 
E-mail kemohouse@canpan.info 
寄付口座 三菱東京UFJ銀行 茨木西支店 普通預金 

 口座番号  3573223  
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郵便局振替口座 
 口座番号 00910-2-169357 
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バイオグラフィ 
 
2005.12.4 小児血液・腫瘍分野における人材育成と患児のQOLに

関する研究会 第1回 テーマ「小児血液・腫瘍分野の
課題について」 

2006.2.4 研究会 第2回  
テーマ「医療現場における現状と課題」 

2006.3.12 研究会 第3回 
テーマ「夢の病院：フロアコンセプトおよびハード面
の報告」 

2006.4.1 研究会 第4回 
テーマ「小児がん患児の家族が描く夢の病院」 

2006.5.28 研究会 第5回 
テーマ1「看護師グループの発表」 
テーマ2「フロアコンセプト」 

2006.7.16 研究会 第6回 
テーマ「病院の中の学校」 

2006.8.19 研究会 第7回 
テーマ「医療スタッフの1日」「患児の1日」 

2006.8.20 研究会 第8回 
テーマ「『小児がん』のことを一般の人たちに伝える
ためのイベント企画」 

2006.9.23 研究会 第9回 
テーマ「医療経営について」 

2006.11.12 イベント第1弾 
「かえっこバザール and チャイルド・ケモ・ハウス」 

2006.12.17 研究会 第10回 
テーマ「チャイルドライフスペシャリスト」 

2007.2.11 研究会 第11回 
テーマ「きょうだい児のサポート」 

2007.5.12 イベント第2弾 
「テリーフォックスラン＆チャイルド・ケモ・ハウ
ス」 [チャイケモウォーク] 
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概要 
 
 
施設コンセプト  2006/06/23 
 
○小児がん患児とその家族がストレスなく安心して治療が受けられるよう、“居住性” 
“医療面” “衛生面” に配慮した30床程度の個室中心の「入院施設」と「診察室」など
を設けます。 
 
○小児がん患児が長期入院中に、普段会えないきょうだい児や学校の友だちたちとも
ふれあうことができるよう、セミパブリックなフロアに “感染防止” に充分配慮した
「きょうだい児のスペース」や「プレイルーム」、「レストラン」などを設けます。 
 
○小児がん患児とその家族の長期に及ぶ入院生活や看護生活をサポートし、院内学級
などの教育環境を整え、家族のリフレッシュのために、充実したアメニティを設けま
す。 
 
○この施設に勤務する専門医やサポート専門のスタッフに対しても、日々の診察や治
療に加え、研究や研修といった “トレーニングの場” を提供できるよう、「研修室」
や｢ボランティア室｣などを設けます。 
 
 
 
小児がん治療中の子どもと家族のための「夢の病院」設立を目
指して  2006/07/11 
 
小児がんは助かる病気です 
 
医学の進歩で小児がんも以前と比べて治療成績が良くなり、７割は助かるようになり
ました。また、自覚症状もなく、重症化してから診断されるケースも多く、そもそも
の症例数が少ないことから診断も遅れがちです。小児がんは大人のがんとはちがい、
原因がはっきりしませんが、早期発見・早期治療が予後をわけるという点では同じで
す。 
 
現在、日本では小児科医自体が不足しています。また小児がんを専門とする医師はさ
らに少なく、診断や治療のレベルも、地域や施設によって異なります。医学の進歩で
早期に診断し、適切な治療が受けられれば助かる命も、現在の日本では残念ながら助
からない場合があります。 
 
●適切な診断と治療が行える小児がん専門医の育成が必要です。 
●診断後に適切な治療が受けられる医療機関につなぐことができるネットワークづく
りが必要です。 
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治療には時間がかかります 
 
小児がんは脳腫瘍や神経芽細胞種などの固形腫瘍と、血液のがんと言われる小児白血
病とに大別されます。白血病の場合は「化学療法」（Chemotherapy ＝「ケモ」と
呼びます）といって、抗がん剤を投与してがん細胞を減らしていく治療を行います。
固形腫瘍の場合も、以前は外科的治療（腫瘍を摘出する）が中心でしたが、摘出前に
腫瘍を小さくしたり、再発を防止する目的から化学療法を行うことが一般的です。 
 
化学療法は患児の身体に大きな負担を強います。がん細胞は成長が早いので、抗がん
剤は成長する細胞を見つけてやっつけるようにできています。しかし成長する細胞は
がん細胞だけではありません。がんの治療で髪が抜けたりするのはこのためですが、
髪の他にも消化器の粘膜や血液の成分（菌から身を守る白血球や、出血を止める血小
板など）にも影響があります。ですので、患児の身体に負担がかかりすぎないように、
抗がん剤の投与は一定の量を少しずつ、数回に分けて行います。通常治療には６ヶ月
から１年かかり、重症な場合はさらに年月を要します。 
 
●長期の入院生活は、患児や付き添い家族の精神的・経済的負担も重くなります。 
●きょうだい児・同級生とのコミュニケーションや、発達段階にあわせた保育・教育
が途切れないような配慮も必要です。 
 
 
小児がん治療中の子どもたちのための専門施設は、どこにもありません  
 
高度な医療が提供されている日本ですが、小児がんに特化した専門病院はありません。 
近年全国の子ども病院などでは、子どものQOLに配慮した治療がすすめられるように
なり、がん患児のQOLについても重要視されてきています。ただ、化学療法中に特有
のケア（抵抗力が落ちることによる感染予防、病室の空気をきれいにするなど一定の
設備、化学療法中に食べやすい食事、きょうだい児との面会への配慮など）を優先さ
せるためには、がん治療中の子どもとその家族の状態を重視した専門病院が必要です。
また大学病院などでCTなどの画像検査は予約でいっぱいです。じっとしていられな
い子どもは、鎮静剤を使用することによって検査をしています。子どもが自然に眠っ
た時に検査を行うことがベストですが、その時間的余裕がないのが現状です。また他
科（耳鼻科、眼科など）を受診する時は、大人の外来患者様と同じ待合い室で待たな
ければいけません。普段病棟では感染予防のためプレイルームにも出て遊ばないほう
がよいという状態のなか、風邪の人がいる外来窓口でマスクをして診察を待つという
矛盾した環境です。 
 
また、勤務医の労働環境は一般に思われているほど良くなく、すぐれた実績がある小
児科医でも、「アルバイト」で夜間救急病院の当直をしながら生計を維持しています。 
 
さらに、小児がんを専門とする看護師や、病棟保育士、院内学級の制度も日本では十
分な仕組みとなっていません。病院の外では当たり前のこと、友達と遊んだり、勉強
したり、家族とともに自由な時間を過ごしたり、ということが、小児がんの患児たち
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には保障されていません。 
 
●専門医や治療に関する情報をセンター化するなど、小児がん専門医が安心して治療
に専念できる環境を整える必要があります。 
●治療面でのＱＯＬに加え、発達段階に合わせた患児の育成に配慮したＱＯＬの向上
を視野に入れなければなりません。 
 
 
「チャイルド・ケモ・ハウス」が目指すもの  
 
そこで私たち「チャイルド・ケモ・ハウス」では、大阪大学医学部付属病院（以下、
「阪大病院」）小児科の血液・腫瘍グループとともに、小児がん患児が安心して化学
療法を受けるための専門施設を設立する準備を進めています。 
 
まず、30床程度の入院施設を建設し、阪大病院をはじめとする関西の医療機関と連携
して、小児がんと診断された患児の化学療法を行います。ハウスでは入院経験のある
患児や家族の意見を取り入れて、病棟のアメニティを向上させるほか、小児がん専門
看護師やアメリカの「チャイルド・ライフ・スペシャリスト：Child Life 
Specialist」を参考にした病棟内での子どもの発達と化学療法中特有の心身の状態を
サポートする専門人材の育成に取り組みます。将来的には、ここでの経験をモデルと
して、このハウスと同様の施設が全国にいくつか設立されることで、全国的な小児が
んの治療成績が向上し、小児がんになったすべての子どもが、笑顔で家族と共に治療
を進めることができるような環境作りを目指したいと考えています。 
 
●安心して化学療法が受けられるハウスを設立し、治療中も成長していく 子どもの
発達に応じたサポートについても研究や人材の育成を進めていく必要があります。 
●ひとつのモデル施設を示すことで、全国どこで小児がんと診断されても、子どもの
成長が中断されることなく、安心して治療が受けられる環境づくりを広げていくこと
が必要です。 
 
 
会員になってチャイケモを支えて下さい！   2007/02/02  
 
NPO法人 チャイルド・ケモ・ハウス では会員になってくださる方を募集しています。 
 
会員には下記の４種類があります。 
１ 正会員 個人  （20,000円／年） 
２ 正会員 団体  （100,000円／年） 
３ 賛助会員 個人 （3,000円／年） 
４ 賛助会員 団体 （5,000円／口 ２口以上） 
 
正会員には総会での議決権がありますが、賛助会員にはありません。その他について
は、正会員と賛助会員に特に大きな違いはありません。 
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会員になっていただくと、その時々の特典（今ならブログ集の贈呈）があるとともに、
各種案内や年間報告などを送らせていただきます。 
 
会員数はNPO法人の信頼や発展の鍵となります。まだまだ発達途中のチャイケモです
が、それを支えてみようと思ってくださった方、ぜひ会員になってください。会費は
１年間有効です。１年後に「会員を続けよう」と思ってもらえる団体になれるよう、
小児がん患児と家族を中心におきつつ、社会に貢献できる団体として活動してゆきた
いと思っています。 
 
入会にあたっては、「入会申込書」をダウンロードして、 kemohouse@canpan.info
までメールしていただくか、事務局宛に郵送をお願いいたします。申込書の送付とと
もに、下記の銀行もしくは郵便局口座に会費をお振込みいただき、会員手続き完了と
なります。 
 
入金確認後、こちらからブログ冊子、定款、領収証を送付させていただきます。みな
さまのご理解とご協力、よろしくお願い申しあげます。 
 
チャイルド・ケモ・ハウス事務局 
田村亜紀子 
 
●事務局 
 〒567-0046 
 大阪府茨木市南春日丘7-4-1-102 
 チャイルド・ケモ・ハウス（NPO法人） 
 tel: 080-6148-1108 
 E-mail: kemohouse@canpan.info 
 
●銀行口座 
 三菱東京UFJ銀行  
 茨木西支店 
 普通預金  
 口座番号 ３５７３２２３ 
 名義 チャイルド・ケモ・ハウス 
 
●郵便局口座（「ぱ・る・る」） 
 記号 １４０２０ 
 番号 ４１３３４６１１ 
 名義 特定非営利活動法人 チャイルド・ケモ・ハウス 
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振込口座  2007/02/03 
 
★ご寄付、会費等の振込口座 
 
●銀行口座 
 三菱東京UFJ銀行  
 茨木西支店 
 普通預金  
 口座番号 ３５７３２２３ 
 名義 チャイルド・ケモ・ハウス 
 
●郵便局口座（「ぱ・る・る」） 
 記号 １４０２０ 
 番号 ４１３３４６１１ 
 名義 特定非営利活動法人 チャイルド・ケモ・ハウス 
 
●事務局 
 〒567-0046 
 大阪府茨木市南春日丘7-4-1-102 
 チャイルド・ケモ・ハウス（NPO法人） 
 tel:080-6148-1108 
 E-mail: kemohouse@canpan.info 
 
 
★お願い 
 
「チャイルド・ケモ・ハウス」は、小児がん治療中の子どもと家族のための「夢の病
院」設立を目指していますが、「病院」として既存の補助制度を受けようとすると、
子どもや家族に配慮した施設づくりはさまざまな制約を受けてしまいます。 
 
そこで、ハウスの建設にかかる費用は寄付によってまかない、できる限り制約のない
環境の中で設計・デザインすることで、子どもと家族にとって本当に必要な施設の実
現を目指したいと考えています。 
 
施設の建設にかかる費用は、現在の想定で８億円です。また、設立後の日々の運営に
かかる費用や、企業の方々からの日用品などのご寄付の申し出も受け付けています。 
 
チャイルド・ケモ・ハウス事務局 
田村亜紀子 
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チャイケモ感謝グッズHP 
 
 
チャイルド・ケモ・ハウス感謝グッズHPオープン！！   
2007/05/15 
 
みなさま 
本日、日ごろの感謝の気持ちを込めまして「チャイルド・ケモ・ハウスご寄付感謝グ
ッズ紹介HP」をオープンいたしました。 
 
名づけて「チャイルド・ケモ・ハウス感謝グッズHP」です。 
そのまんまでごめんなさい。。。 
 
このHPでは、みなさからのご寄付への感謝グッズをご紹介しております。 
 
グッズはチャイケモボランティアの皆様が心を込めて作ってくださったものです。 
 
ご紹介していますものは主にヘアアクセサリですが、ほかにもビーズアクセサリやリ
ボンマグネット（←詳細は追って別記事でお知らせいたします）、ブログ集などがあ
ります。 
 
ヘアアクセサリはお子様や女性の方へのプレゼントやお返しに。。。 
 
リボンマグネットはマグネットですので、お車やオートバイ、冷蔵庫、洗濯機などど
こにでもくっつきます。 
 
栄えある第一回canpanブログ大賞受賞を記念して作成しましたブログ集はオープン
を記念して￥700→￥500へ値下げいたしました。これを機会にお手にとってご覧く
ださい。。。 
 
これからも品揃え豊富にできればいいなぁ。。。と思っています。 
応援よろしくお願いいたします。 
 
それでは、みなさまぜひお立ち寄りください。心よりお待ち申し上げます。。。 
 
まさみさま 
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チャイケモ応援団 
 
 
努力せよ さらば報われん  2007/02/21 
 
私たちの大先輩である 西田 勝 先生より、温かいメッセージが届きました。 
 
西田先生は阪大小児科の血液腫瘍グループをお立ち上げになった先生で、日本での小
児に対する化学療法の先駆者でいらっしゃいます。 
 
その後、阪大から大阪府立病院（現 大阪府立急性期・総合医療センター）へお移りに
なり、大阪府立病院副院長、大阪府立母子保健総合医療センター病院長、日本小児科
学会会長をご歴任なさいました。現在も枚方療育園医療管理者として現役でご活躍の
先生です。 
 
私が約20年前に小児科の研修を始めたときの恩師でもあり、この分野に進んだのも先
生のおかげです。 
 
by Ohta 
 
--------------- 
 
 
努力せよ さらば報われん 
         

重症心身障害児施設枚方療育園 西田 勝 
 
 
太田先生からチャイケモの原稿をお願いしますといわれて、なんのこと？と首をかし
げました。後で楠木先生から冊子を頂き、私の若い頃の思い出がよみがえりました。
私は2006年の夏、誕生日を迎えて72歳になりました。昔は70歳を越えると、灰色の
壁の中の人生と思っていました。しかし肉体は衰えましたが、現在の私の心はばら色
です。 
 
私が小児科医になりたての頃、1959年ですが、先輩の先生に白血病と診断して、一
年以上も命があればその診断は間違っていると教えられました。さらに大正時代の教
科書をみると子どもの白血病は診断してから1ヶ月の寿命である、診断がつけばすぐ
に退院させなさいと書いてありました。ところが1960年代になると北米の論文に小
児の急性リンパ性白血病は治療すれば完全治癒の可能性がある。親はもちろん医師も
看護師も希望と情熱を燃やして治療に専念しなさいと報告されていました。私もその
論文を読んで感激し、論文にしたがって治療しました。当時にしては強いくすりを使
っての治療なので（今ではきつい治療だったとだれも考えませんが）周囲の反対もあ
り、こわごわしたものでした。治療の結果はすばらしいもので、今までかならず死ぬ
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といわれた白血病が完全に治癒しました（といっても50％ていどでしたが）。ただ当
時の治療では急性リンパ性以外の白血病には効果がなかったことや、再発例もだめで
した。その後白血病の治療は進歩し、完全治癒率は非常に進歩しました。 
 
むかしヨーロッパの子ども病院を見学に行きました。緑の多い敷地の広さにびっくり
しました。ところどころに建物があり、冷たい病院のイメージでなく、のどかな田園
風景でした。親たち専用の宿泊施設もあり、そこから仕事にでかける人もいるとのこ
とでした。希望すれば病院にとまることもできるし、家庭の家族環境によっては希望
すれば親は自宅にいて、時々病院にいくだけでもよいと説明されました。子ども病院
の病棟や病室はカラフルで明るく、子ども達が住むお部屋の雰囲気にみちあふれてい
ました。日本でもむかしとことなり、長期入院の子ども達の心のケアに気を配るよう
になり、治療の進歩とあいまって闘病の環境がととのってきました。しかし私のここ
ろにはヨーロッパの子ども病院でみた、豊な田園風景のなかにあるこころ和む病院の
建物と部屋、さらには希望すれば、親が身近にいることができる環境が懐かしく思い
だされます。 
 
いずれにせよ親も子も治ると信じて努力すればあなたがたに高い確率でばら色の人生
が待っています。 
 
 
チャイケモ応援メッセージ④  200 7/ 03/12 
 
宝塚市立丸橋小学校４年生のみなさんから、チャイルド・ケモ・ハウスに向けてじー
んと来る応援メッセージを頂きました。そして素敵な募金箱をたくさん作っていただ
きました。 
ご協力、本当にありがとうございました。 
 
チャイルド・ケモ・ハウスのみな様へ 
 
先日は学校に来ていただいていろいろ教えていただきありがとうございました。家族
に会えないのは、とてもさびしいです。早く入院しても家族に会える家ができたらい
いなと思います。その願いをこめてぼ金箱を作りました。使ってください。また院内
学級のお友達にもメッセージを書きましたのでわたして下さい。 
 
丸橋小学校４年 
 
まさみさま 
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かぶりもの大好きせんせい  20007/04/06  
 
他大学で小児血液腫瘍の分野をされていた、知り合いの先輩医師の方より応援メッセ
ージをいただきましたので掲載させていただきます。 
鈴谷先生ありがとうございます。 s.kusuki 
 
ところで、先生の活動のblogをみました。 
納得です。 
先生とは多少の違いはあるかも知れませんが、 
私も四国で小児がん治療を行っていたころ、いろいろなことにやるせなさ、ふがいな
さを感じながらやっておりました。 
我々の病院は地方の大学病院で、少ないスタッフで日々診療に明け暮れておりました。 
無菌室やICUも充実し、治療に関しては充実した設備が整っていたと思います。 
しかし、問題は患者さんや家族を取り巻く院内の環境、サポート体制についてです。 
 
我々の地域には小児がん治療ができる病院が少ないため、 
当院には他県からの紹介患者さんも多く、 
そのご両親たちの多くは、入院中、子供たちの狭いベッドで寝泊り、 
中にはホテルを長期で借りている方もいらっしゃいましたが、そのような方は非常に
稀でした。 
悪化してICUに入っても、心配な家族は寒い廊下に簡易ベッドを持ち込んで寝ている
状態、 
多くを過ごす一般病室は冷たいコンクリートの壁、ぎゅうぎゅづめ状況でした。 
また、院内学級やレクリエーションに関しても、発展途上でして、 
他病院の医師の話を聞いて刺激され、 
屋上バーベキューパーティーを考えましたが計画倒れに終わり残念！（スタッフ少な
く無理） 
病棟で行われる七夕やクリスマスの小さなイベントでのスタッフの出し物や、 
個人的な趣味のかぶり物をかぶって回診し、患者さんを笑かす事ぐらいが（いや、実
際に笑うのは親？）せめて患者さんに笑顔を送れる機会だったように思います。 
 
大人にとっては病院は純粋に「治療」の場ですが、 
子供、特にシビアな病気と闘い、長期入院が必要な子供たちにとって、 
病院は戦いの場であるだけではなく、生活の場、成長の場です。 
彼らは病院にいながらも、着々と成長しているのです。 
それを支える親も一緒ですよね。 
 
学校へ行ってお勉強する、外でお友達と遊ぶ、お母さんの自転車の後ろに乗って 
買い物に行く、たまに回転寿司に連れて行ってもらう、 
夏休みにはおばあちゃんの家に行こう… 
そんな子供の頃に経験する当たり前の日常を、 
病気が診断された瞬間から、家族も患児も失ってしまうのです。 
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日々頑張れ頑張れと励ますしかなく、 
病気なんだからある程度我慢するのは仕方がないという諦めもあるでしょうが、 
たくさんの我慢をして病院で成長したこの子達も、将来日本を背負って立つ大人にな
るわけですよね。 
 
まあ、地方の国立大学なので仕方ないのかなと思ったりもしつつ、 
いまだ患者さんの「病気の治療」にしか焦点が当てられていない状況を何とかできな
いかと感じておりました。 
いつかは病棟保育士さんの導入や、化学療法中の子供でも遊べるプレイルームができ
る日が来るのかしら？ 
 
それには医師や看護師というこれまでのスタッフのみならず、多くの人材、人々の理
解、何よりお金が必要ではありますが。 
独立法人化して少しは改善するのかな？と淡い期待を抱いたりしつつ…う～む。 
 
先生の夢を心から応援しています。 
 
かぶりものが必要な時は言って下さい。 
さる、ペンギン、もじもじくん、大仏、エリザベス女王などいろいろです。 
では頑張りすぎてお疲れを出されませんよう。 
 
鈴谷浩子 
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ご寄付 
 
ご寄付。shuntan ありがとう！！   2006/11/23  
 
母子センターに勤めていたときの患者さんからメールとご寄付をいただきました。 
いわゆる標準治療で治癒する可能性の高い男の子です。 
しかし、標準治療といっても予期せぬ副作用など、いろいろとご苦労されたようです。 
以前も書きましたが、ケモの副作用は多種多様で、治療には経験が必要ですので, 
小児血液腫瘍専門医のもとで治療を受けるのがベストと考えます。 
6歳の誕生日を迎え元気にされているということで、安心しました。 
shuntan 誕生日おめでとう！！ 
 
s.kusuki 
 
 
MMママさん、ありがとう！   2006/11/25 
 
MM ママさんよりご寄付を頂きました。MMママさんは私に「いつもありがとう」と
言ってくれます。でも、何度も何度もつらい治療を乗り越え、学校や友達と遊びたい
気持ちをかみしめながら、痛みや退屈と闘っているMくん、お見舞いに行けばいつも
笑って「あそぶ」と言ってくれるMちゃんに、どれだけ私は励まされたことか。。M
くんは、妹のMちゃんのことを話す時は必ず笑顔がこぼれ、顔色がよくないときも少
しだけほっぺがふわっと赤くなるように見えます。家族が一緒にいること、あたりま
えだけど大切なこと、いつもいつもチャイケモでは一番大切にしていきたいです。
MMママさん、これからも応援してくださいね！ 
また一緒におみかん食べましょ～ 
 
田村 亜紀子 
 
 
クレイグ・ガゼィ氏講演会の報告  2007/05/24 
 
ご報告が遅くなりました。 
先日のクレイグ・ガゼィ氏講演会でご寄付を頂きました。 
 
４月１０日に東京で行われたオーストラリア人のクレイグ・ガゼイ氏の講演会にて、
チャイケモへの寄付活動が行われました。 
チャイケモの募金箱を置かせて頂き、会場で募金を募ってくださった結果、 
５３,０４０円とAU（オーストラリアドル）$85が集まりました。 
 
また株式会社エフネス様、カンタス航空様より、それぞれ５万円のご寄付を頂きまし
た。 
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このような貴重な機会を与えて下さった株式会社エフネス様とカンタス航空様、トラ
ベルビジョン株式会社様に心より御礼申し上げます。 
 
みなさまからのご寄付と会費は、小児がん患児が安心して家族とともに化学療法を受
けることのできる環境づくりのための資金として使わせて頂きます。 
本当にありがとうございました！ 
 
NPO法人 チャイルド・ケモ・ハウス 一同 
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イベント 
 
5月12日イベントちらし  2007/04/27 
 
チャイケモイベント第２弾のとっても素敵なチラシが出来上がりました。 
このチラシは、チャイケモボランティアのhirokoちゃんが作ってくださいました。 
hirokoちゃんありがとう。 
 
ここで、チャイケモウォークの内容に付いて少し触れたいと思います。 
 
ウォークのコース上には６つのチェックポイントがあります。 
そこでは、それぞれアトラクションが用意されています。 
たとえば、、、「脳を鍛えよう！ チャイケモ脳トレ」（仮題） 
「ハートちゃんマークを探そう」（仮題）など計６つです。 
 
また、チャイケモショップでは、チャイケモボランティアの皆さんの手作りヘアアク
セサリなどを販売いたします。 
そしてもうひとつ、「オリジナルエコバッグを作ろう」というとっても楽しいコーナ
ーもあります。 
 
そのほかにもいっぱい楽しいことがあります。 
 
たくさんのご参加とお天気に恵まれることを心より祈っています。 
 
 
チャイケモ川柳大賞発表  2007/05/17  
 
先日開催いたしました「チャイケモウォーク」で皆さんに捻っていただいた川柳から、
チャイケモ川柳大賞を発表いたします。大賞受賞おめでとうございます。 
 
チャイケモ川柳大賞 
 
金賞  病室の まどから見えた 青のとう 
 
銀賞  ありがとう みんなの心 宝箱 
 
銀賞  先生も 白衣をぬげば ただの人 
 
銅賞  母親と 代わったお泊まり 拒否される 
    悲しくおにぎり ほおばった 
 
銅賞  テリーから みんな繋がる 光の輪 
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「病室の・・・」 
病室から見えた塔をこうして違う角度からご覧になってどうだったかな、、今じゃな
くてこの先何年かたってからでも、ほんのちょっぴりだけでもさわやかな思い出にな
ったウォークであったなら、、と思います。 
 
「ありがとう・・・」 
チャイケモスタッから参加者やボランティアの皆さんへの感謝の気持ちを代弁してく
ださっているようです。 
 
「先生も・・・」 
いつもはどうしても、壁を感じてしまう存在のドクターたちがチャイケモTシャツを
着て、汗だくになって走り回っているところ、ご参加頂いた方々に頭を下げていると
ころなどを見ると、親近感が沸いたんでしょうね。。。この気持ち、そしてこの事実
は大切ですよね！！ 
 
「母親と・・・」 
特にこどもが寝る前などは、お父さんでは泣きやまないことが多いですよね。仕事も
大変なのに、、、。同情します。 
 
「テリーから・・・」 
テリーフォックスは自分の病気を治すことはできませんでしたが、未来のガン患者さ
んを治していることは間違いありません。 
 
この他にもたくさんの川柳をお書きいただきました。ありがとうございました。以下
にご紹介いたします。 
 
○ 青いそら 緑が映える ウォーク日和り 
○ 公園で 孫５人と チャイケモウォーク 
○ チャイケモで 森林浴と 孫の守り 
○ 木気の中 心やすらぐ さんぽみち 
○ 仏前に 母の日祝う カーネーション 
 
○ 休日を チャイケモウォークで リフレッシュ 
○ チャイケモで あたまもからだも 使ったよ 
○ 日常の けんそう忘れる 新緑道 
○ あゆみに いやみゆわれて さいあくだ 
○ お兄ちゃん わすれものいっぱい わすれもの 
 
○ そよ風に 吹かれて歩く チャイケモウォーク 
○ 寒いギャグ いつもどおりに うけながす 
○ オムライス バタコンラーメン 食べたいな 
○ 五月晴れ 青い水面に 青い鳥 
○ 8億円 みんなで当てよう totoビッグ 
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○ 今日もまた 一歩前進 チャイケモハウス 
○ 元気良く 明るい笑顔が ステキだよ 
○ あめんぼう ああめんぼうで みみかりて 
○ あちゃもがね なにかこわして あちゃーもー 
○ チャイケモに参加し ボランティアの皆さん ごくろう様 
 
○ めいっ子の チャイケモ活動 応援に 
○ みどりの林 チャイケモに 参加楽しいナ 
○ チャイケモ 初めて来るよ 楽しいな 
○ ともだちや ひさしぶりで なつかしい 
○ チャイケモに 助けられたし 我がこころ 
 
○ よばぬとも よってくるかな 池の鯉 
○ しろいくも わたがしだったら いいのにな 
○ ひいがつく ばあちゃんこんご ふえそうだ 
 
イベントにご協賛いただきましたグローバヴィレッジインターナショナルプレスクー
ルさま、日本バレー株式会社さま、ご協力をいただきました聖母被昇天学院の皆さま、
ボランティアの皆さま、本当にありがとうございました。 
 

 
 
by Ohta 
 
 
イベントアルバム①②③  2005/005/28 
 
＜イベントの写真はブログをご覧ください＞ 
 
最後になりましたが募金と協賛金のご報告です。 
 
募金総額 ￥374.591 
協賛金 グローバル ヴィレッジ様より ￥50.000  
    日本バレー株式会社様より   ￥50.000 

    
かえるくんも大喜びでした。 
みなさまからのご寄付と会費は、小児がん患児が安心して家族とともに化学療法を受
けることのできる環境づくりのための資金として使わせて頂きます。 
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本当にありがとうございました！ 
 
みなさま本当にご参加と応援をありがとうございました。 
これからも末長くチャイケモのご支援をよろしくお願いいたします。 
これにて楽しかったイベントのご報告を終わりにします。 
 
 
まさみさま 
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事務局日記 
 
 
ブログで叶える夢  2006/11/16 
 
「チャイルド・ケモ・ハウスのブログ」が大賞を頂けるとは、、正直とっても驚きま
した。 
 
事務局の負担にならないように、医療者、家族、看護師がそれぞれの立場で思いをつ
づってくれたこと、「はなさん」をはじめ、たくさんのブログをみた方々が共感し、
リンクをはって紹介してくださったこと、そして私たちをいつも頑張ろうという気に
させてくれる入院中の子どもたち、天国にいる子どもたち、きょうだい、ご家族、、
本当にみなさまのおかげです。 
 
また、このようなブログを制作するチャンスを与えて下さった日本財団CANPANチ
ームのみなさまに心より感謝致します。 
 
昨日の授賞式では、司会の久米さんより「ブログで叶えたたい夢を、できるだけ大き
い夢を教えて下さい」と聞かれました。ちょっとためらいましたが勇気をだして言い
ました。 
「ブログで８億円集めたい」と。８億円は小児がんの子どもたちとその家族が家のよ
うに過ごせる施設をつくるための資金です。会場が少しどよめき、久米さんが会場に
「その夢が叶えられると思う方、手をあげてください！！」とお尋ねになりました。
なんと、、参加者の四分の一くらいの方が手をあげてくださいました。感激しました
っ。実は涙が出るほど嬉しかったです。これまで活動の紹介をすると、「お金、集ま
るんかぁ～？」と聞かれます。『そんなんやってみなわからんやん、一緒に集めてく
ださいよ～』と内心思いながら、みんなで励まし合っています。そんな中、ブログ大
賞授賞式でのみなさまの反応、応援は本当に嬉しかった。。。 
 
ブログで叶える夢、、、それは「夢の病院は家です」のコンセプトのもと、子どもた
ちがイキイキとできる、家族がほっとできる、、そんな施設を創ることです。 
 
さらなる皆様のご支援、お待ちしています！ 
この度は本当にありがとうございました！！ 
 
チャイルド・ケモ・ハウス 事務局 
田村亜紀子 
 
 



20 

ラジオ出演します！！   2006/11/25 
 
みなさま 
 
１１月２５日土曜日、朝日放送ABCラジオ「ニュース探偵局」 
20:20~20:54に、チャイケモが紹介されます。 
チャイルドケモハウス理事の田村太郎が出演します。 
 
お時間のある方は、ぜひお聞きください。 
 
 
キウイ  2006/12/24 
 
CANPANブログ大賞の授賞式でご一緒させて頂いた、「畑のついてるエコアパート
をつくろう」の平田さんよりキウイを頂きました！ 届いた時には、まだ硬かったキ
ウイですが、同封してくださった注意書きにあった通り、りんごと追熟させて２週
間、、チャイケモ研究会の時には見事にちょうどよい感じになりました。本当にみず
みずしくっておいしかったです！ 研究会後の疲れをとってくれました。平田さん、
本当にありがとうございました！！ 
 
 
子ども記者ギャング  2006/12/24 
 
引き続きCANPANブログでご一緒だった団体のご紹介です。佐多岬ウォータージュ
ニアさんは、学校のこどもたちがブログを書いてアップするというとても素敵な試み
をされています。いつか、大泊小学校の子どもたちと入院中の子どもたちが、ブログ
を使って一緒に何かできたら、、そう思います。大泊小学校の自然豊かなイキイキと
した画像に負けない、夢の病院で過ごす子どもたちの楽しそうな表情をアップできる
ようにがんばります。 
 
 
聖母被昇天学院からのクリスマスプレゼント  2006/12/29 
 
12月27日の記事にも掲載させていただきましたが、今月22日に聖母被昇天学院中
学・高校の方々から、クリスマス献金を寄付していただきました。 
毎年しているクリスマス献金を、先日の毎日新聞の記事を見て『今年はチャイケモ
に！』 と申し出て下さいました。 
 
生徒会の学生さん4人と、2人の教師の方が大阪大学医学部附属病院までクリスマス献
金を届けて下さいました。 
少し時間をいただいて、院内学級の教室でいろいろとお話を聞かせてもらいました。 
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『誰でも毎年1万分の１の確率で小児がんになる可能性があることを知った。この1万
分の１という確率は高いと思う』 
（もし自分が、白血病と言われたらどう思いますか？という質問に） 
『今まで考えてきたこれからの人生のことが、すべて考えられなくなってしまう気が
する』 
『生活が一変すると思う』 
最後に、生徒会会長の方が『無知の恐ろしさを知りました』とコメントしてくれまし
た。 
 
私からは『小児がん経験者だけではなく、誰でも何かを背負って生きていると思いま
す。しかし、みんなが正しい知識を持ち、ちょっとした気遣いをすれば素晴しい社会
になると思います。そういう社会を創って欲しい』とお願いしました。 
 
聖母被昇天学院では、クリスマス献金以外にも様々なボランティア活動をされている
そうです。 
これからの社会を支えていく中学・高校生が小児がんのことについて興味を持ってく
れたことに、チャイケモメンバーは感激しています！！ 
聖母被昇天学院の学生の方々、保護者の方々、本当にありがとうございました。 
 
s.kusuki 
 
 
第１回ボランティアオリエンテーション＆手作りグッズづくり
のご案内  2007/01/24 
 
チャイケモよりみなさまへ 
 
いつもチャイケモの活動にご理解とご支援を頂き、ありがとうございます。 
チャイケモでは、近々下記のような企画をしています。ご興味のある方はぜひご参加
ください！ 
 
第１回ボランティアオリエンテーション＆手作りグッズづくりのご案内 
 
開催日時：２月１７日 土曜日  １１：００～１５：００ 
場所：兵庫県尼崎市内 マンションの集会所 （会場の詳細は、ご連絡いただいた方
に別途ご連絡致します） 
 
内容 
１「ボランティアオリエンテーション」 

チャイケモのこと、応援したい、何かしたいと思って下さる方への活動紹介 
２「チャイケモの寄付集めに参加しよう！」 

オリジナルの手作りグッズづくりにご協力ください。グッズを販売してチャイケ
モの運営や新しい病院づくりの資金につなげたいと思っています。 
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各自お昼ご飯をご持参ください。 
 
参加ご希望の方は、下記の項目をご記入頂き事務局 kemohouse@canpan.info まで
メールもしくはお電話頂きますよう、お願い致します。（TEL:080-6148-1108） 
 
1.お名前（ふりがな） 
2.ご住所 
3.お電話 
4.メールアドレス 
5.人数 
 
NPO法人チャイルド・ケモ・ハウス 
事務局長 田村亜紀子 
 
 
2月17日のご報告とお礼  2007/02/23 
 
2月17日、無事第一回ボランティアオリエンテーションと手作りグッズの会を終える
ことができました。雨で寒い中１０名の方が参加してくださいました。ボランティア
オリエンテーションでは新規会員になってくださったり、ボランティア登録もほとん
どの方がしてくださいました。手作りグッズのほうは、ヘアアクセサリーも準備して
いた７０セットのキットが全部なくなるほど、手早く器用な方々ばかりで、驚かされ
ました。また、参加者のみなさまの趣味や特技もいろいろお伺いしましたが、これか
らご協力をいただけそうな方が増えると思います。 
第１回にして当初目的としていた販売物の作成のみならず、とても幅が広がり可能性
が一気に広がったような気がします。次は第２回目に向けて、今回参加いただいた
方々にもご協力をしていただき進めて参りたいと思います。 
 
ご参加くださったみなさま、本当にありがとうございました！ みなさまが「楽しか
った」と言ってくださったことが印象的で嬉しかったです。 
また第２回から初参加も大歓迎ですので、関心のある方はぜひご参加ください。日時
はブログでアップします！ ぶきっちょさんでも大丈夫です。誰よりもぶきっちょな
事務局の田村亜紀子がいますので。。 
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第2回ボランティアオリエンテーション＆手作りグッズづくりの
ご案内  2007/03/02 
 
チャイケモよりみなさまへ 
 
いつもチャイケモの活動にご理解とご支援を頂き、ありがとうございます。 
チャイケモでは、近々下記のような企画をしています。ご興味のある方はぜひご参加
ください！ 
 
第2回ボランティアオリエンテーション＆手作りグッズづくりのご案内 
 
開催日時：3月24日 土曜日  13：00～16：00 
場所：兵庫県尼崎市内 マンションの集会所  
        （会場の詳細は、ご連絡いただいた方に別途ご連絡致します） 
 
<内容> 
１「ボランティアオリエンテーション」   

チャイケモのこと、応援したい、何かしたいと思って下さる方への活動紹介 
 
２「チャイケモの寄付集めに参加しよう！」 

オリジナルの手作りグッズづくりにご協力ください。グッズを販売して 
チャイケモの運営や新しい病院づくりの資金につなげたいと思っています。 

 
 
参加ご希望の方は、下記の項目をご記入頂き事務局 kemohouse@canpan.info まで
メール、もしくはお電話頂きますよう、お願い致します。（TEL:080-6148-
1108） 
 
1.お名前（ふりがな） 
2.ご住所 
3.お電話 
4.メールアドレス 
5.人数 
 
NPO法人チャイルド・ケモ・ハウス 
事務局長 田村亜紀子 
 
 
クレイグ・ガゼイ氏の講演会  2007/03/20 
 
みなさま 
チャイケモに嬉しいお申し出がありました。来月、４月１０日に東京で行われるオー
ストラリア人のクレイグ・ガゼイ氏の講演会にて、チャイケモへの寄付活動をしてく
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ださるというお話です。チャイケモの募金箱を置かせて頂き、会場で募金を募ってく
ださることになりました。 
 
クレイグ・ガゼィ氏は、９才の愛娘を小児がんで亡くされました。頂いた講演会のチ
ラシからは、クレイグ氏の悲しみと悲しみを糧に世界中の方々に小児がんについての
理解を深めてほしい、そして小児がん治療の発展につなげたい、という思いがひしひ
しと伝わってきます。（詳細はpdfファイルのチラシをご覧下さい） ご自身の努力
を惜しまないクレイグ氏の姿勢に、私たちも気持ちの引き締まる思いです。 
 
関東地区でお住まいの方、できれば是非ご参加頂きご感想等を送って頂ければと思い
ます。参加ご希望の場合は、添付のチラシの必要事項をご記入の上、トラベルビジョ
ン株式会社 FAX 03-3238-5386 までお願い致します。 
 
田村亜紀子 
 
 
チャイケモ・イベント第２弾！   2007/03/30 
 
NPO法人 チャイルド・ケモ・ハウスイベント第二弾！！ 
「テリーフォックスラン＆チャイルド・ケモ・ハウス」開催決定！ 
 
５月１２日 太陽の塔東側「下の広場」から、日本で初めての小児がん専門施設設立
を目指して、チャイケモウォークに参加しよう！！ 
 
■開催趣旨 
NPO法人チャイルド・ケモ・ハウスは、Terry Fox Run NIPPON実行委員会と共に小
児がんの研究と小児がん専門施設設立のためのチャリティーイベントを開催します。
本NPO法人の活動目的である「小児がん患児が安心して化学療法を受けるための専門
施設の設立」を広く発信し、専門施設の設立実現に向けて、より多くの方々に参加し
ていただけることを目的としています。 
 
■概要 
タイトル：『テリーフォックスラン＆チャイルド・ケモ・ハウス』（雨天決行） 
開催日時： 2007年5月12日（土）10：30～15：00（10:00受付開始） 
開催場所： 万博記念公園 下の広場 （太陽の塔の東側） 
来 場 者： 約200名（見込み） 
参 加 費： 大人 １口１０００円 （１５才以下の子ども無料） 
 
★参加方法★ 
 
その１：かえるの募金箱をダウンロードし、募金箱を作って参加する → 募金箱と
参加費（できれば身近な方のご寄付も）を持って当日会場へ 
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その２：募金箱は持たずエントリーフォームを持って参加する → エントリーフォ
ーム（あらかじめダウンロードしてください）に必要事項を記入し、エントリーフォ
ームと参加費（とできれば身近な方のご寄付も）を持って会場へ 
 
※ 当日会場にお越しになることができない方、テリーフォックスランにご参加なさら
ない方も募金で参加していただけます！ 参加予定の方に募金をお渡しください。
（お名前もお教えください） 
 
 
■イベント内容 
 
１「テリーフォックスラン＆チャイケモウォーク」 
テリーフォックスランとは... 18歳で骨肉腫と診断され、片足を失ったカナダ人男性、
テランス・スタンレー・フォックスががん患者へ勇気と希望を与えること、また治療
研究への資金を集めることを目的として、カナダ大陸横断に挑戦しました。 
当初は「Marathon of Hope（希望のマラソン）」として始まり、現在はカナダ全土
でテリーフォックスランとしておこなわれています。日本でも三重県を中心に大阪、
奈良などでランが展開されています。今回大阪のランコースを走るにあたり、ぜひ大
阪の小児がんに取り組む団体とも共催したいというお申し出を受け、共にランイベン
トを開催させていただくことになりました。 
万博公園から大阪城までを走行する健脚者用ジョギングコースとお子様や体力に自信
のない方もご参加いただける万博内ウォーキングコースをご用意しています。参加
費・寄付金はカナダのテリーフォックス財団とチャイルド・ケモ・ハウスに均等に配
分されます。 
 
＜チャイケモウォークについて＞ 
～ケモってなぁに？ チャイケモウォークで頭と心を鍛えよう～ 
小児がんや入院中の子ども達、病院のことについて、楽しく知ることのできるチェッ
クポイントをウォークのコースに取り入れます。命の大切さや日常生活の素晴らしさ
について、子どもも大人もウォークを通じて感じてもらいたいと思っています。 
 
２ チャイケモショップ同時開催！ チャイケモ・ボランティアの手作りグッズ、ヘ
アアクセサリーなどを販売いたします。商品の収益はすべてチャイルド・ケモ・ハウ
スの活動資金とさせていただきます。 
 
また、チャイルド・ケモ・ハウスでは、このイベント実施にあたりご協賛いただける
企業を探しています。お知り合いなどで、ご協力くださる方がいらっしゃいましたら、
ぜひ事務局までご連絡ください。 
 
お問い合わせ先 
チャイルド・ケモ・ハウス事務局長 田村亜紀子 
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またまた聖母被昇天学院  2007/04/02 
 
2007年3月14日 
 
またまた聖母被昇天学院の方々が、阪大病院院内学級を訪問してくれました！！ 
その時の模様を紹介させていただきます！ 
 
   
**** まずは自己紹介。みんなに名前を覚えてもらいました **** 
 
**** じゃんけんゲーム  **** 
 
私に後だしで勝ってくださいね～～次は負けてくださいね～～早くなりますよ～～ 
脳のトレーニングになりました。 
 
**** 被昇天学院の先生（教師）も参加！！ 面白い手遊び？ダンス？を教えてくだ
さいました。 
さすが先生！ こどもの心をつかむのがお上手でした！！！ 
院内学級の先生、こどもの親御さんも夢中になってたのでは？？ ちなみに私も真剣
にやりました。**** 
 
**** 絵本や紙芝居の読みきかせをしてくれました。 
朗読がとても上手で、みんな聞き入っていました。 
被昇天学生 「このお話知ってる？」 
こども  「知ってる」 
こどもの親 「えっ 読んでへんで」 
こども  「クレヨンしんちゃんでやってた」  **** 
 
いつもは、ニンテンドーDSなどのテレビゲームをしていることが多いこどもたちで
すが、 
被昇天学院のお姉さんたちと楽しく遊べて大満足でした。 
 
「めっちゃ、かわいい！！ また来たい！！」と言ってくれた生徒さんを見て、 
私と親御さんは「若いっていいですね、、、」としんみりしていました。 
 
またぜひ遊びに来てください！！ 
 
報告 from s.kusuki 夕子 
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第3回ボランティアオリエンテーション＆手作りグッズづくりの
ご案内  2007/04/03 
 
チャイケモよりみなさまへ 
 
いつもチャイケモの活動にご理解とご支援を頂き、ありがとうございます。 
チャイケモでは、近々下記のような企画をしています。ご興味のある方はぜひご参加
ください！ 
 
第3回ボランティアオリエンテーション＆手作りグッズづくりのご案内 
 
開催日時：4月21日 土曜日  13：00～16：00 
場所：兵庫県尼崎市内 マンションの集会所  
        （会場の詳細は、ご連絡いただいた方に別途ご連絡致します） 
 
<内容> 
１ 「ボランティアオリエンテーション」   

チャイケモのこと、応援したい、何かしたいと思って下さる方への活動紹介 
 
２「チャイケモの寄付集めに参加しよう！」 

オリジナルの手作りグッズづくりにご協力ください。グッズを販売して 
チャイケモの運営や新しい病院づくりの資金につなげたいと思っています。 

 
参加ご希望の方は、下記の項目をご記入頂き事務局 kemohouse@canpan.info まで
メール、もしくはお電話頂きますよう、お願い致します。（TEL:080-6148-
1108） 
 
1.お名前（ふりがな） 
2.ご住所 
3.お電話 
4.メールアドレス 
5.人数 
 
NPO法人チャイルド・ケモ・ハウス 
事務局長 田村亜紀子 
 
 
ラジオ出演します part 2  2007/04/23 
 
みなさま 
 
朝日放送ABCラジオ「ニュース探偵局」 
4月24日（火）～28日（土）のAM3:50～、チャイケモが紹介されます。 
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チャイルドケモハウス理事長の楠木重範が出演します。 
またHPへは、番組の音声とテキストが27日夕方にUPされる予定です。 
 
以前、理事の田村太郎が出演させていただいた番組です。 
早起きで、お時間のある方はぜひお聞きください。 
 
 
あたりまえ  2007/05/07 
 
剛直さんの記事、Hさんのコメント、まさみさまの記事を読んで、私の母が闘病中に 
井村 和清 氏の詩を日記に書いていたことを思い出しました。 
 
あたりまえであることを幸せと感じつつ、あたりまえを失くしている子ども達と家族
のことを知ってほしい、そして集まって下さった方にも楽しんでもらいたい、５月１
２日のイベントにはスタッフやボランティアのそんな想いがあります。 
 
できるだけたくさんの方とチャイケモウォークでお会いできるのを楽しみにしていま
す！ 
 
「あたりまえ」作：井村 和清氏 
 
あたりまえ、こんな素晴らしい事を皆は何故喜ばないのでしょう。 
あたりまえで、あることを。 
お父さんがいる、お母さんがいる、手が二本あって、足が二本ある。 
行きたい所へ自分で歩いてゆける、手を伸ばせば、何でもとれる。 
音が聞こえて、声が出る。こんな幸せはあるのでしょうか。 
しかし、誰もそれを喜ばない、あたりまえだと、笑ってすます。 
食事が食べられる、夜になるとちゃんと眠れ、そして朝がくる。 
空気を胸一杯にすえる。 
笑える、泣ける、叫ぶ事も出来る。走りまわれる、 
みんなあたりまえのこと。 
こんな素晴らしい事を、皆は決して喜ばない 
そのありがたさを知っているのは、 
それを失くした人たちだけ。 
なぜでしょう、あたりまえ。 
 
 
＜コメント＞ 
ケモハウス事務局様 
「あたりまえ」 
この詩を拝見して頭がぐわーーーんとしました。わたしがたまーーーに頭によぎり、
自分のブログに綴っている事、そのものずばりだったからです。 
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わたしのムスコは悪性リンパ腫で去年２月に天使になりました。それ以来「なぜ自分
は普通の生活さえも出来ないのか？？」と自問自答をたまにしています。 
失ってから気がついても遅いんですよね。 
チャイケモでができることで、失う悲しみが少しでも少なくなるように・・・と思い
ます。「あたりまえ」の生活がずーーっと続きますように・・・ 
 
自分のブログにも「あたりまえ」を紹介させていただきました。 
ありがとうございました。  

Posted by: YUTAの母  at 2007/05/10 
 
＜コメント＞ 
ありがとうございます。 
ココロに響くメッセージでした。 
人は失ってから気づくことが多すぎます。 
失うたびに「無常」を感じ、その時にやっと気づく。 
遅くても気づくことが大事なのですが、 
早く気づける方がずっと幸せです。 
それでも気づいてから「ああしたかった」「こうしたかった」 
では遅い場合が多いです。 
少しでも早く、大切なことに気づき、 
日々感謝し、目を向けてすごすことを心がけようと 
思いました。気づきました。ありがとうございます。 
 
私もブログで明日、紹介させていただきます。 

Posted by: H  at 2007/05/13 
 
＜コメント＞ 
YUTAの母さん、Hさんコメントありがとうございます。お返事が遅くなってごめん
なさい。お二人のコメント、涙が出る程嬉しかったです。私にとってはこの詩は母の
字で書かれた、母の声のきこえる詩です。人は亡くなってからも、こうして何かメッ
セージをもたらすことができるのですね。母も喜んでいます。ありがとうございまし
た。  

Posted by: 田村亜紀子  at 2007/05/18  
 
 
イベントまであとわずか  2007/05/08 
 
いよいよイベントまであとわずかとなりました！ 
今回のイベントは、ボランティアオリエンテーションに参加していただいた方々、聖
母被昇天学院の方々など、多くのボランティアの皆様に支えていただいております。 
ボランティアオリエンテーションに参加していただいている方々には、ご自分のお仕
事がお忙しい中、チャイケモのために時間を費やしていただき、万博会場の下見、イ
ベントの企画、チラシの作成など、ありがとうございます。 
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また聖母被昇天学院におきましては、教師の方と生徒さんたちとが力をあわせてイベ
ントに向けて準備をしていただき、ありがとうございます。 
イベント当日も、受付、イベント参加者の誘導、チェックポイントの企画などを手伝
っていただけるとのこと、本当にありがとうございます。 
皆様のお気持ちにそえるよう、チャイケモメンバー一同、力をあわせてイベントを成
功させたいと思いますので、多くの方々のご参加よろしくお願いいたします！ 
 
では、イベントの内容を少し紹介させていただきます。 
【チャイケモウォーク】万博公園内、約２ｋｍのウォークイベント 
チェックポイントとして以下の企画が用意されています。 
『脳トレ』 
『ゲイダイガー登場 ＆ チャイケモクイズ』 
『ハートちゃんマークを探せ！』 
『川柳コーナー ＆ リボンマグネットのデザインコーナー』 
『パネル展示』 
『チャイケモダンス』 
 
【チャイケモ・ショップ】 
チャイケモショップでは、リボンマグネットや手作りのヘアアクセサリなどの販売や
『オリジナルエコバックを作ろう！！』というキャンバス地のエコバッグに布描用ク
レヨンで自由に絵を描いていただく楽しい企画もご用意しています。ぜひお立ち寄り
ください。 
 
そのほかにもチャイケモウォークには、きぐるみによる応援、川柳大賞の発表、ウォ
ーク完走者へのプレゼントなど、楽しいことが盛りだくさんです。 
 
【テリーフォックスラン】万博公園から大阪城までのランイベント 
カナダでは誰もが知っている、そして日本でも13回目を迎えた世界的に有名なガン研
究支援・国際チャリティーイベントです。 
現在、そして未来の 
ガンと戦う 
すべての人類のために・・・Go！  Running！ 
テリーフォックスは1日42 km走り続けて、143日目義足のテリーは命尽きた。 
彼の思いを追い掛ける。 
 
日本では、5月12日大阪、5月13日愛知、5月14、15日三重（参宮みち）、5月16日
奈良、5月17～19日和歌山～三重（熊野みち）、5月20日三重（伊勢みち）で開催さ
れます。 
熊野みち、伊勢みちではなんと1日50 km以上走られるそうです。 
チャイケモは、大阪のイベントを共催させていただいております。 
ちなみにs.kusukiも走る予定です。みなさまのご声援よろしくお願いいたします。 
 
NPO法人チャイルド・ケモ・ハウス 理事長 楠木重範  
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※先日のエキスポランドでの事故犠牲者の方、そしてそのご家族のみなさまへお悔や
み申し上げます。 
尚、万博公園への入場は制限など無く通常通り行われますので、５月１２日のイベン
トは、予定通り開催致します。 
 
 
祝 チャイケモブログ１周年！   2007/06/23 
 
きょう6月23日で、このチャイケモブログが立ち上がってちょうど１年が経ちました。
これまでに240を超える記事を発信し、140を超えるコメントをいただいております。
また、昨年11月には栄えあるCANPANブログ大賞の受賞という栄誉にもあずかりま
した。ひとえに皆さまのおかげと心より感謝申しあげます。 
 
私はこのブログの中で、過去から未来への時間軸、世界にも目を向けた空間軸を視点
にして、日本の四季の風物詩を取り入れながら「小児がん」や「子ども」のことを綴
って参りました。読者の皆さまが少しでも小児がんのことを考える機会になればと願
っております。 
 
さて、ご存知のように、このブログは何人かのメンバーの共同作品です。時系列でお
読みになるとおわかりいただけるかと思いますが、一つの記事が別メンバーの記事に
呼応しているものも多数ございます。こうした記事が織り成す私たちのメッセージが
皆さまの心に届けば大変嬉しく思います。 
 
by Ohta 
 
----- 
 
何事においても、三日坊主で国語が苦手な私が一年間もブログを続けることができた
のは奇跡です。これは、小児がんの分野に関する問題点があまりにも多いこと、子ど
も達の私達に対するメッセージがすばらしいことのあらわれだと思います。そしてな
によりも、チャイケモを支援してくださる皆様の応援のおかげです。 
 
これからもチャイケモのブログチェックが皆様の日課になるよう努力していきますの
で、今後ともコメント、メールなどでのご意見よろしくお願いいたします。 
 
s.kusuki 
 
----- 
 
私は、数年前までは、ただの二児の母でした。 
３年前に、白血病で子供を亡くした母になりました。 
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一昨年、チャイケモの理事に就任させていただきました。そして、このブログを書か
せていただくチャンスまでも与えられました。。。 
 
今私はただの二児の母の頃には予想もしなかった道を歩ませて頂いています。 
一時は絶望のふちに立たされたこともありましたが、こうして、人生においての「生
きがい」を与えられたことに深く感謝しています。 
 
記事を書くときには、色んなことを思い出し、辛い思いをすることもありますが、こ
れからも「小児がんの子供をもった母親」として、多くの色々な立場のみなさまと気
持ちを通わせることのできる記事を発信できるように、がんばりたいと思います。 
 
これからもチャイケモブログの応援をよろしくお願いいたします！ 
  
＜まさみさまの母の絵が挿絵として入っています。ブログをご覧ください＞ 
 
まさみさま 
 
----- 
 
チャイルド・ケモ・ハウスのブログはこの１年で小児がんの子ども達を取り巻く環境
について、皆様と考えることのできる場に成長しました。このブログを立ち上げた時
は、実はそこまで深く考えていたわけではなく（笑）、活動の紹介などができればい
いかな、と思っていました。これもコメントやアクセスして下さる皆様のおかげです。
有難うございます。 
 
１周年を迎えた今、皆様のおかげで新たな目標ができました。ブログを通して、たく
さんの方々に小児がんや『ケモ』について知って頂くことで、小児がんの子どもとそ
の家族が過ごしやすい社会をつくることです。そのためにはもっともっとたくさんの
方々、小児がんのことなど全く知らないという方々にもこのブログを読んで頂かなく
ては、と思います。１年後、アクセス数が４桁になることを目指してがんばります！ 
皆様、引き続き応援の程、よろしくお願いたします！ 
 
事務局 田村亜紀子 
 
 
小児がんの患児のケアに関する研究会のご案内  2007/06/26 
 

小児がんの患児のケアに関する研究会のご案内 
 
 この度、NPO法人チャイルド・ケモ・ハウスでは、小児がん患児の心身の痛みや恐
怖をできるだけやわらげる環境づくりを目指すため、小児がん患児のケアについて医
療スタッフやCLS（チャイルドライフスペシャリスト）院内学級の教師やメディカル
ソーシャルワーカー、そして当事者による研究会を開催致します。 
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本年度の研究会では。。。 
1. 子どもの成長・発達を中心にしたチーム医療の体制づくり 
2. チーム医療に必要なスタッフ育成の基盤づくり 
3. 病院と社会（学校、地域社会、在宅医療）と連携できる体制づくり 
 
という３つの視点から、患児の恐怖や不安を緩和し、治療をすすめることのできる環
境を提案し、計画することを目的としています。 
 この機会により多くの方にこの問題について考えて頂きたいと思い、チャイルド・
ケモ・ハウスの会員や寄付者の皆様をはじめ、一般の方々にもご参加をよびかけてい
ます。 
 また本研究会では、各テーマを単なる勉強会におわらせないよう、第一部と第二部
にわけ、第一部では経験者や専門家の発表を、第二部では問題や疑問の解決方法など
を具体化するための時間としたいと思います。 
 下記は、２００７年度研究会の概要です。ご参加頂ける方は別紙申込書に必要事項
をご記入の上、チャイルド・ケモ・ハウス事務局までメールもしくは郵送頂きますよ
うお願い致します。 
 
 

チャイルド・ケモ・ハウス２００７年度研究会予定 
 
★ 全８回  
  チャイルド・ケモ・ハウス会員の方は会費無料、一般の方は１回につき１５００
円頂きます。 
★ 時間：１３：00～１６：00（変更のある場合はお知らせいたします） 
 
★ 定員50名（定員になり次第締め切らせていただきます） 
 
第１回 ７月１４日（土） 
  会 場：彩都まちづくり会館（地図） 
  第一部 「闘病経験者と社会」  
        発表者 西村 剛直さん   
  第二部 「メッセージを広く社会に伝えるイベント」  
 
 
西村 剛直 さんプロフィール 
1984年兵庫県明石市に生まれる。 
3歳の頃から、蚊にさされると異常に腫れるようになる。 
2002年 肺炎・胃潰瘍・肝臓が腫れるなどの症状が現れ入院。 
2003年 病名が「慢性活動性EBウイルス関連免疫不全症」（小児がんの一種）とわ
かり、化学療法後に幹細胞移植を経験する。 
約１年間の闘病生活後、無事に社会復帰。 
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2006年 闘病生活でお世話になった楠木氏が理事長を務める、NPO法人「チャイル
ド・ケモ・ハウス」と出会う。 
現在、税理士事務所に勤務し、月に１度のペースでチャイルド・ケモ・ハウスの活動
に参加。 
    
 
第２回 ８月２５日（土）  
  会 場：茨木市男女共生センターローズWAM（地図） 
  第一部 「チャイルド・ライフ・スペシャリストと緩和ケア アメリカの報告」  
        発表者 馬戸 史子さん（チャイケモ理事・CCLS） 
  第二部 「日本での実践に必要な体制づくり」 
 
第３回 ９月１５日 
  第一部 「小児ホスピスの現状と化学治療専門病院への提案」（仮）  
   発表者 大阪府立母子総合医療センター医師 多田羅竜平さん 
  第二部 「チャイルド・ケモ・ハウスと小児ホスピス」 
           
 
☆第4回以降については日時および発表者などの詳細は後日お知らせ致します。  
 
 
Global Links Initiative  2007/06/28 
 
様々な社会課題の解決に向けて、斬新かつ創造的な方法で取り組んでいる Change 
Maker たちを国境を越えてつないでいくコンセプトのもと情報を発信している
Global Links Initiative のウェブサイトに、「チャイルド・ケモ・ハウス」が紹介さ
れました。 
 
ぜひご覧ください。→ http://www.glinet.org/inspiredetail.asp?id=3538 
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代表日記 
 
 
医者人生を決めるもの  2006/11/20 
 
「尊敬できる医者に出会えるかどうかで、医者人生が決まる」 
 
医学生の頃、ある医者に言われた言葉です。 
 
私は医師1年目から3年目まで国立大阪病院小児科に勤務していました。 
そこで、先日応援メッセージをいただいた多和先生に出会いました。 
多和先生は前の前の「大阪大学小児科血液腫瘍グループ」のチーフです。 
なんとも言えない「安心感」のある先生で、 
医者になって1年目から、尊敬できる医者に出会えた私は本当に幸せ者だと今でも思
っています。 
 
今日は、多和先生が看護師に講義をしたときの話を少し書かせてもらいます。 
 
『白血病の治療薬にロイナーゼというのがあります。 
その重大な副作用に、膵炎があります。 
この膵炎の治療は、早期発見が必須です。 
最初の症状は、腹痛で、血液検査が悪くなってから治療してからでは遅い！ 
だから、ロイナーゼを使っている子どもが「お腹が痛い」と言ったら、真夜中でもい
いから直ぐに医者に連絡しなさい。 
その原因がたとえ便秘であっても構わない。 
もし、夜中に起こされた医者が「こんな夜中に起こすな」と怒ってもそれは医者が悪
い。 
そんな医者は僕が怒ってあげる』 
 
ちなみに、このとき呼び出される可能性がある医者は私だけだったのだが、、、、 
 
幸い私が国立大阪病院に勤務している間には、ロイナーゼの膵炎を起こす子どもはい
ませんでした。阪大病院に来てから何人かいましたが、全て早期発見で事無きを得て
います。 
 
尊敬できる人の言葉というのは、いつまでも頭に残っています。 
 
s.kusuki 
 
国立大阪病院は現在国立病院機構大阪医療センターに名称変更しています。 
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素人から素人へ  2006/11/27 
 
先日のイベントでは、ブランディングイベントの企画としてiopという会社に非常に
お世話になりました。 
iopのスタッフには、NPOが認可される前の研究会のころから積極的に関わっていた
だきました。 
 
そのスタッフの一人に、石井さんという20代の女性がいらっしゃいます。 
当然医療のことも、小児がんのことも全くの素人です。 
また、イベントにはたくさんの大学生ボランティアの方々にもお世話になりました。 
 
イベントの打ち上げでの石井さんと女子大生の会話です。 
 
女子大生『今日のイベントの、チャイルド・ケモ・ハウスってよくわからないんです
けど』 
 
石井さん 
『ごめん、ごめん、急やったから十分説明できてなかった・・・ 
小児がんの子どもっていうのが世間には結構いてて、 
でも大人のがんと違って治ることの方が多いんやって。 
それで、その時する治療のことを『ケモ』って言うねんて。 
これは抗がん剤を使う治療の英語の略やねんけど、 
それを行う家で、チャイルドケモハウスやねん。 
小児がんの治療には何ヶ月も入院せなあかんねん。 
治療で抵抗力が落ちるから、皮膚にいるような菌でも命に関わることがある状態にな
るねんて。 
けどそんな中でも、入院中は結構元気な事も多いから、その子らの入院生活の環境を
整えなあかんなあってことで、 
この団体の活動と今回のイベントが開催されてん』 
 
石井さん、素晴らしい！ 僕はちょっと感動しました！ 
 
女子大生『へぇ～～。でも、「がん」ってなんなんですか？ 白血病ってなんです
か？』 
と会話は続いていきました。 
 
これは、とある居酒屋での若い女性たちの会話です。 
こういう会話がタブーではなく、自然とできる世の中になったらどんなにいいだろう。 
がんに対する、偏見・差別は無くなるのではないでしょうか。 
 
石井さんからのコメント 
 
私たちのような素人、しかも20代ぐらいだと、 



37 

「がん」は、日常生活からほど遠い（といいますか、考えることすらあまりなかった
です）ため、その現状をよく知らず、これらの会話がタブーなのかどうかも、分かり
ませんでした。 
 
また今、改めて考えてみると、子どものころは、身内が「がん」であっても、 
親は私に詳しく話すことはなく（このあたりがタブーのイメージなのでしょうか？） 
「がん」って病気は知っているけど、実際はどうなるの？ どのような治療が行われ
るの？と 
それらの知識をつける機会はなかったです。 
 
おそらく、私みたいな20代は多いと思います。 
そのため、居酒屋さんでも、何気なしに話題にあがったのだと思います。 
 
がんで亡くなる方が多く、いずれは関わる可能性が高いのに不思議ですね・・・。 
 
 
長野高校吹奏学部  2006/11/30 
 
11月24日から26日まで、日本小児がん学会、日本小児血液学会、日本小児がん看護
研究会がありました。 
様々な試みがあり面白かったです。 
そのひとつに、25日夜に大阪の長野高校吹奏楽部の演奏会がありました。 
今学会主催の大阪府立母子保健総合医療センター院長の河先生が診ている女子高生が
所属しているのがきっかけで、実現したらしいです。 
 
50数人の高校生が約50分間すばらしい演奏を聞かせてくれました。 
楽しそうに演奏している高校生達を見ていると、こちらまで楽しくなってきました。 
 
そして何よりもみなさんにお伝えしたいのは、この演奏を聴いていた時の学会員つま
り全国から集まった医師・看護師の温かい眼差しです。 
 
それまで、議論しあっていた医師・看護師が長野高校吹奏楽部の高校生たちの演奏を、 
温かく、穏やかな笑顔で見守り、最後には鳴り止まない拍手とスタンディングオベー
ションで感謝の気持ちを表しました。 
 
子供たちが一生懸命頑張る姿・楽しそうな姿を見ると、ついつい嬉しくなってしまい
ます。 
 
『病気を治して、元気になってもらいたい』という共通の思いを持っている、おっち
ゃん、おばちゃんがたくさんいることを、多くの子供たちに知ってもらいたいです。 
 
s.kusuki 
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闘病記を公開するにあたり  2006/12/11 
 
先日ブログ大賞を受賞したときにお知らせしたように、これから家族の闘病記を「家
族ワーキンググループ（家族WG）が経験したこと」として紹介していきたいと思い
ます。 
しかしその前に皆様に知っておいて欲しいことがあります。 
 
チャイケモを始めたことにより、患者家族の方からの率直なご意見を聞くことが多く
なりました。 
その中で感じたことは、家族の心の傷として残っているのは、『心無い医療者の言
動』だということです。 
 
何気ない言動が、家族・子供の心を傷つけてしまうこともあります。 
この事に気をつけることも大切ですが、 
ここで言いたいのはそのようなものではなく、明らかに愛情の無いひどい言動です。 
そのような言動をする人はチャイケモが目指す病院では絶対に働いてはいけない人で
す。 
ですから、『あの人なら、そんな事も言いかねない。無視しといたらいい』と聞き流
せばよいと思われるかもしれませんが、 
そう簡単には割り切れないのです。 
 
そういう言動がいつまでも家族・子供の心の傷として残っています。 
また、一生懸命頑張っている医療者も一部の心ない人のために気持ちよく働けないこ
とも、珍しくないと思います。 
 
このような経験を公表すれば、おそらくマスコミ受けするでしょう。 
ワイドショーなどでその医療者を攻撃し、同情してくれるかもしれません。 
しかし、チャイケモはそのような事はしたくないと考えています。 
なぜなら、そこから建設的な意見が生まれないからです。 
『何気ない言葉に傷ついた』のであれば検討し、医療者がそこから学ぶこともありま
すが、今回の場合はそれにあたりません。 
 
ひどい言葉を浴びた家族の心の傷を、みなさまに知ってもらいたいという気持ちはあ
ります。 
しかし、そのことによって一生懸命働いている医療者の心も痛みます。 
そのことを打ち明ける家族も、決して気持ちの良いものではありません。 
現在闘病中の子供たちに、不安を与えてしまうかもしれません。 
 
しかし家族・患者の心を一番傷つけるのは、『医療者の心無い言動』であるというこ
とだけは、しっかり認識しなければなりません。 
私自身も、知らない間に傷つけている可能性はあると思います。 
もし、私のせいで心に傷を負っていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、この場を
かりてお詫びしたいと思います。 
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また、このような事ができるだけ起きないようにするためには、十分なコミュニケー
ションがとれる環境が必要であると考えます。 
 
s.kusuki 
 
 
わからない  2006/12/13 
 
いわゆる『風邪』の原因はウイルスです。 
アデノウイルスのようにすぐに調べられるウイルスもありますが、大抵の場合すぐに
は調べられないウイルスです。 
また『風邪』は通常安静にしていれば自分の免疫力だけで治るし、原因ウイルスがわ
かったところでそのウイルス用の薬があるわけでもありません。 
また、現在知られていないウイルスが原因のことも多いと思います。 
 
こどもが『風邪』をひくと、その原因ウイルスによって『発疹』がでることがありま
す。 
『風邪』が治れば、その発疹も治るので特に治療する必要がないことがほとんどです。 
 
研修医の頃、このことを患者さんに説明するのに悩んだ時期がありました。 
『おそらく風邪のウイルスが原因で、ぶつぶつがでているのでしょう。でもその原因
ウイルスは何かわかりません』 
 
『その原因ウイルスがわからへんのは、知らへんだけちゃうの？』と直接言われたこ
とはないですが、上記の説明で納得してくれない方も多かったです。 
 
その頃の上司の多和先生に相談した時の会話です。 
多和医師 『あぁ～ようわからんぶつぶつなぁ～。ようあるな～。「わかりません」
って言うてるわ』 
 
研修医楠木 『えっっ、、、そんなん言うたら信用無くしますよ』 
 
多和医師 『そら、先生が言うのと僕が言うのでは重みが違うわ～』  
 
確かに、多和先生が笑って『わかりませんね～』と言ったら、患者さんも『経験のあ
る先生がそう言うってことは、よくわからへんけど、大丈夫なんやろうな』と納得さ
れるのだと思います。なによりも患者さんとの信頼関係があるからこそ言えるのだと
思いますが、、、。 
 
その時、早く自分も患者さんに堂々と『わかりません』って言えるようになりたいと
思いました。 
 
医学は進歩しましたが、まだまだ『わからない』ことは多いです。 
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『わからない』けど、何もしなくてよいこともあります。 
『わからない』から、今は何もしないけど、注意して経過観察しないといけないこと
もあります。 
『わからない』けど、最悪の事態を想定して、念のために治療をすることもあります。 
 
『小児科医だったら、こどもが病気になっても安心ですねぇ』とよく言われます。 
時には、『医者は病気にならない』『小児科医のこどもは風邪をひかない』と思って
いる人もいます。 
 
とんでもないです。 
こどもが熱を出したら、とても不安です。『早く治らへんかなぁ。ほんまに治るかな
ぁ』と心の中では心配してます。（立場上おろおろできませんが、、、） 
自分のこどもですら、どうなるのかわかりません。 
 
『この病気になったら、この薬ですぐ解決』という病気ばかりではありません。 
治す薬は無いけど、自分の力でゆっくり治す病気もたくさんあります。 
救急外来では、『注射してもいいから早く治して』と頼まれることもよくあります。 
風邪は注射ですぐ治るようなものではないです。 
ゆっくり休んで自分の力で治すものです。 
時には、こじらせて入院しないといけないこともあります。 
こじらせるかどうかは、はっきり言って『わかりません』。 
風邪をひいた時くらい、こどもをゆっくり休ませてあげてください。 
仕事の都合等で、そうできないことが多々あることはよくわかります。 
 
昼からこどもが体調をくずす。 
→ 親の仕事が終わり、夜になって冷え込んでから体調の悪いこどもを連れて夜間救
急外来に受診する。 
→ 救急外来なので、1日分しか薬が処方されない。 
→ 親の気持ち 『明日以降どうしよう、、、仕事休めへんしな～～～』 
→ こどもは熱をだしてしんどがっている、、、 
 
これを『悪循環』 と言うのではないでしょうか。 
『こどもが風邪をひいたので、2、3日仕事を休ませてください』 
『こどもが高熱を出したので、早退させてください』と、 
気軽に言える社会＝『こどもに優しい社会』になって欲しい、、、 
 
夜間救急外来をする度にそう思い続けてもう8年が経とうとしています。 
 
s.kusuki 



41 

研修医には期待していない。病院に期待している。 2006/12/25 
 
医師1年目のころから、白血病・脳腫瘍の患者さんを受け持つことになりました。 
毎日不安で、緊張の連続でした。 
 
そんな時、多和先生に 
『患者さんは、別に先生に治してもらおうなんて思ってない。この『国立大阪病院』
という看板に治してもらおうと思ってんねん。だから先生は、そんなにプレッシャー
を感じる必要はない。患者さんのことだけを考えて、なにかあれば相談すればいい。
それが先生の仕事や』 
と言われ、気持ちが楽になりました。 
 
研修医の頃というのは、いきなりみんなから『先生』と呼ばれだし、プレッシャーを
感じると思います。 
でも病気のこどもは医師一人で治療するのではなく、チームで治療するものです。い
わゆるチーム医療です。 
 
その中で研修医の役割は患者さんと密に接し、的確に状況を報告することだと思いま
す。 
その時の自分にできることを精一杯すれば、たとえ病気の難しい質問に答えられなく
ても患者さんの信頼を得ることはできる、と信じて私は今までやってきました。 
 
実際大学で診療をしていても、時々来る偉い医師より、研修医のほうが信頼されてい
ることも多々あります。 
 
ちなみに、医師になりたての研修医に対して使われる『先生』 という呼び名に、はっ
きり言って尊敬の気持ちは全くありません。 
『先生』＝『お前』くらいに思っておいた方がいいです。 
『せんせい～～どういうこと～～頼むわ～～しっかりしてや～』  
『それ、先生って呼んでる人に対して使う表現ちゃうやん、、、』 
ベテラン看護師と研修医の頃の私とのやりとりです。 
 
s.kusuki 
 
 
謹賀新年  2007/01/01 
 
新年あけまして おめでとうございます 
 
昨年は、チャイルド・ケモ・ハウスにとって記念すべき年となりました。 
今年も皆様のご期待に沿えるよう、しっかりと活動していきたいと考えておりますの
で、 
今後ともご支援のほどよろしくお願いいたします。 
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さて、私は昨日大晦日は小児救急外来、そして本日元旦は大学病院で病棟当番と、 
これぞ小児科勤務医！！という年末年始を送っております。 
また今朝深夜勤務の看護師さんに、『おめでとうございます』と言ったら、 
『え、、、あっそうですね』と言われました。お疲れ様です、、お正月くらい覚えて
おいてくださいね。 
確かに、病院に勤務していると土日祝日をあまり意識しなくなりますが、、、 
 
国立大阪病院（現大阪医療センター）では、大阪城で行われるカウントダウン花火を
見ながら研修医仲間、看護師さん達と年越しをしたものでした。 
大阪大学医学部附属病院では、エキスポランドのカウントダウン花火を見ることがで
きます。 
今朝は初日の出がとてもきれいでした。 
病院食も、一応お正月らしくなっています。 
 
今年もブログを充実させていきたいと思いますのでお時間のある時にアクセスしてく
ださい！ 
 
皆様にとってよい年でありますように。 
こどもの笑顔がいっぱいあふれる年でありますように。 
 
s,kusuki 
 
 
こどもが「治る」ということpart2  2007/01/06 
 
以前、同タイトルで元患者さんからの年賀状を紹介しましたが、その子から今年も年
賀状が来ました。 
その一部を紹介させていただきます。 
 
「体調はすこぶる快調で、無事就職することもできました。 
就職の際の面接では、病気だったこと、病院での経験をアツク語り、勢いで合格する
ことができました。 
あと、チャイケモのブログを拝見し、すごく心をうたれました。ぼくに何ができるか
わかりませんが、子供たちにパワーを送れるように何か考えたいと思います。 
お体に気をつけてがんばってください。 
子供達が元気になれる様に今年も願っています」 
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元患者さんに、体に気をつけるように言われてしまいました 
年賀状には、派手なバイクに乗っている写真と、 
またしても彼女と仲良くしている写真がついていました 
毎年この子からは、勇気と元気をもらいます。 
本当にありがとう！！！ 
 
s.kusuki 
 
 
誕生日  2007/01/08 
 
誕生日はみんなに祝ってもらう日ではなく、 
母親に『自分を生んでくれてありがとう』と感謝する日である、とよく言われます。 
『生んでくれてありがとう』という言葉には、 
『今自分がこうして幸せに暮らせているのは、母親に生んでもらい、育ててもらった
おかげだ』という想いがこめられているのだと思います。 
 
しかし誕生日は、『生まれてきてくれてありがとう』と親が子供に感謝する日でもい
いと私は思います。 
 
子供が亡くなるとき、お母さんが子どもに言う言葉は『○○ちゃん、ありがとう』 で
す。 
この言葉には、『たくさんの幸せをくれてありがとう』『思い出をいっぱいありがと
う』という想いがこめられているのだと思います。 
 
『生んでくれてありがとう』 
『生まれてきてくれてありがとう』 
この２つの言葉には、生命の尊さ、親子愛が凝縮されていると思います 
 
本日は成人の日です。 
新成人の皆様おめでとうございます。 
大人になっても、こどもの気持ちは忘れないでほしいです。 
 
s.kusuki 
 
 
血液検査  2007/01/11 
 
血液検査によって様々なことがわかります。 
今日は、その中でほとんどの場合に調べられる『白血球・赤血球・血小板』について
簡単に説明したいと思います。 
この３つは、骨髄というところで作られています。 
骨髄とは骨の中に存在し、血を作ってくれているところです。 
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白血球は、ばい菌をやっつけてくれる兵隊です。風邪をひいても自力で治せるのはこ
の白血球のおかげです。 
ところでばい菌ってなんでしょう？ ばい菌の種類には細菌やウイルスなどがありま
す。 
白血球にもいろいろ種類があり、好中球やリンパ球などがあります。簡単に言うと好
中球が細菌をやっつけ、リンパ球がウイルスをやっつけます。 
健康な人が細菌に感染すると、骨髄が白血球（好中球）をどんどん作ります。（体が
兵隊をたくさん動員すると考えてください） そして細菌をやっつけようと頑張りま
す。 
しかし化学療法をすると骨髄の力が弱くなるので白血球、特に好中球が減ります。こ
の好中球が減った状態のことを私たちは『低菌状態』と呼んでいます。（この状態の
呼び方は、各施設によって異なると思います） 低菌状態のときは、感染しても上記
のように白血球の数は増えません。ですから細菌に感染しやすく、感染したときには
重症になる可能性があります。だから細菌による感染が疑われれば抗生剤を使います。
ちなみに、抗生剤はウイルスには効きません。 
 
次に赤血球ですが、これは全身に酸素を運ぶ仕事をしています。これが少ない状態を
『貧血』と言います。よく『手術中に血を見て貧血で倒れた』と言いますがあれは間
違いです。これは、『迷走神経反射』と言って血圧が下がって倒れているのです（脳
貧血と言われることはあります）。 
話がそれましたが、赤血球は全身に元気の源である酸素を運んでいます。貧血でも体
が必要とする酸素の量は変わりませんから、貧血のときは心臓が頑張って心拍数を増
やして対応しないといけません。化学療法をすると骨髄の力が弱くなるので、赤血球
も減り貧血になります。心臓が頑張ってくれるうちはよいのですが、感染症にかかる
といつも以上に体が酸素を必要とするので、ますます心臓が頑張らないといけません。
そのような状況が続くと心臓に負担がかかってしまいますので、貧血が続くと輸血が
必要となるわけです。 
 
次に血小板ですが、これはいわゆる『かさぶた』です。血を止める働きをしています。
化学療法をするとこれも減ります。すると血が止まりにくくなります。鼻血などがい
つまでも続くこともあります。あまりにも出血が多いと貧血になりますから、血小板
が下がりすぎると輸血が必要になります。 
 
小児がんのお子様をもつご家族には、よくご存知の知識だと思います。 
家族はこれ以外にも、輸血のリスク、手術のリスク、化学療法の副作用、上記以外の
血液検査の見方などを入院生活で説明を受け、理解していかれます。 
家族も小児がんと闘っているのです。 
 
s.kusuki 
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ほんわか病棟２  2007/01/17 
 
お姉ちゃんが入院している、5歳の男の子 
一人で寂しそうに、待合室で待っていた。 
医師 『えらいなぁ。一人で待ってんの？ 今、何歳？』 
男の子『欧米か！南米か！』 
 
タカアンドトシか！ つっこみ間違ってるよ。 
 
入院中の元気な男の子 
医師 『今日は、教授回診やからかしこくしといてな』 
男の子『はい、はい』 
 
『はい』は一回でええよ。 
 
まだまだ医療者に警戒心たっぷりの男の子 
教授回診で 
教授 『元気かな？』 
男の子『あっちいけ』 
教授 『元気そうやね』と言って診察しようとすると、 
男の子 『触るな！』と言って、教授の手を振り払ったらしい。 
 
白い巨塔 とは無縁の小児科病棟です。 
 
治療がつらくて、バクタ（苦い薬）が飲めなかった女の子 
しんどい時 
医師 『大丈夫？ ちょっとだけお薬休もうか？』 
女の子 『、、、、』（ほぼ無視） 
 
回復後 
医師 『元気になったし、バクタ飲めるかな？』 
女の子 『飲めるに決まってるやろ、バーカ』 
 
テレビとは違う現実の小児科病棟でした。 
 
 
マジック革命！セロ!!   2007/01/23 
 
本日『マジック革命！セロ！！』という番組がフジテレビ系列で放送されました。 
番組の後半で、マジシャンのセロさんがタイを訪れHIV陽性の30人の子どもたちを勇
気づけるために素晴らしいマジックを披露したり、教えたりしていました。 
子どもたちもとても喜んでいました。 
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感動的で、素晴らしい番組でした。 
ただ、できれば今回の1回きりで終わらず今後何年毎でもよいから定期的に訪れてほ
しいです。 
 
子どもたちにとって『また来てくれる』ということは日々を過ごす上でとても励みに
なります。 
 
また番組中で『子どもたちを苦しめているのは、HIVではなく世間の偏見や差別で
す』とのコメントがされていました。 
 
全くその通りです。 
皆様、病気についての正しい知識を持ちましょう。 
 
s.kusuki 
 
 
スキンヘッド  2007/02/01 
 
CNNから全米に放送された有名な実話を紹介させていただきます。 
 
イワン君という小学生の男の子がいました。 
彼は急性白血病のため、入退院を繰り返し、元気な時は学校に通っていました。 
しかし、治療のための薬の副作用で、髪の毛が抜けてしまいました。 
多感な時期の彼は、それでも決心して、行ける時は学校に出て行きました。 
ところが、心無い生徒が嘲笑したり、ばかにしたりしたというのです。 
それによって、イワン君の足は次第に学校から遠のいていったのでした。 
 
そんなある日、イワン君のクラスメイトの一人が突飛な行動に出ました。 
何と母親に頼んで、髪の毛を剃ってもらい、スキンヘッドで登校してきたのです。 
それはイワン君のことを思ってのことでした。 
彼は自分がイワン君と同じ姿になることによって、イワン君の気持ちを少しでも理解
し、 
いじめも分散するようにと思ったというのです。 
次の日、共感した数人のクラスメイトたちが同じように頭を剃って出てきました。 
その次の日には、さらに数人が・・・ 
そうして、結果的に、そのクラスの男子生徒すべてが頭を剃り、 
そのクラスから完全にいじめはなくなったというのです。 
 
s.kusuki 
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限りなき義理の愛作戦  2007/02/06 
 
「がんばらないけど、あきらめない」でおなじみの鎌田実先生が代表をされている
NGOに 
「日本イラク医療支援ネットワーク」という団体があります。 
 
イラクの小児がんのこどもの為に、様々な援助をされているのですが、その一つに 
「限りなき義理の愛作戦」というのがあります。 
 
イラクでは、９０年代後半から白血病や小児がんが増え、同ネットワークが支援する
南部バスラの病院には、１０年前の５倍にあたる年２００人の新たな小児がん患者が
訪れるらしく、劣化ウラン弾の影響が疑われています。 
 
病気の原因が戦争というのは、なんか虚しいですね。 
 
同ネットワークでは、バレンタインデーやホワイトデー向けにチョコレートを販売し
ていて、１袋（５００円）分で１日の薬代になるそうです。 
申し込むと、イラクのがんのこどもが書いた絵に入ったチョコレートが届けられまし
た。アーモンドが入っているおいしいチョコレートでした。 
 
s.kusuki 
 
 
白血病の治療  2007/02/07 
 
白血病の治療と言っても、白血病の種類もいろいろあるので一概には言えませんが、
一番多いタイプは約半年間の入院治療と約1年半の外来治療です。 
外来治療になると通学も可能ですが、1回／１～４週間通院しないといけません。 
外来では採血、薬剤投与等をします。 
外来日は診察が終わってから登校することになります。 
また時々、短期入院治療が入ることもあります。 
 
長期入院していた子供たちは、できるだけ早く学校に行きたがることが多いです。 
退院の時には『いつから学校行っていいの？』と必ずと言っていいほど聞かれます。 
『退院してすぐはまだあかんよ、体力が回復してからな』と説明しても、無視してす
ぐに中学校に登校した子もいました。 
退院して最初に学校へ行くときには、少し勇気がいると思います。 
先日『スキンヘッド』の記事でも書きましたが、やはり脱毛が原因になることが多い
です。 
『髪の毛がのびるまで学校に行かへん』と言う子もいます。 
 
また親御さんは、『学校で風邪や流行病をもらってきたら、、』と心配でなかなか登
校にふみきれない時もあります。 
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海外では、そのような場合、生徒全員にワクチンをうつこともあるそうです。 
 
こどもにとって、学校というのは本当に大切な場だと思います。 
病気のことをタブー視するのではなく、また変な同情をするのでもなく、ちょっとし
た気遣いでみんなが楽しく過ごせる学校であってほしいです。 
 
外来日は、どうしても遅刻して学校に行くことになります。外来日を土曜日か日曜日
にできたらなあ、と思いますが、すみません、今はできません、、、 
 
s.kusuki 
 
 
中心静脈カテーテル  2007/02/13 
 
一般的に知られている、手や腕から入れる点滴を末梢輸液と言います。この末梢輸液
からはある程度の糖分や栄養を入れることはできますが十分ではありません。つまり、
食事を全くとらないでも大丈夫ということにはなりません。手や腕の血管は細いため、
高カロリーの輸液を入れると血管が傷んでしまい、すぐに点滴がもれてしまうのです。 
 
しかし化学療法や骨髄移植をすると、全く食事をとることができない状態が数週間つ
づくことがあります。 
ですので、そのような時は十分な栄養を点滴から入れる必要があります。そのために、
化学療法をするこどもには通常、中心静脈カテーテル（以下IVHカテーテル）を入れ
ます。全身の血管は集まってだんだん太くなり、最後には心臓に流れ込みます。この
太くなった血管には高カロリーの輸液を入れても大丈夫なのです。つまり、数週間食
事を全く取れなくても十分な栄養状態を保つことができるのです。 
 
またIVHカテーテルの利点は、高カロリー輸液をできるだけではなく、ほとんどの場
合点滴がもれることはありません。つまり、何度も入れなおす必要がないのです。
（末梢の点滴であれば数日間ごとに入れ替えないといけません。末梢点滴で化学療法
をすると頻回に点滴を入れ替えないといけないので、だんだんと血管が見えなくなり、
点滴が難しくなります） 点滴もれがないということは、抗がん剤のような大切な薬
がもれずに正確に投与できるというメリットもあります。 
 
またこどもたちにとって最大のメリットは、採血をIVHカテーテルからできるため痛
くなく、また両手が自由になるため遊んだり勉強したりするのに点滴が邪魔になりま
せん。寝ていてもカテーテルさえでていれば採血できます。週に2、3回採血をしない
といけないこどもたちにとって、IVHカテーテルは本当にありがたいものです。 
 
s.kusuki 
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告知  2007/02/14 
 
こどもに病名を告知するべきかどうかは非常に難しい問題であり、賛否両論がありま
す。 
こどもと言っても、幼稚園児と中学生ではぜんぜん違いますし。 
 
化学療法は、元気なときもありますが、吐き気や、口内炎、下痢などでしんどくなる
こともあります。 
貧血で少しふらつくこともあります。 
鼻血が止まりにくいこともあります。 
これは病気が原因ではなく、治療のせいなので時間が経つと治ります。 
 
しかし、病名を告知していないと、または曖昧にしていると、『病気が悪化している
のでは？』と 
こどもが不安になることがあります。 
特に多感な中学生・高校生などは。 
 
不安にならない子もいるので、告知すべきかどうかは非常に難しい問題ですが、 
少なくとも何か不安に思っているようなサインがあれば、ちゃんと向き合って話をす
る方がよいと思います。 
 
こどもの精神的なケアは医師、看護師だけではなく臨床心理士、チャイルドライフス
ペシャリストの役割が重要なのは言うまでもありません。 
 
s.kusuki 
 
 
＜コメント＞ 
本当に告知は難しいですね。知ることは大切だと思いますが、告知は周りのサポート
体制が整ってこそ出来る事だと私も考えています。告知を行っても行わなくても結果
として ”行って良かった” ”知らずに治療を受けて、あとで告知されて良かった” と言
えるようにサポートできればそれが告知を受けた者、告知をした者、そこに係わった
人たちにとってベターなのでしょうね。  

Posted by: murata  at 2007/02/16 
 
＜コメント＞ 
子どもが亡くなってもうすぐ２年になろうとしていますが、今も告知についてあれで
良かったのだろうかと悩む毎日です。告知というのは病名を伝えるだけではないと思
います。患者が知りたいのは病名だけではなく、どこがどう悪いのか、だからどんな
治療が必要なのか、どんな副作用が予想されるか、いつになったら学校へ行けるよう
になるのかということではないでしょうか。 
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テレビドラマなどで見聞きした病気もあるでしょうし、インターネットで調べること
も簡単にできます。ですから、間違った情報や思い込みの無いよう、周りの大人は十
分気をつけてあげなくてはなりません。 
親を気遣って何も聞いてこないということもあります。 
医師、看護師以外にも臨床心理士、チャイルドライフスペシャリストがいるのが当た
り前、院内学級も当たり前になって、たくさんの人が関わってくだされば、子どもの
心の不安をキャッチしやすくなると思います。  

Posted by: Mama Duck at 2007/02/18  
 
＜コメント＞ 
murata様、Mama Duck様、コメントありがとうございます。全くそのとおりです。
告知に関しては、本当に難しいです。テーブルに向き合って、特別な席を設けて説明
する時だけが告知ではなく、日々の診療における説明も告知の一部だと思います。  

Posted by: s.kusuki  at 2007/02/19 
 
 
ノッポさん  2007/02/20 
 
『グラスホッパー物語』って、みなさんご存知ですか？ 
 
昨年NHKの「みんなのうた」で放送され大ヒットした曲です。 
ノッポさんこと、高見映さんが作詞、振り付けを担当しました。 
「若いときは二度と来ない、勇気を持って外の世界に飛び出せ」とメッセージを送っ
ている曲で、私も最初に聞いたときから、何か勇気づけられるなあと感じ、だんだん
と好きになっていきました。 
 
高見映さんは、プロ論３で以下のようなことをコメントされています。 
 
よく「小さい子に好かれる作品を作るコツはなんですか」と聞かれますが、コツなん
かありません。ただ、自分が面白いと思うものを提供しているだけ。それが小さい人
たちに受け入れられているだけなんです。「小さい人に受ける作品は」なんて考えな
がら作ってもダメ。 
小さい人はだませません。 
 
小さい人はだませません、、、、、、日々実感しております。 
 
s.kusuki 
 
参考文献 「プロ論３」（徳間書店） 
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こどもが家でご飯をいっぱい食べる  2007/02/27 
 
入院中のこども達は、入院生活が長引くとだんだんストレスがたまってきます。 
こどもなので『ストレス溜まる！！』とは言いませんが、 
いつもはかしこく言うことを聞いてくれる子が、 
体調が悪いわけでもないのにわがままを言ったり、 
全く返事をしなかったり、 
診察をうけつけなかったり、 
小さい子の場合はずっと泣いていたり、、、 
 
個人的な印象でいうと、入院３ヶ月目くらいにピークがくると思います。 
 
気分転換に外泊をしたりするのですが、 
外泊が楽しいだけに、入院生活が余計にいやなものに感じてしまうこともあります。 
たまに、『外泊すると、もう病院に戻りたくないと言うので外泊しません』とおっし
ゃる親御さんもいらっしゃいます。 
でも、やっぱり外泊させてあげたいです。 
 
外泊というのは、入院中のこども達の短期目標です。 
『点滴とれたら外泊できる？』 
『白血球あがってきたら外泊できる？』 
『外泊させろ！』 
など、よく聞くセリフです。 
 
一方、親御さんにとって外泊は緊張する期間です。 
『病院にいたら何かあっても診てもらえるけど、家に帰って何かあったらどうしたら
いいですか？ 不安やわぁ』 
『本当に外泊して大丈夫ですか？』 
なども、よく聞くセリフです。 
 
『外泊楽しかった？』と聞くと、 
『うん！』と元気に答えてくれる子もいれば、 
ブスっとして、病院に戻ってきた事に対して無言の抗議をする子もいます。 
 
親御さんに、『外泊中どうでしたか？』と聞いたときに一番多い答えは、 
『ご飯いっぱい食べてくれました』です。 
 
こどもがご飯を食べてくれると、親御さんはとても安心されます。 
 
逆に治療中、薬のせいとわかっていても、 
薬が終わればそのうち食べられるようになるとわかっていても、 
点滴があるから食べなくても大丈夫とわかっていても、 
親御さんにとったら、ご飯を食べて欲しいものです。 
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『こどもが家でご飯をいっぱい食べる』 
あたりまえのことが、本当に幸せなことなんだとつくづく感じます。 
 
s.kusuki 
 
 
外来化学療法  2007/03/08 
 
海外では、外来化学療法が一般的になってきています。 
小児がんの分野も例外ではありません。 
 
理由としては、医療費削減のためという社会的な側面と、 
つらい治療だからこそできるだけ家族と過ごせる環境でおこないたい、という患者・
患者家族のこころの問題を考慮して 
という両方の側面があると思います。 
 
ただ、私が疑問だったのは好中球減少時の感染症にはどのように対応しているのだろ
う？ 
ということです。 
 
その疑問が先日のSt Judeからの記事で納得できました。 
家族が中心静脈カテーテルの管理をし、抗生剤なども投与してくれるのであれば、確
かに外来でも治療できます。こどもも家で楽しい時間をすごせると思います。 
 
それでもやっぱり、 
『好中球減少を伴う患者は、細菌感染に曝されやすいため、来院時に敗血症ショック
に陥っていることもあり』というところは、ひっかかってしまいます。 
 
発熱に気づきすぐに来院してくれれば問題ないのですが、もし気づかず重症になって
しまったら親御さんは自分を責めてしまうのではないでしょうか？ 
このリスクを背負ってまで家に帰りたいと言える家族の方はどれくらいいるだろう？
と思ってしまいます。 
 
将来的には日本も外来治療でできる領域が増えてくると思います。 
しかし、そのためには在宅医療の充実が必須です。 
 
『家につれて帰りたいけど、何かあったら困るから入院させておきたい』 
という家族の不安を解消できるだけの在宅医療の充実が必要だと思います。 
 
s.kusuki 
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＜コメント＞ 
外来での治療．在宅での治療についてです。 
私はカナダ在住で５才の息子はALLです。 
こちらでもやはり外来治療が主で、息子は化学治療を始めてから10日で退院しました。 
今は維持療法中ですが，これまでの間に２度入院しました。 
発熱のためでした。 
こちらの決まりでは38.0度の熱が１時間以上続けば連絡，38.5度以上であれば，即
入院です。 
化学療法の薬以外は家族が管理しますし，自己責任がとても重要なところもたくさん
あり，正直，「入院していた方が心配ない」と思ったこともたくさんありましたが，
子供にとっては「家にいる」ことが何よりといつも実感しています。 
入院は付き添いの負担も相当でしょうし，他の家族の負担も大変なものでしょう。 
こちらでは入院していて好中球が”０”の状態でも発熱がおさまれば家に帰されてしま
っています．さすがにこれには不安で涙しました．でも、慣れてしまえばだいじょう
ぶです。 
日本とカナダのどちらがいいとは一概には言えませんが・・・． 
日本では採血時の付き添いも制限されているところが多いと聞きました。 
医療自体の向上も大切ですが，医療の環境においても、いろいろな国を比較検討して、
日本の子供達のために考えていってほしいと思っています。  

Posted by: メープル  at 2007/05/07 
 
 
インフォームドコンセント  2007/03/10 
 
インフォームドコンセントとは、 
患者様に病気の説明をし、治療法の選択肢を示し、 
患者様が十分納得した上で、治療法を選択する、または治療法に同意する 
ことです。 
 
言葉で言うのは簡単ですが、これは難しいです。 
 
例えば、現在流行しているインフルエンザについて実例を挙げます。 
 
検査の結果インフルエンザとわかりました。 
インフルエンザはまれに脳症、脳炎、肺炎など重篤な合併症をおこします。 
脳炎、脳症を起こすと後遺症が残ることもあります。 
 
治療薬として、よく使用されているものにタミフルというお薬があります。 
タミフルはニュースでも報道されている通り、異常行動を起こす可能性があると言わ
れています。 
その異常行動により、マンションから飛び降りて命を落としている例もあります。 
現在までの調査ではタミフルと異常行動との明らかな関係性は認められていません。 
しかし今後もデータの集積、調査が必要とされています。 
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だから、タミフルを内服される場合は、お子様がひとりにならないように配慮してく
ださい。 
 
インフルエンザは基本的には、タミフルを使用せずとも治癒します。 
タミフルを内服すると、有効であれば2、3日で解熱し楽になります。 
タミフルを内服しなければ、1週間高熱が続くことが予想されます。 
 
タミフルを内服されますか？ 
 
つまり、 
インフルエンザにより重症化するリスクと 
立証されていないが、報道されているタミフルの副作用である異常行動による事故の 
リスクとどちらをとりますか？ 
（どちらのリスクもかなり低いです） 
 
と聞いているも同然です。 
 
この判断を、こどもが40度近い熱をだして心配している親が 
決断しなければなりません。 
 
冷静にこの判断をできる親御さんが、どれだけいらっしゃるでしょうか？ 
結局、ケースバイケースで医師の判断になることも多いと思います。 
 
インフルエンザの治療でさえ、親御さんが判断するには勇気がいると思います。 
 
ましてや、小児がんの治療法の選択を親御さんが十分納得して判断するのは本当に難
しいことだと思います。 
しかもその判断をする親御さんの精神状態は、インフルエンザと診断された時とは 
くらべものにならないくらい不安定なはずです。 
治療法に関する情報、副作用も膨大です。 
 
100％とまではいかないまでも、納得して小児がんの治療を受けるためには、十分な
コミュニケーションをとることができる雰囲気・時間のゆとりが必要だと思います。 
 
s.kusuki 
 
 
父親と子育て  2007/03/13 
 
先日（2007年3月3日）、内閣府が小中学生とその保護者を対象にした「低年齢少年
の生活と意識に関する調査」結果を発表しました。 
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070303i415.htm?from=main4 
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調査は２００６年３月、全国の９～１５歳の男女３６００人とその保護者４１４０人
を対象に行われ、それぞれ２１４３人（５９・５％）、２７３４人（６６％）が回答
しました。 
 
仕事と子育てのバランスについて、父親の６９・９％が「両方とも同じくらいかかわ
りたい」と答えていましたが、 
実際に平日に子供と一緒に過ごす時間が「ほとんどない」と答えた父親は２３・３％
と、００年の調査より９・２ポイントも増えていました。 
 
子供の悩みに関しても、「知らない」「ほとんど知らない」とした父親は６７％もい
ましたが、ただ、母親も３４・１％が同様の回答をしました。 
 
長期入院中のこどもが、平日に父親と会えることはほとんどありません。 
父親の仕事が終わる時間には面会時間は終わってますし、次の日の仕事のことや、他
の兄弟のこと、家事などをしていると病院に来る余裕もありません。 
 
父親もこどものことを心配する気持ち、愛情の深さは同じだと思いますが、こどもに
そのことを伝えにくい環境にあると思います。 
 
テレビ電話で毎日、｢おやすみ｣だけでも言えたらいいのですが、、、 
 
当NPO法人理事 田村太郎のブログにもこのテーマについての記事が掲載されており
ます。是非一度ご覧ください。｢遅々として、父｣（だじゃれです） 
http://blog.canpan.info/tamurataro/category_5/ 
 
s.kusuki 
 
 
お茶犬  2007/04/04 
 
先日、まさみさまのお子さんの4年前の主治医のO先生にチャイケモのことを紹介し
ました。 
 
kusuki 「いま、こういう活動してて、○○ママ（＝まさみさま）も一緒にがんばって
くれてんねん。」 
 
O医師 「そうなんですか。この僕の聴診器にくくってあるお茶犬のストラップ、
○○ちゃんがくれたんですよ。１年目のときに『しぇんしぇいこれあげる』って言っ
てくれたんですよ。それ以来ずっと聴診器につけたままなんです。」 
 
O医師は、小児血液腫瘍グループに属さず、他分野の研究をしていく予定ですが、 
「あの時代に関わった医師として、賛助会員にならせていただきます」と言ってくれ
ました。 
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あの時代、私は大学病院で小児科血液腫瘍グループの病棟係の１年目でした。O医師
らは医師１年目の研修医でした。 
忙しく、つらい時期でしたが、そのときの研修医には本当に助けられました。 
そして、その時代の研修医が成長して今、大学病院に戻ってきてくれています。 
みんな、あの頃と変わらず、一生懸命仕事をしてくれます。 
こども達に優しく接してくれています。 
 
４月は年度がわりで正直大変ですが、夢をもって医療の世界に入ってきた人達が燃え
尽きないようにしないといけないですね。 
 
s.kusuki 
 
 
チャイケモで社会を変えることができるか？  2007/04/19 
 
『みんな違って、みんないい』 
 
この言葉の意味をみんなが理解すれば、すばらしい世の中になると思います。 
 
そしてチャイケモがこの言葉の意味を理解するきっかけになる、と私は考えます。 
 
普通に生活をしていれば『小児がん』について考えることは少ないと思います。 
しかしこれからの時代、小児がんを克服したこども達がどんどん社会に出て行きます。 
誰もが、これからの人生で小児がん経験者と関わることが一度はあると思います。 
だから、世の中のすべての人は「小児がん」 について正しい知識を持つべきだと思い
ます。 
 
そのようなこども達が、世間に出たときに肩身の狭い思いをしないようにしなければ
なりません。 
実際小児がんは誰がなってもおかしくない病気ですし、治癒したあとは通常の生活を
送れることがほとんどなので肩身の狭い思いをする必要などありません。 
 
ただ、『自分が小児がんであったことをなんとなく言い出しにくい雰囲気の社会』と
いうのが問題であり、 
残念ながら現在はそのような社会だと思います。 
またその雰囲気をつくっているのは、偏見や無知です。 
 
こどもを亡くされた親御さんが、近所の方にいろいろ聞かれることをおそれて、家に
こもることも多いと聞きます。 
 
忘れないでいただきたいのは、当たり前のことですが病気になったこどもは何も悪い
ことをしていないのです。 
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『他人の気持ちを考えなさい』と、こどものころ教えられます。 
『他人の気持ちを考える』ということは、 
大袈裟に言い換えれば 
『他人の背負っている今までの人生を考える』ということになると思います。 
 
人は誰でも、いろいろな人生を背負って生きている、 
10歳は10年分の、30歳は30年分の、60歳は60年分の人生を背負って生きている、 
そのようなことをふと考えてみれば、他人と上手に付き合えるのではないでしょうか。 
 
s.kusuki 
 
 
＜コメント＞ 
賛助会員の者です。私がチャイケモのことを知ったのは、毎日新聞の記事でした。そ
のころ、私は悪性リンパ腫のため阪大病院に入院している妻のために介護休暇をとっ
ているころでした。楠木先生や田村さんの姿を院内で目にしていましたが、お声をか
けることができませんでした。妻は、２月25日に亡くなりましたが、私もチャイケモ
の皆さんとは立場はちがいますが、妻と10歳の息子をどう向き合わすかをいろいろと
考えてきました。学校から早く帰った日には、足湯に二人でつかるということもやっ
たりしました。私は４ヶ月介護休暇をいただいていっぱい関われましたが、子どもた
ちはそうではありません。悔いの残ることもいっぱいあります。 
病院内でみかける妻と同じような治療を受けているだろう子どもたちのことは、妻と
も話をしたことがありました。今は、チャイケモを応援することで、病院の近くの小
学校の教師であった妻へのある意味での「供養」にもなると考えています。５月12日
のイベントには、10歳の息子と参加させていただきます。  

Posted by: hotty  at 2007/04/19 
 
＜コメント＞ 
hottyさん。コメントありがとうございます。 
10歳の息子さんにはつらい経験だったと思います。でもお父さんがお母さんのために
介護休暇をとって看病されていたことは、息子さんはずっと覚えていらっしゃると思
いますし、御両親を尊敬されると思います。また、奥様も息子さんが毎日元気に学校
へ通われている方がうれしかったと思います。えらそうなことを言って申し訳ありま
せん。今後ともよろしくお願いいたします。  

Posted by: s.kusuki  at 2007/04/19 
 
＜コメント＞ 
『みんな違って、みんないい』  
 
私も好きな詩です。 
 
全世界には６０億人の人がいて、それぞれ違う人生を送っています。 
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同じでないこと、違っていてもいいこと、それをみんが理解すれば差別も争いもなく
なるのにと思っています。 
心理学の講師の先生はよく、「過去と他人の気持ちは変えられない」と言われます。 
変えられない他人の気持ちを無視するのではなく、自分の方から認めることだと理解
しています。 
自分と違う人たち、あるいは生き物たち、みんな認めて受け入れることが社会を変え
ていくことなんでしょうね。 
ありがとうございました。  

Posted by: たけがま  at 2007/04/20 
 
＜コメント＞ 
hottyさん、コメント有難うございます。奥様のこと、お子さんのこと本当に本当に
悲しくつらいことだと思います。私は、１３才の時に母を亡くしました。母は心臓病
で４年間の闘病生活の末、３９才で亡くなりました。今思えば、あの時から今まで一
番つらかったのは父であっただろうと確信しています。母が亡くなる何ヶ月も前から、
「覚悟しておけよ。でも心の中ではずっと生き続けるからな」と何度も聞かされたこ
と、亡くなった瞬間、１３才の私に母の死をどのように伝えようかと悩んでいた父、
母のことを大切していなかった結婚直後の自分自身のことを思い出し、何度も泣いて
いた父、入院中は人が変わったように看護をした父、そして死後２０年たった今でも
お墓の前で時には涙をこぼす父、そんなひたむきでいつわりのない父の姿が私の心の
支えとなり、母の死を前向きにとられることができたのだと思います。 
そして今、チャイケモの活動を父は全面的に応援してくれています。私も父と時々食
事をしながらいろんな話をします。そんな私たちを母は笑って、時には厳しく見守っ
ています。父に対しては昔も今も尊敬と感謝の思いしかありません。 
なんだかたくさん一方的にいろいろと書いてしまい申し訳ありません。失礼な文があ
りましたら、お詫び致します。 
では、５月１２日のイベントでお会いできるのを心より楽しみにしております！ 
 

Posted by: 田村亜紀子  at 2007/04/20 
 
＜コメント＞ 
たけがまさま 
先日はありがとうございました。 
そして、奥深いコメントありがとうございます。 
本当に良い詩ですよね。。。 
 
チャイケモで社会を変えることができるか？とs.kusukiは題しましたが、私は必ずそ
のようになると確信しております。 
小児がんの分野に限らず「何かを発信し、世間に知ってもらい、改革を目指して前進
していく。。。」そのモデルになれるはずです。 
 
そう信じます！ 

Posted by: まさみさま  at 2007/04/22 
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千の風になって   2007/05/10 
 
千の風になって  （作詞者不詳/新井満日本語詞） 
 
私のお墓の前で 泣かないでください 
そこに私はいません 眠ってなんかいません 
千の風に 
千の風になって 
あの大きな空を 
吹きわたっています 
 
 
「テリーフォックスは、どんな気持ちでカナダ大陸を走っていたのだろう？」 
先日ジョギングをしながら、考えました。 
義足で1日42km 143日、、、 
とても想像できません。 
ただ走っているとき、「生命の鼓動」を確かに実感していたと思います。 
 
マラソンはなぜ人々に感動を与えるのか？ 
今までわかりませんでしたが、テリーフォックスランに向けてジョギングをするよう
になって 
少しわかった様な気がしています。 
 
明後日のテリーフォックスランでは、 
千の風になった子供たちからの声援を肌で感じながら、 
現在闘病中の子供たちが、今をしっかり生きぬき、すばらしい人生を歩めることを願
いながら、 
走りたいと思います。 
 
万博公園のウオーキングに参加していただける方々、 
大阪城公園のウオーキングに参加していただける方々にも 
同じ想いで参加していただけると幸いです。 
 
s.kusuki 
 
 
＜コメント＞ 
がんばれ、がんばれs.kusuki 
母達もがんばりますよ～ 

Posted by: まさみさま  at 2007/05/10 
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＜コメント＞ 
4/19にコメントを書かせていただいたところ、楠木先生・事務局の田村さんからコ
メントをいただきありがとうございました。 
２月に悪性リンパ腫で亡くなった妻の病気のことは、当時高１の長男には話もし、骨
髄移植が可能か白血球の型を調べる検査も受けてもらいましたが、10歳の子には今も
詳しい説明はできていません。明日は、家からも近くで、家族での思いでもいっぱい
の万博公園を10歳の息子と母親のことを話しながら歩こうと思います。まだまだ、話
すのもつらいのですが、きっとこのイベントに参加したこともいつか分かってくれる
と信じて…私が息子に話をするための勇気は、妻が風となって後押ししてくれるでし
ょうから。  

Posted by: hotty  at 2007/05/11 
 
＜コメント＞ 
hottyさま 
いつもコメントありがとうございます 
hottyさまの奥様、田村のお母さん、私の大切な娘。。。明日がみんなにとって良い
一日になるようにきっと見守ってくれてますよね。。。 
私にとっても万博公園は思い出いっぱいのところです。 
明日のイベントへのご参加、メンバー一同心よりお待ちしています 
 

Posted by: まさみさま  at 2007/05/11 
 
＜コメント＞ 
hottyさま、昨日はご参加ありがとうございました。私自身はバタバタしていてきち
んとご挨拶はできませんでしたが、受付付近にいながら今頃歩いておられるのかな、
ゴールはされたのかな、と考えておりました。どうかどうか、hottyさんと息子さん
とそしてお母様ににとって何か新しい風がふいた一日となっていてほしい、、まだま
だつらい気持ちでおられるこの時期にチャイケモのイベントにご参加くださり、本当
にありがとうございました。  

Posted by: 田村亜紀子  at 2007/05/13 
 
＜コメント＞ 
田村さん、コメントありがとうございました。10:00頃に会場に行って、楠木先生に
はごあいさつすることができました。テリーフォックスランを見送ってから、歩きだ
しましたが、５つのポイントのうち一番印象的だったのが結人くんの「記録」でした。
写真を息子と見ながら、「お母さんもいっしょやったなー」と話をしました。川柳で
は、チャイケモの皆さんへの前向きなメッセージを書けたらよかったのですが、母の
日でしたので、仏壇の前を赤・ピンク・オレンジのカーネーションでいっぱいにした
ことや、亡くなった病室から見えていた太陽の塔の背中しか思い浮かびませんでした。 
またこれからも、イベントなどの機会には参加させていただきますし、ブログの方も
毎日チェックさせていただきます。 
チャイケモのみなさん、お疲れ様でした。ありがとうございました。  

Posted by: hotty  at 2007/05/14 
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＜コメント＞ 
hotty さまコメントありがとうございます。 
「太陽の塔」私もhotty さんと同じような気持ちで見ています。カーネーションでい
っぱいのお仏壇も奥様はきっと何より喜ばれたことでしょう。。。 
素敵な川柳でした。ありがとうございました。田村と「hottyさん来られた？」「ま
だだと思う、、、」と何回か話しながら作業をしておりました。  
またのご参加お待ちしております。これからもよろしくお願いいたします。。。  

Posted by: まさみさま  at 2007/05/14 
 
＜コメント＞ 
hottyさん、コメントありがとうございました。結人の記録をそのように見てもらえ
たこと、本当に嬉しいです。イベントの１０日程前に、ブログにも登場している剛直
さんに「小児がんの子どものことをしっかり伝えることが大切」というような内容の
メールを頂き、結人の記録を置かせてもらおうと思いました。置かせてもらえてよか
ったです。hottyさん、剛直さん改めてありがとうございました！  

Posted by: 田村亜紀子  at 2007/05/18 
 
 
イベントを終えて  2007/05/13 
 
2007年５月１２日土曜日に開催いたしましたチャイルド・ケモ・ハウスの 
第2回イベント『テリーフォックスラン＆チャイルド・ケモ・ハウス』には、 
多くの皆さまにご参加いただき、誠にありがとうございました。 
 
『チャイルド・ケモ・ハウス』は設立当初から天気には恵まれず、研究会の日もほと
んどが雨でした。 
ですので、イベント当日も雨が降るのではないかと心配していたのですが、非常に良
いお天気で、大きなトラブルもなく、無事イベントを終えることができました。 
これもひとえに、このイベントのために準備をしていただいたボランティアの方々、
聖母被昇天学院の教師及びに学生の方々のおかげです。 
本当にありがとうございました。 
私自身は、テリーフォックスランに参加させていただきましたので、残念ながら万博
公園でのチャイケモウォークには参加できなかったのですが、 
多くの方々に楽しんでいただけたと聞いております。 
 
さてテリーフォックスランですが、 
11名の参加者（高校生の方も3人参加してくれました）があり、テリーフォックスラ
ンの旗をつけたリュックを背負い（桃太郎スタイルと言うそうです）万博公園から大
阪城を目指して走り出しました。 
 
まず、万博公園から出るのに少し迷いましたが、最初は参加者の方々と自己紹介や挨
拶をする余裕もありました。 
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また、旗を背負っていますので木の枝に旗が引っかかってしまうトラブルもありまし
たが、みんなすぐに慣れてきました。 
さすがに11人が旗をなびかせて走っていると、周囲の方々からの注目を集め 
信号で止まっている時に 
『なんの旗ですか？』などの質問をされることもありました。 
万博公園から南に下り、千里丘７の交差点を右に曲がって、吹田方面へ向かいました。 
この辺りは私の練習コースだったのと、12kmくらいは練習で走っていたのでまだ余
裕がありました。 
大阪市に入り、淀川の河川敷の土手を走りました。 
 
それまでは、道路横の歩道だったので空気が悪かったのですが、みなさん、この河川
敷は気持ちよく走られていました。 
しかし、この辺りから私は疲れがでてきていました。 
その後、長柄橋を渡るのですが、最初がゆるやかなのぼりであったのと、風が強く旗
がなびくので、それが負荷になってますます足に負担がかかってきました。 
長柄橋を渡り終えると、扇町に入りました。 
この辺りになると、人通りが多くなってきました。 
私にとってありがたかったのは、信号が多いので赤信号であれば止まれることでした。 
元気な高校生たちは『逆に疲れるな～』と言っていましたが、、 
 
天満橋～谷町筋を通り抜けて大手前方面に曲がると、大阪城が見えてきました。 
残り約3kmです。 
それまで私が先頭を走って、みなさんが私のペースを合わせてくれていたのですが、 
ゴールが近づいたとわかるや、高校生を筆頭に他のランナーの方々もペースが上がっ
て、どんどん離されていきました。 
私は、歩こうかと思ったくらい足が痛かったのですが、、、 
 
最後の3km 歩こうか、どうしようかしばらく迷っていたのですが、 
このランの趣旨を考え、そんなことを考えるより、今診てるこども達のことを考えよ
うと思い、治療方針を考えました。 
しかし、その疲れきった状態で良い治療方針がでてくるはずもなく、ただ 
『あの子、今なにを思ってるかな』 
『頑張ってくれよ』 
『治ってくれよ』 
という想いだけが頭の中をめぐっていました。 
そうこうしているうちに、歩くことなくゴールできました。 
 
走り終えて、改めて素晴しいイベントだと痛感したと同時に、世の中にはジョギング
を趣味にしている方や、陸上部がたくさんあるのだらから、もっと広まるべきイベン
トだと思いました。 
 
ゴールした後、一緒に走ったテリーフォックスラン日本代表の上村さんが一言。 
『先生、来年は「熊野みち」いっしょに走りましょうよ』 
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『「熊野みち」って50km以上でしょ、、、、いまの状態で「はい」とは言えません
よ～～』 
 
全くジョギングなどをしたことのなかった私ですが、約２ヶ月前から、週２回 5-
10kmのジョギングをして、なんとか完走することができました。 
途中３回くらい、コンビニで休んでいます。 
 
レースではなく、みんなで走り、想いを伝えたり、考えたりすることに意味があるイ
ベントです。 
最初に上村さんに会ったとき、 
『しんどかったら、途中でタクシーに乗っても構わないんですよ。いっしょに走りま
しょう。全部走らなくていいんです』と、おっしゃっていた意味がわかりました。 
 
ありきたりな言葉ですが、『参加することに意義がある』のです 
みなさん、来年走ってみませんか？ 
今日以降も、愛知、三重、奈良でテリーフォックスラン日本は開催されています。 
どのようなかたちでも構いません。是非とも参加してください！！ 
 
末筆になりましたが、 
今回のイベントに協賛していただきました 
 
グローバルヴィレッジインターナショナルプレスクール 

 
日本バレー株式会社 
 
に深謝いたします。 
 
s.kusuki 
 
 
親孝行 親不孝  2007/05/25 
 
みなさま、親孝行されてますでしょうか？ 
私はあまりできていません。 
大学に入学後、実家を離れ今年で１５年目になります。 
 
「元気に暮らしていれば、それだけで親孝行だろう」と自分に言い訳をし、 
日々大学生活を過ごしていました。 
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また、大学時代は 
「親より長生きをしないことが、最大の親不孝だろう」とも考えていました。 
 
しかし小児科医になってからこの考えが、全くの間違いであることに気がつきました。 
 
こどもが小児がんになった親御さんは、想像を絶する絶望感を感じられることと思い
ます。 
それは、どのような言葉でも癒すことは難しいでしょう。 
 
しかし、その親御さんのこころを救ってくれるのは、 
こどもの笑顔であったり、 
「ママ大好き」「パパ大好き」といった、こどもの声です。 
 
「この子が頑張っているのに、泣いてなんかいられない」と、 
気丈に踏ん張っておられる親御さんも多いと思います。 
 
残念ながら、小児がんのために親よりも先に旅立ってしまうこどもたちもいます。 
しかし、そのこどもたちが、親不孝であるはずはなく、 
それどころか、誰も救うことのできない親御さんのこころを癒してくれたのだから、 
最高に親孝行だと思います。 
 
「がんになっても笑顔で育つこと」  
本当に大切なことだと思います。 
 
s.kusuki 
 
 
MAKE A WISH   2007/05/31 
 
メイク・ア・ウイッシュ http://www.mawj.org/d.html を皆様ご存知でしょう
か？ 
難病の子どもたちの夢をかなえるボランティア団体です。 
 
メイク・ア・ウィッシュの活動は、子どもの夢をかなえて「あげる」のではなく、夢
をかなえるのに必要な、さまざまな手配や配慮をしてそのお手伝いをすることです。
子どもたち一人ひとりのために、子どもとその家族と力を合わせ、夢の実現というか
けがえのない体験に向って進んでいきます。それが明日への生きる力となれば、どん
なにすばらしいことでしょう。（MAKE A WISH OF JAPAN ホームページより） 
 
私の関わったこども達も、たくさんお世話になっています。 
夢をかなえたこども達は、もちろん大喜びで、そのことを楽しそうに私たちに話して
くれます。 
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また、このメイク・ア・ウイッシュの素晴しいところは 
｢夢が何かを考える｣楽しみがあるところだと思います。 
もしも願いがひとつだけかなうなら、何がしたいか？ 
このことを考えるだけでも、入院中のこども達の日々の生活は楽しいものになります。 
 
｢どんな夢にする？｣と聞いたら、 
｢安部首相に会いたい｣と言ったこどもがいました。 
｢会ってどうするん？｣と聞くと、 
｢もっと、いい国にしてくれって言う｣とのこと。 
 
こどもなりに、いろいろと思うところがあるようです。 
 
s.kusuki 
 
 
スキンヘッド再び   2007/06/09 
 
メープルさんコメントありがとうございます。 
いつもブログを拝見させていただいておりますが、 
あまりにも感動したので、メープルさんの記事を紹介させていただきます。 
 
http://blog.livedoor.jp/me_puru/archives/50630796.html 
 
以前紹介させていただいた、 「スキンヘッド」が 
2007年の今、カナダで現実の出来事として起こっています！！ 
しかも親もスキンヘッドです！！ 
 
こどものスキンヘッドは、かわいいですね。 
 
s.kusuki 
 
 
泣き部屋  2007/06/11 
 
今でも頭にこびりついて忘れられない風景があります。 
 
病室でまさみさまに、お子様の余命があとわずかであることを告げた日のことです。 
私が部屋をでて詰所（ナースステーション）で仕事をした後、廊下にでると、 
ほかの患児のお母さんの胸で泣いているまさみさまがいました。 
 
多くの人が通る詰所の前の廊下で、まさみさまは泣いていました。 
仕事とはいえ、自分は本当にひどいことを言っているのだと思いました。 
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あの日のまさみさまのうしろ姿と、まさみさまを抱きしめる友人の涙をこらえている
表情だけは忘れられません。 
 
そして、チャイケモのプロジェクトが始まり、 
「 夢の病院で必要なものは？」 とのテーマで最初に出たのは「泣き部屋」でした。 
こどもの前で泣くわけにもいかず、かといって安らぐ場所もない。 
心置きなく、泣くこともできない。 
それが今の小児病棟の日常なのです。 
 
s.kusuki 
 
 
Microsoft NPO DAY   2007/06/17 
 
ブログを使ったファンドレイジング活動がユニークだということで、 
Microsoft NPO DAY( Microsoft社によるNPO支援のイベント)に招かれました。 
 
そこで、15分前後のプレゼンテーションをさせてもらいました。 
今まで、東京と北海道で開催され東京では理事の田村太郎が、北海道では楠木がプレ
ゼンテーションをさせていただきました。 
 
「もっとITをつかって、NPOの活動を広めよう！！」という趣旨のイベントです。 
 
北海道でプレゼンの最後に、アンケートをお願いしました。 
現在小児がんのこどもが入院している環境はこれです。 
 
＜ブログで写真をご覧ください（この冊子に挿入されている写真です）＞ 
 
この環境で約6ヶ月、場合によってはそれ以上の期間生活しなければなりません。 
 
これを 
 
＜ブログで写真をご覧ください（ブログ第１集冊子に挿入されている写真です）＞ 
 
に変えるのに約8億円必要と考えています。 
 
これを「安い」と思いますか、「高い」 と思いますか？ 
 
約200人の方が参加されていたのですが、 
約100人が「安い」 約100人が「高い」 と回答されました。 
 
ちなみに、Microsoftの関係者の方は「安い」 と答えてくださいました。 
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Microsoft社に「高い」 と言われたらどうしようかと思って内心ドキドキしていたの
で安心しました。 
 
次回のMicrosoft NPO DAYは名古屋で6月22日に開催されます。 
理事の田村太郎がプレゼンする予定です。 
お時間のある方（特にNPO活動に興味のある方）はご出席ください。 
 
s.kusuki 
 
CANPANブログランキング 昨日初の第1位になりました！！ 
みなさま ありがとうございます！！ 
 
 
St.Judeのお土産  2007/06/27 
 
先日、現在医学部6年生の学生さんが、約3週間のSt.Jude病院研修から帰ってこられ
ました。 
（St.Jude病院はアメリカのテキサス州にある小児がん専門病院です。「St.Judeか
ら」のカテゴリーを参照してください） 
 
その学生さんの感想はというと、 
「とにかくすごいです！！ 楽しかったあ」を連発し、 
「４人部屋なんて考えられないです。病室は個室で広いし、ゆっくり休めるソファー
もあるし、家族が休む場所も当然あるし、、、」 
「外来の処置室も広くて、見学した日は一日でITだけで１５人くらい見ました」 
「骨髄穿刺は、医者じゃなくて、ナースプラクティショナーがやるんですよ」 
「処置は全部麻酔科がついているし」 
「患者２人に、看護師１人。当然CLSもいますよ。いろんな資料ももらってきまし
た！！」 
「それでいて患者さんは全員無料ですからね」 
「あそこで、働いたら日本に帰りたくなくなるでしょうね」 
などなど、目をぎらぎら輝かせて話してくれました。 
 
また、チャイケモブログでもおなじみのHiro先生もやる気満々でご活躍とのことでし
た。 
 
そんな夢のような話をゆっくり聞きたかったのですが、仕事のためにゆっくり聞けま
せんでした。 
 
夢を持ってこれから医者になろうとしている若者が、絶望しないような医療環境にし
ないといけないと、改めて思いました。 
 
写真（ブログをご覧ください）は、St.Jude土産のTシャツです。ありがとう！ 
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（注） IT:腰椎穿刺。背中から薬を入れる注射 
    骨髄穿刺： 骨髄に針を刺してする検査 
    両方とも、こどもにとって辛い検査、処置でSt.Judeでは必ず麻酔科医の麻
酔管理のもと行う。麻酔科不足の日本では考えられないですね。 
 
s.kusuki 
 
 
友情～フレンドシップ～から  2007/06/27 
 
本日は「友情 フレンドシップ」という映画のあるシーンを紹介させていただきます。 
 
白血病になった女子中学生（あゆみ）の映画です。 
～シーン１～ 
その子を励ますために、みんなで旅行に行きったときのシーンです。 
 
友人①  
「あたしねえ、本当はあゆみのために来ようと思ったんじゃないんだ。まだ内緒なん
だけど、秋に大阪に転校するの。実はお父さんの会社が倒産して、お父さん行方不明
なの。お母さん離婚して、今は二人でアパートに引っ越したんだけど、秋にはお母さ
んの実家の大阪に行くのよ」 
 
あゆみ  
「大変だね」 
 
友人① 
「うん、でももう慣れた。でも飼ってた猫をね、6匹いたの。全部人にあげたのアパ
ートじゃ飼えないから」 
 
（いじめにあっていた）友人㈪ 
「わたしね、自分が世界で一番不幸だと思ってた」 
 
友人① 「えっ、私もよ」 
 
あゆみ 「実は、、私も」 
 
友人② 「でもね、幸せの量なんて比べられないよね」 
 
あゆみ  「うん。みんないろいろあって、病気もそのうちのひとつなんだよね。 
私、これからはそう思うようにする」 
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～シーン２～ 
担任教師の父と、あゆみが海辺で話をするシーン 
 
担任教師の父 「僕は８２歳だ。ずいぶん長いこと生きてきた。あゆみちゃんは今日
まで14年間生きてきた。でもまだまだ僕の6分の1だ。だけんど僕の人生と、あゆみ
ちゃんの人生と、どっちが値うちがあるかって言えばおんなじだ。どっちがよくて、
どっちが悪いってことはない。ねえ。わかるかなあ。わかってほしいんだけどねえ」 
 
この映画の伝えたいことは、この2シーンに凝縮されていると思います。 
古い映画なので、なかなか見つからないかもしれませんが、是非一度ご覧ください。 
 
また、本日 日経新聞にチャイケモのことが取り上げられました。 
本日初めてブログを見てくださった方もいらっしゃると思います。 
 
右枠の 「7minでチャイケモがわかる 」や
http://www.glinet.org/inspiredetail.asp?id=3538   を見て頂けるとチャイケ
モの事が簡単に理解していただけると思いますので是非、ご覧ください。 
 
ご意見はコメント欄 kemohouse@canpan.info 
（連絡先は右のプロフィールの欄をクリックしていただけるとでてきます）などに 
お願いいたします。 
 
また、ブログをもっと読んでみたい！！と思われた方は、 
感謝グッズページhttp://chaikemo.ocnk.net/product-list/44より 
ブログ集を手に入れることができます。 
 
また、チャイケモの会員になっていただいた方には、無料でブログ集１巻を送付させ
ていただいております。 
 
s.kusuki 
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代表毒舌日記 
 
 
小児がんの認知度  2006/11/27 
 
学会での偉い小児科医師のコメントです。 
 
『私の小学生の同級生が以前厚生労働省の幹部だったんですが、彼にこう言われた。 
「小児がんの分野で働いてるんだって。かわいそうになぁ、ほとんど助からないんだ
ろ」 
いや、今は７～８割は助かるよって言ったら、なんとなくわかったような顔をし
ていた。』 
 
この『なんとなくわかったような顔』って言うのは、私にはよくわかります。 
 
小児科以外、いや小児科でも小児がんに関わっていない医師に、『小児がんは７～８
割助かるんだよ』って言っても、きょとんとした顔をしています。 
 
つまり、『がん』＝治らないと思っているのは一般の人だけではなく、医療に関わっ
ている人たちの中にもたくさんいるのです。 
 
常々小児がんに対する正しい認識を広めたいと言っていますが、この広めたい対象は
一般の人はもちろんですが、まず『医療関係者』にしっかり知ってもらいたいので
す。 
 
そうでないと、 
 
『どうせ助からないから、転院先の病院探すの明日でええか』とか思う医者がいて、
治療が遅れて救えるはずの命が救えないかもしれません。 
 
先に化学療法をして『がん』を小さくしてから手術をすれば後遺症が残らないかもし
れないのに、化学療法が有効なことを知らない外科医が無謀な手術をして後遺症が残
ってしまう、という事態が起こるかもしれません。 
 
もしくは手術をしなくても治る病気（例えば一部のリンパ腫など）に手術をする可能
性もあります。 
 
大人のがんはNHKが特集を組んだりして、国からかなりのお金が動いたらしいです。 
 
ですが、小児がんに対しては上記のとおりです。 
 
しかし、愚痴で終わっては 
『愚痴に終わらず、必ず建設的な意見を出す』 
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というチャイケモの信念に反します。 
 
このチャイケモのプロジェクトも、行政の協力は必ず必要です。 
 
行政に対しアピールするのもチャイケモの仕事だと考えています。 
 
s.kusuki 
 
 
日本は本当に小児がんを治すつもりがあるのか？  2006/12/04 
 
日本は本当に小児がんを治すつもりがあるのか？ 
 
先日の学会での、アメリカで活躍されている医師の発言です。 
海外から見た日本の小児がん治療ということで、ざっくばらんな少し過激な講演をし
てくださいました。 
以下、その講演を聴いた私の理解と感想です。 
 
『小児のがん』と『大人のがん』は、基本的に異なります。 
まず治癒率が違います。当然小児の方が治ります。 
そして、種類も違います。 
また大人のがんは、早期発見がかなり重要ですが、小児の場合は大人に比べるとそれ
ほど重要ではありません。 
そして、何よりも症例数が違います。 
これは大きな問題で、 
大人のがんは症例数が多いです。ということはお金になります。 
製薬会社も新薬の開発、適応に力を入れます。 
がん検診に関しても早期発見することによって、治療が軽減され医療費が安くなると
証明されれば、国が協力してくれます。 
小児のがんは、大人とは比べものにならないくらい症例数が少ないので、お金になり
ません。そうなると、製薬会社もわざわざ多額の資金を投資して、薬剤の小児適応を
取ろうとしません（つまり、新開発した薬を小児に使おうと思うと、小児に使っても
大丈夫かどうかをあらかじめ調べなければなりません。しかし、どうせ調べても症例
数が少ないのであれば時間もかかるし、それに見合う収入が得られません。それなら、
最初から調べないほうが得なのです） 
ビジネスとして考えれば当然のことです。ですから、ほとんどの薬の説明書には、
『小児に対する安全性は確立されていません』と記載されているのです。 
 
また、国としても小児がんの研究に多額の資金を投入するよりは、大人のがんの研究
に力を入れるほうがメリットが大きいと考えるのです。 
しかし、本当にそうでしょうか？ 簡単に言えば、小児がんの研究に力をいれ、その
事により助かった子供が総理大臣にでもなって、将来の日本を支えてくれるかもしれ
ません。その投資にメリットが無いと言えるでしょうか？ 
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海外では寄付に対する税制優遇の仕組みも日本とは大きく異なり、小児がんの分野に
多額の寄付が集まります。 
海外から見れば『日本は本当に小児がんを治すつもりがあるのか？』と言われても仕
方がない仕組みになっているのです。 
 
ひとつの提言として、『例えば（最先端の施設である）国立がんセンターで小児がん
を診ていてよいのか？ 国立がんセンターの方がいらっしゃったらすいません』とお
っしゃっていました。つまり、大人のがんと小児のがんを一緒にしているから、いつ
までたっても小児がんが注目されない。小児がんは大人のがんと分けて考えないとい
けない。と言うことです。 
全くその通りだと思います‼ 『国立小児がんセンター』というのがあって当然だと
思います。 
 
また以下のような話もされていました。 
かつて国家事業として病気を撲滅させたことがないわけではありません。それは結核
です。 
国が本気になれば、結核もほとんど撲滅できたのですから、 
小児がんを撲滅させることも不可能ではないのでは？ともおっしゃっていました。 
全くその通り‼ 
 
歯に衣着せぬ講演、とっても面白かったです。 
 
s.kusuki 
 
追記 
私の友人から、結核についてご指摘をいただきました。以下がその内容です。 
「日本では第二次世界大戦後、抗生物質の普及などによって激減したが、今現在も老
人施設や病院、学校などでは集団感染が頻発し、今日では逆に『結核は過去の病気で
はない』というスローガンで注意の喚起が叫ばれています」 
「戦後の結核による死亡者の大きな減少は、ストレプトマイシンに始まる一連の抗生
物質によってもたらされたことは言うまでもない。また、結核の発病予防にＸ線診断
やＢＣＧ接種が奏功したと考えることもできよう。ただし欧米諸国では，結核対策に
用いられる抗生物質やワクチン等の手技の開発されるかなり前から結核が減り始めた
経験から、結核は特別な対策を行わなくても、生活水準を向上させるだけで減らしう
るといわれている。生活基盤が整備されれば疾病の流行を防ぐことは相当程度に可能
であり、それは疾病の種類や治療法の有無に関係なく有効な疾病対策である。このこ
とを十分に考慮して施策を形成していくことが重要であろう」 
小児がん治療にあてはめると、 
生活基盤を整備すること＝感染が起こりにくいような水まわり、空調設備、建築構造
を考え、患児に関わる人達がしっかり手洗いうがいをし、感染対策をすること。とな
ると思います。 
貴重なご意見ありがとうございました。 
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＜コメント＞ 
はじめまして 
大阪府箕面市のＹ歯科Ｙです。当院の患者さんからこの際との話を聞き、見させてい
ただきました。 
私は阪大の口腔外科の研修医をした後、関連病院に勤務、現在箕面市で開業していま
す。 
子供中心の歯科医療をしていく中で、医院に来れるのは一握り、一部の子供たちであ
るとつくづく思っています。 
子供たちの笑顔に会えるにはどうしたらいいか日々考えています。 
1昨年アメリカのパッチアダムス氏にも出会い、医療人の心得を知った気がしました。 
1歯科医師が何ができるのか、考え続けています。夢の病院に少しでもお役に立てれ
ばと思っています。 
 
応援していますので、皆さんがんばってください。  

Posted by: Ｙ歯科Ｙです。  at 2006/12/05 
 
＜コメント＞ 
Ｙ様、コメントありがとうございます。 
私も1度だけ、こども専門の歯科に行ったことがありますが、こどもが怖がらないよ
うな工夫（あたたかい雰囲気作りなど）がされていますよね。 
私たちは『病院のイメージを根底から覆すぞ』という意気込みで頑張っております。
以前より小児歯科は、ケモハウスを作るうえで参考になるのでは、と思っていました。 
同じような志のある方に、チャイケモのことを広めていただければありがたいです。  

Posted by: s.kusuki  at 2006/12/06 
 
 
医療者アンケート③について  2007/01/28 
 
先日医療者アンケートの記事をアップさせていただきました。 
特に『FIGHTER』 さんの記事は、かなり小児科医の本音を語ってくれました。 
さすがにあそこまで書くと批判される方もいらっしゃるかもしれませんが、当然のこ
とながら『FIGHTER』 さんは患者家族、子供たちに誠実に接しておられます。 
このような現状がわかっているからこそ、医療者に小児科が人気がないわけであり、
われわれの分野も正直人気がないのです。 
先日も大学時代の友人と話しているときに、『ケモしてんのか～一番かかわりたくな
い分野やな～』と言われました。 
また、『私の人生どうしてくれるんですか！』と言って小児血液腫瘍の分野に入るの
を断った小児科医もいます。 
また、あの記事を見て『いくらなんでもバイト行き過ぎやろ～』と思われる方もいら
っしゃると思いますが、ではそのバイトを辞めるとして誰が代わりをしてくれるので
しょう？ 
私も地方大学出身ですが、地方は本当にとんでもなく小児科医不足です。代わりなん
て見つかりません。 
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市民病院に小児科医が2人なんて普通ですし、1人のところもあります。 
市民病院の小児科医師が全員（といっても2人ですが）辞表をだしたこともありまし
た。 
市民病院なので24時間対応していますから、単純に考えて2日に1回は当直です。当
然当直明けは休みではありません。 
市長選挙などで『 24時間小児救急を診れるようにします』とか言う方がいますが、
とても現状がわかっているとは思えません。 
もしそのような公約をする人がいたら『どこから小児科医連れてくるね～～ん』とつ
っこんでください。 
また、地方だけでなく大阪にも『小児科医過疎地帯』がたくさんあります。 
このあたりのことを言い出すときりがないのでやめておきますが、『FIGHTER』さ
んのような人が燃え尽きないようにしないと本当にまずいと思います。 
 
もし『FIGHTER』さんが倒れたら（倒れないのが不思議？）、XX県の小児医療はど
うなるのでしょうか？ 
 
もし『FIGHTER』さんが女医だったら、安心してこどもが生めるでしょうか？ 
 
s.kusuki 
 
 
女性は子供を生む機械 発言について  2007/01/30 
 
先日柳沢厚生労働大臣が、タイトルのような発言をしました。 
当然のことながら、柳沢大臣も女性蔑視のつもりで言ったのではないでしょう。 
しかし、少子化の問題をわかりやすく説明するためだったとしても、本意ではないに
しても問題のある発言だと思います。 
安部内閣になって、『こども』『教育』のことがいろいろ話題になっているのは基本
的には良いことだと思います。 
 
しかしこの問題は今まで朝早くから夜遅くまで仕事をし、少なからず家庭を犠牲にし
てきた政治家には 不得手な分野だと思います。 
出生率、女性の数がこれこれだから、数年後にはこれこれになる、、などという計算
はできるかもしれませんが、その問題点、つまり、いかにこどもを育てにくい環境で
あるかということを実感されていないと思います。 
午後5時に仕事が終わり帰宅するマイホームパパの方が、現代社会における子育て・
教育の問題点についてはよくわかっているでしょうし、何より専業主婦の方がよくわ
かっているでしょう。 
だからまず政治家は『こどものことは私の不得手な分野です』と素直に認めることが
大切なのではないでしょうか。 
 
これは小児科医にも言えることで、小児科医は『こどもの病気』のプロですが『子育
て』『教育』のプロではありません。 
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例えば外来で10分間40度の発熱の子供を診察しても、1日のうち残りの23時間50分
はお母さん、家族が診ているわけです。 
小児科医とこどものお母さん、どちらがそのこどものことをよくわかっているかはち
ょっと考えればわかりますよね。 
 
『子育て支援』も小児科医の仕事だとの意見もあります。しかし、保育士さんや保健
婦さん、まじめに仕事をされている教師の方々などにはとてもかなわないと思います。 
また、こどもを生む女性のことを一番わかっているのは産婦人科医ではなく、助産師
さんです。 
 
小児科医になってから『これだけ忙しくて、小児科医は子育てをできているのか？』
とずっと疑問に思っています。 
救急外来をしている時に、救急車で運ばれてきた軽症のこどもの親が小児科の女医さ
んだったこともあります。 
小児科医も『病気のことはわかりますが、子育てのことはお母さんにはかないませ
ん』と認めた方がよいと思います。 
 
『Mother is always right』 大阪府立母子保健総合医療センター河院長の好きな言
葉です。 
 
s.kusuki 
 
 
3月は退職の季節  2007/03/01 
 
阪大病院の近くに、国立循環器センターがあります。 
その国立循環器センターから、衝撃のニュースがありました。 
http://www.sankei.co.jp/seikatsu/kenko/070301/knk070301001.htm 
 
ICUの医師5人全員が退職するらしいです。 
『心身ともに疲れ切った』とのコメントをされています。 
 
阪大病院でも、今年も優秀な看護師が数人辞職されます。 
本当に、もったいないです。 
理由はいろいろありますが、精神的に限界の方も多いようです。 
 
このような方たちに、『無責任だ！』と言えますか？ 
私は言えません。 
 
現在の医療現場は問題山積みで、 
本当に、本当に、 
そろそろ本気になって考えないといけないのではないでしょうか？ 
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小手先だけの改革では、どうにもならなくなってきていると思います。 
 
最先端医療もいいですが、今できることも、しっかりやりましょう！！ 
 
s.kusuki 
 
 
ライブドア事件  2007/03/17 
 
『階級化が固定化し、若者の間に閉塞感が強まる中、下克上で社会を変革してくれる
存在として祭り上げられた。堀江被告は当初、IT技術で社会を変えようとしたが、そ
の後、お金を増やすことが目的に変わって悪循環に陥り犯罪に手を染めたのでは。期
待が大きかっただけに、さらに閉塞感が強まった』 
2007年3月16日の読売新聞夕刊に載った、若手IT企業経営者に詳しいジャーナリス
ト・武田徹さんのライブドア事件に関するコメントです。 
 
チャイルドケモハウスのプロジェクトをはじめようとしていた頃、世間をにぎわせて
いたのは堀江貴文氏でした。 
 
堀江被告が有罪なのか無罪なのか、いい人なのか悪い人なのかはわかりません。 
 
ただ私自身もその頃、さまざまな理由で極度の閉塞感を感じていました。 
自由に活動し、既存勢力に挑戦していく姿は、 
その頃の私に少なからず勇気を与えてくれたのは事実です。 
 
また、同日の朝刊には西武の裏金問題で早稲田大学の野球部員が退部処分となった記
事が掲載されました。 
事実発覚後も、スカウトが部員に『金のことは何も知らなかったことにしてくれ』 と
電話で指示し 
早稲田大学の調査に対し、部員は当初『知らなかった』 と虚偽の供述をしています。 
結局この嘘もばれることになりました。嘘が嘘を呼び、一番被害をこうむったのは野
球部員です。 
中学時代から西武のスカウトとは関係があったらしいです。 
 
純粋なこどもに、悪いことをさせることに罪悪感はなかったのでしょうか？ 
しかも、こどもに夢を売るプロ野球の世界というところが、さらに腹立たしいところ
です。 
 
私がこどもの頃、『こどもは大人の鏡です』 というCMがありました。 
こどもは驚くほど大人を見ています。 
 
白衣の胸ポケットに入れているボールペンが一本変わっても気づきます。 
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研修医の頃、入院中のこどもが『先生、病室にいるときは笑顔やけど、病室からでて
いったら疲れた顔してるよな～』と、看護師さんに言っていました。 
 
こども恐るべし、です。 
 
話題をライブドア事件に戻します。 
判決をくだした小坂裁判長は、判決読み上げ後、障害を持った子の親から、 
「堀江被告に生きる力をもらった」 という手紙が裁判所に寄せられたことを紹介し、
「裁判所はあなたを有罪と認定しましたが、生き方すべてを否定したわけではない。
あなたの姿に勇気づけられた人がいることを思い、罪を償った上で再出発することを
期待します」と語りかけました。 
 
堀江被告はIT技術で社会を変えようとしました。 
 
私たちは、チャイケモで社会を変えることはできないでしょうか？ 
（大それたことをちょっと書いてみました、、お許しを） 
 
s.kusuki 
 
 
近医受診  2007/04/12 
 
Hiro先生！ 
私が疑問に思っていた、外来化学療法中の敗血症性ショックの件調べていただきあり
がとうございます。 
納得です。 
ご家族への指導のみならず、 
学会レベルで免疫抑制状態時の感染症の対応を示し、かつそれを受け入れてくれてい
る各地域の医療者の方々は本当にすばらしいですね。 
 
日本ではこの冬も、いつもより遅れましたがインフルエンザが流行りました。 
外来通院中の数人がインフルエンザにかかってしまいましたが、幸いタミフル内服で
事無きを得ました。 
 
自宅が病院から近くの患者さんであればよいのですが、遠方よりこられている方もい
らっしゃいます。 
インフルエンザの時に、遠出はしんどいと思います。 
でも、近くの医院、病院（私たちは「近医」と言います）に受診しようとしたら 
「そんな病気にかかってるんやったら、いつも診てもらってるところで診てもらっ
て」と 
言われることも多いです。 
すでに治療が終わって、普通に学校へ通っているこどもでさえも、、、 
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インフルエンザであれば、検査をしてタミフルを処方してもらい、家で安静にしてい
れば大抵の場合事無きをえます。 
重症で入院が必要であれば、それから紹介してもよいと思いますが、 
その判断が近医では難しい、 
というかそれなりの病気のこどもは、かかりつけ医で責任を持って診るというのが、
日本では暗黙の了解になっています。 
いろいろな難しい病気があるので、すべてを近医で把握するのは難しいと思います。 
しかし、診察した医師がなにか気になることがあれば、かかりつけ医に気軽に電話で
問い合わせればよいと思うのですが、そのようなことは殆ど無く、 
親御さんが「これこれという薬を出してもらったのですが、飲んでもよいですか？」
と、かかりつけ医に電話をされることも多いのではないでしょうか。 
 
誤解の無いように補足させていただきますが、近医に紹介状を書いておけば、対応し
てくださる医師もいらっしゃいます。 
ただ、Hiro先生の記事にあったような化学療法中で、免疫抑制中のこどもの対応をし
てくださる医師は、今の日本にはほとんどいないのではないでしょうか。 
 
日本の小児科開業医が、化学療法中のこども、化学療法経験のあるこどもを、快く診
てくれる時代がくるでしょうか？ 
専門病院と近医が密にコミュニケーションをとれる時代 
そんな時代が来るべきだとは思います。 
 
s.kusuki 
 
 
研修医9人違法バイト  2007/04/15 
 
本日、兵庫医大病院の臨床研修医9人の違法バイトが大きなニュースとして取り扱わ
れました。 
正直、あまり驚きませんでした。 
 
少し解説させてもらいます。 
以前の、つまり私が医師になった頃は研修医の給料があまりにも安く、生活費確保の
ために他の病院での当直（これをバイトと呼びます）をしていることが当たり前でし
た。 
それが問題となり、現在の制度ではバイトを禁止する一方、研修医に月30万円程度の
収入を保障（実際は、30万円に届いていないようですが）することになっています。 
 
しかし、もともと研修医に当直を頼っていた民間病院は多く、現在の医師不足の中、
研修医にバイトの声がかかるのは十分に予想できました。 
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私が最初に他院に一人でバイトに行ったのは、医師になってから6か月くらいたって
からです。他病院の医師から電話がかかってきて、お願いされます。各病院の医師が、
当直できる若い医師を求めて電話をかけてきます。 
今になって思えば、不安に思いながらも当直した日々が非常に勉強になりました。 
 
小児科の場合、暇な当直はほとんどありませんので、当直するまでに6か月を要しま
したが、 
同期の他科の医師は、医師国家試験を通ると同時くらいにすでにバイトに行っていま
した。 
いわいる「寝当直（ねとうちょく）」と言うものです。 
つまり、実際は殆ど呼ばれることのない当直のことを言います。 
研修医の頃、「寝当直だから」と言われ内科や外科の医師から頼まれることもありま
したが、臆病者の私は断っていました。他科だったので、断れましたが同じ科の上司
だったらおそらく断らなかったでしょう。 
 
今回のニュースで問題になっている研修医も、さすがに自分の実力がわかっているの
で、とんでもなく忙しい当直には行っていなかったと私は思いますし、おそらくこれ
は氷山の一角でしょう。 
 
また「大半が医局の上司が依頼」ということですが、めんどくさくて研修医に頼んだ
医師もいるかもしれませんが、患者さんが急変して急遽頼んだケースもあると思いま
す。 
少し考えればわかりますが、研修医のバイトが禁止されたということは、その分の当
直をカバーしているのは今までバイトに行っていなかった、もしくは今までであれば
バイトに行かなくてもよくなっていたはずの上級医がバイトに行っているのです。 
 
上級医になれば、本来の大学病院での仕事も増え、かつ年齢も重ねているので、当直
が体力的にきつくなるのは当然です。それがたとえ寝当直であっても。（バイト先の
病院に行くのに田舎であれば、1時間以上かかることもあります） 
 
研修医がバイトをすることに賛成しているわけではありません。 
ただしっかりした研修システムを組んでいる病院であれば、研修医が当直しても構わ
ないと思います。つまり、迷った時に必ず上級医がフォローしてくれる病院であれば。
実際そのような病院もたくさんありますが、そうでない病院の方が多いです。 
 
ある2年目の小児科医の当直中の出来事です。 
点滴が難しく、何度も失敗していました。 
こどもの親「もっと点滴のうまい奴おれへんのか‼」 
小児科医「今この病院で、こどもの点滴が一番うまいのは私です」 
 
これくらい言い返せる度胸がないと、関西で小児科当直をするのはむつかしいかも、、 
と思いました。 
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年度が替わり、不安になりながら当直する医師が多いと思います。迷ったら電話で上
級医を呼びましょう。患者さんのためにも、そして自分の身を守るためにも。 
 
s.kusuki 
 
 
バッシング  2007/04/24 
 
日本人はバッシングが好きですね。 
それも昨日までヒーローだった人物が、急に手のひらを返したようにバッシングされ
るからびっくりします。 
 
少し前になりますが、亀田興毅さんがボクシングフライ級ノンタイトル１０回戦で勝
ちましたね。 
そのときの記事を一部紹介します。
http://www.daily.co.jp/ring/2007/03/25/0000280441.shtml 
 
「“浪速の闘拳”亀田興毅（２０）が、ＷＢＣ世界フライ級１２位エベラルド・モラレ
ス（３０）を大差判定で下し、２階級制覇へ好発進した。（中略）モチベーションは
高かった。関係者を通じて知り合った茨城県在住の龍聖君（名字は非公開）が、小児
がんのため今年１月に亡くなった。わずか９歳だった。昨年８月、世間の猛烈なバッ
シングを受けたときに龍聖君の「声援」が心の支えとなった。龍聖君は、興毅の試合
を見に行くことを人生の目標にがんと闘っていた。 
昨年１２月の初防衛戦後、ベルトを持参して病院を訪れた。だが興毅の祈りは通じる
ことはなかった。この日、龍聖君の両親が遺影を持って会場に駆けつけた。「リング
から見えたわ。奇跡が起こると思ったんやけどな…。でも勝ったところを見せられて
ほんま良かったわ」と目を真っ赤にさせた。」 
 
大人は簡単に人を裏切りますが、こどもは信じた人、憧れている人をそう簡単には裏
切りません。 
 
亀田興毅さんは20歳ですね。 
自分が20歳のころは、ひたすらぼーーーとしていました。 
20歳にして全国の注目を集めているのですから、相当プレッシャーがかかっていると
思います。 
世界王者になってもバッシングですから、本当に精神的につらかったと思います。 
貴ノ花親方が宮沢りえさんと破局し、バッシングを受けたのも20歳前後です。 
桑田真澄投手が巨人に入団しバッシングを受けたのは高校を卒業したばかりなので18
歳です。 
いい大人が、20歳前後の有望な若者をバッシングして何がおもしろいんだ、といつも
思います。 
ヒーローにされたと思ったら、ある日突然バッシングを受ける。 
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こんな報道ばかりされていたら、いじめもなくならないし、こどもが大人を尊敬しな
くて当たり前です。 
批判することは結構ですが、程度をわきまえてほしいと思います。 
マスコミ報道で評判の悪い人の方が、実はいい人だったりすることは結構多いと思い
ます。 
 
s.kusuki 
 
 
バートレット大統領顧問（３６）の辞任  2007/06/04 
 
ブッシュ米大統領は１日、ホワイトハウスのバートレット大統領顧問（３６）の辞任
を発表した。テキサス州知事選のキャンペーンから１４年間ブッシュ氏と行動をとも
にし、時に耳の痛いことも言ってきた側近中の側近とされる。 
 同顧問はこの日、記者団に「これまではブッシュ家の都合を優先することが多すぎ
た。そろそろバートレット家を優先させてもいいころだ」と語った。ブッシュ氏は
「とても寂しいが、小さな子どものいる家庭を大事にする決断は理解できる」と惜し
んだ。 
 
このニュース、私にとっては非常に衝撃的であり、羨ましくもありました。 
 
日本であれば、たとえ辞任の理由が｢家族｣であっても表向きはそのように言わないの
ではないでしょうか。 
こどもが熱をだしても、早く帰宅することができず、深夜に父親が帰宅してから救急
外来を受診しないといけないような日本とは、｢家族｣に対する考え方があまりにも違
います。 
しかも、まだ36歳です。 
おそらく日本であれば｢まだまだ若いのに、何を言ってるんだ。｣と叱責されることも
あるのではないでしょうか。 
仕事をやめるまではいかないにしても、36歳ごろで育児休暇をとりたい父親は結構い
るのではないでしょうか。 
当然のごとく、そのような希望をだせる日本人男性はほとんどいないでしょう。 
何年か前、｢育児休暇をとるのが夢やなあ｣と同期の医師と語ったことがありました。 
小児科医にとって、いやすべての社会人にとって｢育児｣は立派な｢キャリア｣になると
思うのですが、、、、 
 
毒舌日記というよりは、愚痴日記になってしまいました。 
 
s.kusuki 
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大丈夫①  2007/06/18 
 
今の医療現場において、医師が｢大丈夫です。｣と言うことはほとんどないと思います。 
なぜかというと、そういう教育を受けるからです。 
つまり、｢大丈夫です｣と言った後、急変がおこったりすると 
｢あの時、大丈夫ですって言ったじゃないですか。｣と訴えられ、場合によっては裁判
などになると負けるからです。 
 
一般小児科外来でも、｢何かあったらまた来てください。夜だったら救急外来に行っ
てください｣と言われることも多いと思います。（何かあったから来てるんですけど
ね、、、） 
 
血液腫瘍の分野において、このことが問題になるのはやはり｢食事｣の問題でしょう。 
つまり化学療法（ケモ）後、免疫力が低下しているときに食中毒を起こすと重症化す
ることがあるので、食中毒を起こす可能性のあるものは禁止します。 
 
しかし、食中毒を起こす可能性のあるものってなんでしょう？ 
不二家の事件もありましたが、賞味期限などもどこまで信用できるかわからないこの
時代、どこまで禁止して、どこまで許可するのか、、、、 
 
｢お寿司食べても大丈夫ですか？｣ 
 
これが一番多い質問です。 
お寿司屋さんに電話して｢あなたのお店のお寿司は食中毒起こす可能性ありますか？｣
と聞かれて、｢その可能性はあります｣と答えるお寿司屋さんなんて、あるわけありま
せん。 
 
おそらく、９９%食べても大丈夫でしょう。 
 
しかし、小児救急外来で｢お寿司を食べた後、嘔吐、下痢が続き、冷や汗を流しなが
らやってくる子どもを見ると、とても免疫能が低下している子どもに食べさせる気は
起こりません。 
ですから、医師免許証を持っている人に｢免疫能が低下している状態の子に、お寿司
を食べさせて大丈夫ですか？｣と聞いても｢大丈夫でしょう｣とは答えてくれません。 
 
内心｢食べても大丈夫だろう。｣と思っていても。 
｢この子の一番のストレスは、お寿司を食べられないことだから、食べさせてあげた
い｣と思っていても。 
 
この議論をしていくと、行きつくところは 
｢自分の子どもだったら、どうするか｣というところだと思います。 
 
s.kusuki ( つづきは また明日) 
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大丈夫②  2007/06/19 
 
 (昨日のつづき） 
 
私は、まれではありますが怖い話も聞きますので、基本的には食事制限は厳しくする
と思います。 
ただ、家で何時間も｢お寿司が食べたい！！｣とこどもに泣かれたら 
食べさせてしまうような気がします。 
つまり、大丈夫と思っているから食べさせるのではなく、こどもにとってどちらがメ
リットがあるかを考え、覚悟を決めて選択すると思います。 
 
何かが起こったときに、誰が責任を取るかというところが問題で、 
それが医師にあるかぎりは、｢大丈夫｣とは言えないでしょう。 
じゃあ、親が責任をとれるか？ 
これは、個人個人によって異なるでしょう。 
もし医師が｢自己責任で考えてください｣なんて言おうものなら、人間関係はめちゃく
ちゃになるでしょう。 
 
医療者が十分な情報を患者さんに提供し、患者さんが判断することがインフォームド
コンセントですが、 
｢おそらくお寿司を食べても大丈夫でしょう。しかし、食中毒を起こしたら重症化す
る可能性があります。どうされますか？｣ 
この選択できますか？ 自己責任で決定できますか？ 
特に日本人には難しいのではないでしょうか。 
 
ケースバイケースで方針も異なりますので、この問題を解決するのは、医療者と患
者・患者家族とのコミュニケーションしかないと思います。 
 
また、決断するのが患者本人ではなく｢こども｣と言うところが難しいところです。 
｢肺が痛んでいるから、たばこをやめるべきです｣ 
｢肝臓が悪いから、お酒をやめてください｣ 
と言っても、やめない人がほとんどでしょう。 
これは、言わば自己責任で生活されているわけで、その人それぞれの人生観でしょう
から、あまり厳しく言うつもりはありません。 
医師としては、不満足ですが。 
国民の医療費も費やされているわけですし。 
（だから小児科医になったところもあるのですが、、、） 
 
余談ですが、私の恩師の多和先生はたばこをやめられたそうです。 
素晴らしい！！！！  ｢ニコチンパッチを使ったら楽にやめられた｣とのことです。 
もちろん、｢やめよう｣という気持ちが必須なのは言うまでもありません。 
 
話がそれましたが、免疫能が低下しているときは基本的に 
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｢なまもの・キムチなどの漬物・冷ご飯・長時間つくりおきの食べ物｣は禁止し、 
手洗いうがいを徹底することが大切です。 
 
何が良くて、何がダメかは１００％の結論はでませんが、できる予防はしましょう。 
 
手洗いうがいは、みなさまが想像されているより、かなりの感染予防効果を発揮しま
す！！ 
 
s.kusuki 
 
 
スーパードクター  2007/06/22 
 
スパードクター（いわゆる名医）と呼ばれる方が、最近よくテレビに出演されていま
す。 
闘病中の患者さんの中には、 
｢テレビにでてるんやったら、私の手術をしてほしい｣ 
｢私の診察をして欲しい｣と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか？ 
 
スーパードクターがいる分野は成熟していない、との意見があります。 
つまり、本当にその分野の医療が進歩するということは、どの医療機関でも同じレベ
ルの治療が受けられるようにしないといけないとの考え方です。 
｢この手術は、○○先生しかできません｣ 
それなら同じ技術をもつ医師を育てるか、だれでも簡単にできる方法を考えたらいい
のに、、 
｢○○先生に診察していただいたおかげで、私の病気の診断がつきました｣ 
それなら、その珍しい病気をもっと誰でも診断できるように広めないと、、 
 
おそらくテレビに出演されているスーパードクターの方々も、｢私が診ていたらもっ
と良い医療を提供できたのに｣と悔しい思いをした患者さんを数多く経験し、自分の
知識・技術を広めなければとの思いでテレビに出演されているのだと思います。 
ですからテレビが、スーパードクターをおもしろおかしくヒーローにしている演出に
は不満です。 
 
ただ現実的には、これだけ医療が発達し細分化されてくると、難しい面もあると思い
ます。 
ここで重要になってくるのが大きな意味での｢チーム医療｣です。 
１人の頭脳にすべての医療情報を入れることは不可能ですから、 
｢この病気は自分では経験がないから、○○先生に相談してみよう｣ 
と、気軽に相談するだけで事が足りることは多いと思います。 
この気軽に相談できる○○先生が、どれだけいるかがこれからの医師にとって非常に
大切になってくるのではないでしょうか。 
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私自身、現在医師９年目ですが、研修医の頃一緒に働いた他科の医師や、大学時代の
同級生、先輩後輩、以前小児科で研修（いわゆるスーパーローテート）をしていた他
科の医師に相談することも多いですし、非常に助かります。 
相談した相手が詳しくなくても、そのことについて詳しい上級医に相談してくれたり
します。 
インターネット環境が整備された現在、 
｢となりの医局は外国よりも遠い｣なんて古臭いことを言っていないで、 
どんどん気軽に相談できる環境が整えられるとありがたいですね。 
 
私自身、わからないときには、｢えいやっ｣と気合を入れて 
全然知らない他科の偉い先生に相談することも結構ありますが、 
冷たくあしらわれたことはほとんどなく、 
むしろ｢顔怖そうやけど、結構フレンドリーやなあ｣と思うことが多いです。 
 
日本全体の医師がチームを組んで｢チーム医療｣をしているという意識が持てると、患
者さんがドクターショッピングをしなくてもよくなると思います。 
 
s.kusuki 
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家族代表の気持ち 
 
 
ありがとう！ がんばる！！   2006/11/23 
 
以前、今もなお、闘病中の仲間からの心に響く応援をもらいました。 
 
「早く夢の病院を作って！！ せめてそんな夢の病院に入院させてやりたい、、、」 
 
チャイケモのことを熟知した彼女からのこの言葉は、全てを物語っています。 
 
何が何でも実現させなければ、、、 
 
今闘病中の患者が望む病院＝チャイケモは必要な場所。 
 
syumama 私たちもがんばってるからね！！ 
 
 
まさみさま 
 
 
「かあしゃん…おうちかえりたい。」   2006/11/27 
 
「かあしゃん…おうちかえりたい。」 
 
「うん。わかった。かえろうな。先生にお願いしてくるわな。お母さんが点滴練習す
るわな。おうち帰ろうな。」 
 
 
ターミナル期に入った時の次女との会話です。 
 
こうして、私たちは主治医からのすすめで、長期外泊を繰り返す形の在宅治療を選択
させてもらいました。 
だいたい１週間に一度血液検査をしに病院へ戻り、輸血やその他必要に応じた処置を
していただきました。 
 
私は急いで点滴、時には皮下注射の指導をうけました。 
 
「しぇんしぇい…おうちかえりたいねん…」 
次女は自分でも先生がお部屋に来ると一生懸命お願いしていました。 
 
「わかった。おうち帰ろうな！」 
 



87 

ターミナル期の通院は酸素ボンベを背負い、輸液ポンプをぶら下げチャイルドシート
に乗りました。運転中も気が気じゃありませんでした。 
 
それでも「またすぐにお家にかえれるように！」とカエルの縫いぐるみを小さな手に
しっかり抱いている次女を見ると、「私が負けちゃいけない！ 絶対いけない！」と
気合いが入ったものです。 
 
この通院がなければなぁ…せめて、ずっと家にいたままケアしてもらえたらなぁ…。
一分一秒、とっても大切な時間なのに、、、といつも思っていました。 
 
 
家には自分のおもちゃがたくさんあります。 
 
家には大好きなお家のにおいのするお布団があります。 
 
家には大好きなおねえちゃんがいます。 
 
家にはお父さんが「ただいま～」と帰ってきます。 
 
家ではお母さんがお料理したり、お洗濯したりしています。 
 
家ではみんなゴロゴロ寝転んだり、歌ったりしてリラックスしています。 
 
家には、本当は当たり前の「幸せな事」がいっぱいあります。。。 
 
「かぁしゃん…おうちにかえりたい…」 
 
私たちチャイケモは、何とかしてこの思いに答えなければなりません。。。 
 
この願いを叶えなければなりません。。。 
 
 
まさみさま 
 
 
＜コメント＞ 
祝ブログ大賞！！ 
 
はじめまして。 
ブログ大賞の審査委員長の久米先生の 
門下生として、明大商学部で学んでいる 
Aと申します。 
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このたび私たちの講義で、『チャイルド・ケモ・ハウス』様を 
知りました。 
 
ご家族のお気持ちや、日本の医療事情を 
より詳しく知ることができました。 
 
特に、まさみ様の次女の 
「かぁしゃん…おうちにかえりたい…」 
という言葉、さまみ様の 
私たちチャイケモは、何とかしてこの思いに 
答えなければなりません。。。 
 
この願いを叶えなければなりません。。。 
 
という思いに共感いたしました。 
 
家には、本当は当たり前の「幸せな事」がいっぱいあります。 
人は当たり前をあまり感じていないことが 
たくさんあると思います。 
 
当たり前を当たり前と思わず 
日々感謝していけるよう精進していきたいと思います。 
 
日本で初めての専門施設設立を目指されている、 
『チャイルド・ケモ・ハウス』様を心から応援すると共に 
皆様に知っていただけるよう、私も微力ながら 
応援していきたいと思います。 
 
夢を諦めず頑張ってください。 
 
明大商学部 
A 

Posted by: A  at 2006/11/29 
 
＜コメント＞ 
A様 
温かいコメントと応援ありがとうございます。 
 
私どもも当時はただ「辛い」の一言で済まされてしまうような闘病生活を過ごして参
りました。そして、このプロジェクトが発足されるまでは、そのような気持ちですご
した日々を必死に心に封じ込め、何もなかったように毎日を過ごして参りました。 
でも、その思いを文字通り生かせる場所がこのチャイケモです。 
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このような環境に恵まれたことに日々感謝しながら、A様のおっしゃるとおり「夢を
あきらめず」ひたすら前を見て進んでまいりたいと思います。 
 
これからもチャイケモの応援よろしくお願いいたします。  

Posted by: まさみさま  at 2006/11/29 
 
 
おねえちゃん  2006/12/01 
 
うちの長女と次女は年子です。 
次女の診断がついた頃、長女は２歳になったばかりでした。 
２歳になったばかりのお姉ちゃんは、ある日突然、何もわからないまま、おばあちゃ
んに預けられました。 
「かあしゃんは？」の言葉に周りの大人は「すぐに帰ってくるよ。しばらくお留守番
なぁ。」 
とごまかしの説明するほかありませんでした。 
 
入院当初はお別れの時間が来るたびに大泣きしていたおねえちゃん。 
必死に私にしがみつきました。「かあしゃんと～かあしゃんと～」 
何とかしてやりたい。毎日どうして過ごしているのか、、、どんな気持ちですごして
いるのか、、、辛いだろう、、、寂しいだろう、、、一緒にいてやりたい、、、まだ
まだ小さい小さいたった２歳なのに、、、まだ階段も一人で上れないのに、、、まさ
に体が引き裂かれる想いでした。 
 
そんな思いもむなしく「それが当たり前」の世界でした。 
 
いつか、ふと気がつくと何も無理を言わないお姉ちゃんになっていました。 
「ばいばい」と手を振り「また来るからね。かあしゃんもがんばってね」とお決まり
のセリフを残し、機嫌良く去るのでした。 
そして私は病室の窓から見える道路をいつまでも見送りました。。。 
 
そんな日々を２年弱。。。おねえちゃんはがんばりました。妹と同じだけがんばりま
した。 
「おねえちゃんだから」とがんばりました。 
 
そんなおねえちゃんが体調を崩したのは妹が亡くなってすぐのことでした。 
お葬式で突きつけられた数々の耐え難い場面。今までの小さい心への心労。色々重な
って「かあさん買い物に行ってくるからちょっとお留守番しててね」とでかけると、
高熱、嘔吐。 
闘病中の景色が見えると（闘病仲間のお家に遊びに行くなど。。。）高熱、嘔吐。 
 
知り合いの小児科医に相談すると、軽い心身症だと思います。といわれました。 
対処方はただ見守ることだけでした。 
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お母さんがまたいなくなるかも知れない。。。お母さんも妹のようにいなくなってし
まうかもしれない。。。当たり前ですが、そんな思いをぬぐいきれなかったのだと思
います。 
 
小さな小さなおねえちゃんは、大きな大きな自分では消化しきれない不安を抱えてい
ました。この心身症は１年間続きました。 
いまでも何かあるたびに「お母さんと一緒に暮らしたい」と言います。 
 
当時はどうしても「次」になってしまっていた、親まかせのきょうだい児のケア。 
チャイケモでは「きょうだい」を患児と同様、大切に大切に守っていきたいと思って
います。 
 
 
まさみさま 
 
 
＜コメント＞ 
おねえちゃんも妹さんも、まさみさまも、たくさんたくさん頑張ってこられたことが
伝わってきて胸がいっぱいになります。病気は誰のせいでもないのに、病気とたたか
うだけでも大変なことなのに、そんな子ども達や家族にとってほかにもつらいことが
たくさんある現状、とてもつらいです。 
しぶたねの活動に来てくれる子ども達にも、無理矢理よい子になっている子や心配な
子がたくさんいます。子どもの頃の自分自身とも重なり、しぶたねを作ったものの、
何ができているのだろうかと胸が痛みます。 
おねえちゃんがずっと抱えてきたものを出せたこと、それをまさみさまが受け止めて
いること、すごいことだと思います。 
おねえちゃんが大好きなおかあさんの愛情をいっぱいいっぱい受け取って安心して大
きくなりますように スクスク 

Posted by: ひさも  at 2006/12/10 
 
 
幸運の意味 2  2006/12/08 
 
最近チャイケモが軌道に乗り出し、なんだか毎日あわただしくなってきました。 
 
Fumiさんのブログを読んで思い出しました。。。 
ホッと一息。「ちょっとゆっくりしようっと。。。」Fumiさんはいつも私をそんな気
にさせてくれます。。。 
 
 
私も全てが終わった後に、こんな風に思ったことがありました。 
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どうして私の大切な子が、こんな目にあったのか、、、 
どうして私たち家族が選ばれたのか、、、 
たくさん、たくさん考えました。 
 
それは、この闘病を通じて得た大切な仲間と出会うためだったのかもしれない。 
ママ仲間であったり、看護師さんであったり、先生であったり、ボランティアで支え
てくれていた人であったり、、、。 
どれもみんな大切な出会いでした。 
 
それでもやっぱりあの子を失いたくはなかった、、、。 
 
 
最近はこんな風に思います。 
 
どうして、あの場所で夕子ちゃんと、ともこちゃんと、あっこちゃんと、よしこちゃ
んと、fumiさんと、その他たくさんの大切な人達（ほとんどが現チャイケモメンバー
です）と出会ったのか、、、 
 
それはやっぱりチャイケモが必要だからではないだろうか。。。 
 
それでもやっぱりあの子を失いたくはなかった、、、。 
 
かけがえのない大切な大切なわが子の命が教えてくれたこと。 
ほんの少しずつ、行ったり来たりしながらも、なぞが解けていくような感じがしま
す。。。 
 
でも、この先もなぞが完璧に解けることはないでしょうけど、、、 
お母さんはやっぱりあの時と同じように、今もわが子達のために一生懸命にがんばり
続けなければならないということだけは、はっきりわかっています。。。 
 
がんばるぞ！ 
 
まさみさま 
 
 
今年も終わります。。。  2006/12/15 
 
先日、毎年恒例の「今年の漢字」が発表されました。 
「命」です。 
チャイケモの大きなテーマはもちろん「命」だといえると思います。 
「今年はまさに、チャイケモイヤーだったなぁ。。。」としみじみしています。 
 
私がチャイケモへ参加したのはちょうど去年の今頃でした。 
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早いものでもう１年がたちます。。。 
 
手探りではじめた「集まり」がNPO法人チャイルドケモハウスになり、 
イベントも大成功し、週末、今年最後の研究会が開かれます。 
最後の締めくくりにふさわしいCLSの講義です。 
 
私たちの子供たちを大切に見守りつづけてくださった「あそびのボランティアさん」
だった方が今は立派な「CLS」となって変わらず私たちのそばにいてくださいます。 
どんな講義が聴けるか本当に楽しみです。 
 
何かと日本の先を走る「アメリカ」その他の欧米諸国（CLSもアメリカの資格らしい
です） 
 
 
チャイケモでは、何かひとつでも「アメリカ」より先を走ることができないかし
ら？？？ 
引き続き、頭フル回転で年を越すことにします。。。 
 
みなさま、来年もどうぞチャイケモの応援をよろしくお願いいたします 
 
まさみさま 
 
 
あけまして おめでとうございます  2007/01/02 
 
A HAPPY NEW YEAR ! 
 
いよいよ新しい年の始まりです。 
 
今年も色々と試行錯誤しながらですが、応援してくださる皆様の温かいお言葉を胸に、
一歩一歩しっかり確かめながら、チャイケモを大切に育てていきたいと思っています。 
そして、実りある一年になりますよう、心を込めて活動して参りたいと思います。。。 
 
みなさま今年も応援よろしくお願いいたします。 
 
 
まさみさま 
 
 
家族の家族の気持ち  2007/01/08 
 
今日は私の姉が、私たち家族の闘病生活のサポートをしてくれていたときのことを思
い出しながらつづってくれた想いをご紹介します。。。 
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「家族の家族」。 
 
姉にサポートされていた私自身が気づかないことがたくさん書いてありました。 
 
そして、更に感謝の気持ちがあふれ出しました。。。 
 
それでは、ご紹介します。 
 
 
姪の病気を知らせる電話が実家から入った。母は泣きながら病状を説明してくれるが、
私はテレビドラマのようにショックな顔をしているわけでもなく、涙があふれるわけ
でもなく、ただ淡々と話を聞いていた。 
 
「えっ！？ ○○ちゃんがですか？ そうですか、、、はい、、、わかりました」と
いう具合に。一見冷静なような冷淡なような対応だったが、今思えば私の頭の中の混
乱はそのときから始まっていたのではないだろうか、、、 
 
姪っ子の約２年の闘病生活は私にとっての雅美ちゃんとの交流の日々。それは「混
乱」と「葛藤」と「想像力全開」と「言葉選び」に終始していたように思う。。。 
 
「混乱」とは、前述にもあるとおり、病気の第一報から始まり、雅美ちゃんからのメ
ールや手紙を読むたびにオロオロするばかりでどう返事してよいやら胸が痛かっ
た、、、 
 
「葛藤」とは、やっぱりそばにいて話がしたい、何か実際に手伝いたいと思いながら
も、自分の生活もあり、遠くてなかなか顔を見に行けず歯がゆい思いをしたことであ
る。 
 
「想像力全開」とは、会えないならせめて雅美ちゃんの気持ちになって、、、いや、
同じ気持ちには決してなれないが、それに近づけるように精神を集中していろんなシ
ーンを想像しながら感情を呼び起こす。。。そういう作業の繰り返しだったことであ
る。 
 
「言葉選び」、、、本当なら目を見て手を握って一緒に笑い、一緒に泣き、、、そう
いうことができれば一番良かったんだろうが、現実にはメールか手紙で伝えるより他
ない。「言葉」でしかサポートできなかった。でもそれもできたかどうかはわからな
い。「言葉」とは使い方により『心を突き刺すナイフ』になったり『心を優しく包む
毛布』になったりするもので、私も時には使い方を間違っていたのではないかと今更
ながら不安になる。 
 
そういう日々が過ぎた後、とうとう○○ちゃんは天使になってしまった、、、 
 



94 

お通夜のとき雅美ちゃんのお父さんと初めて少し会話ができた。 
お父さんは「入院している子供のお母さん達は、みんななぜか明るくて強いんです
よ。。。雅美も弱音ひとつ吐かないんです」と話してくれた。 
 
雅美ちゃんもいくら辛くても、いつもいつも落ち込んでいるわけにもいかず、相当我
慢して頑張って、踏ん張って生活していたのだと思った。 
どれだけの苦しみを乗り越えたのだろう、、、と改めて考え直したことだった。 
 
私は今まで「人は苦境に陥ったときこそ、その人の本性が見えるもの」だと思い込ん
でいた。けれども、「人は苦しすぎると自分が自分でなくなる」ということもあると
知った。 
最新の医療機器、優秀な医師、優しい看護師、生活設備、それらと同等に患者やその
家族には泣き言を言える場所、弱音を吐く相手が必要で、闘病生活は辛いものではあ
るが最低限「自分が自分らしくあるための環境」を作ってほしいと思った。 
それが今、現実に着手しているのだと思うと「夢」の病院が「夢」でなくなるんだ。 
 
これからも皆さんの持てる力を存分に発揮して夢を実現させてください。 
 
私もこのことで人として少しは成長できたと思ってます。 
ありがとう雅美ちゃん。 
ありがとう○○ちゃん。。。 
 
おねえさん本当にありがとう。。。 
 
まさみさま 
 
 
母の趣味  2007/01/09 
 
私は娘の入院中、病室では、時間が許す限り編み物をしていました。 
何かに取り付かれたようにひたすら編み続けていました。 
 
子供の頃、母に習った基礎編みを思い出しながら、いつも編み図と格闘して編み上げ
ました。そのうち編み図もいらなくなりました。 
病室のお引越しをするときにはいつも大量の毛糸も引越しました。 
 
出来上がった作品は数え切れないくらいです。 
外出は難しい次女でしたが、お姉ちゃんと元気にお出かけする日を夢見て、なんでも
お揃いに編みました。 
 
作品が仕上がれば次女はいつもすぐ身に着け「かわいぃれしょ？」と鏡を見てニコニ
コと喜びました。 
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ほとんどパジャマの生活でしたので、新しい服はとても喜びました。冬でも暑い病棟
の中で、汗をかきながら「いやなんだ！ 着るんだ！」と脱ぐ事を涙ながらに拒んだ
事もありました。 
 
写真にあるのは、親子ともに、お気に入りの帽子で病棟内のお散歩の時にいつもかぶ
りました。これもお姉ちゃんとお揃いです。 
すれ違う人達にも好評で「かわいいね～」と声をかけてもらう事が私達のささやかな
楽しみになっていました。 
 
「きっと、お姉ちゃんも同じのかぶってお外散歩してるな～」 
と言うと「いっしょ？ いっしょか！」と嬉しそうに、誇らしそうに自分でかぶって
見せました。 
 
大部屋の時には、母友達が「私にも編み物教えて～」と来たりしました。その時は、
ちょっとした編み物教室のようになり、子供がお昼寝の時間など、色々話し込みなが
ら編みました。 
 
さて、次女にそっくりなｔｗｅｅｔｙにかぶせてみました。 
 
＜ブログでぜひ写真をご覧ください＞ 
 
ちなみにこの縫いぐるみは楠木先生とお世話になった研修医の先生が、ターミナル期
に自宅に戻った時にしたパーティでプレゼントしてくださった物です。 
次女は「しょっくい～（そっくり）」と喜びました。長女は今でも夜寝るときにはず
っとこのtweetyを抱きしめて寝ています。 
 
入院中の私を救ってくれた編み物は今でも立派な趣味のうちのひとつです。 
 
このように、付き添いの人間が気分転換できる「場所」を取り揃え、提供するのも私
達の大切な仕事の内のひとつだと思います。 
 
「趣味」はとても大切です。 
 
まさみさま 
 
 
「楽しみ」が持つ力  2007/01/12 
 
週に一回ＩＶＨの刺入部の消毒がありました。 
何重にも貼り重ねたシールをはがすのは想像以上に痛く、ストレスな事でした。 
 
私はいつも、一番上に貼るシールを先に何枚かいただいておいて、マジックで絵を描
き、ためておきました。 



96 

娘は週に一回、その中から好きな絵のシールを選び、先生に「これはって」と渡して、
シールを新しくしてもらうことを楽しみし、はがす痛みに耐えました。大人に押さえ
付けられる事もなく自分でじっと耐えました。たったの２歳の時のことです。 
頑張って、頑張って、新しくしてもらったシールを鏡で見てニコニコ喜んでいました。 
 
久々に絵を描いてみました。。。 
 
＜ブログでぜひ写真をご覧ください＞ 
 
「遊び」や「楽しみ」が子供の生活にいかに大きく影響するのか考えさせられます。 
 
シーツ交換もなぜかとても喜びました。棟内放送が流れると「しーちゅこうかん？」
とよく聞いてきました。 
新しくしてもらうとやっぱり気持ちが良いものです。 
 
可能な限り、気持ち良く快適に過ごせるように、痛みを伴う場合でも、少しでも痛み
が和らぐように、大人が精一杯気を配って身の回りを整えてあげなければなりません。 
 
「シーツ交換」「テープ交換」、、、もっともっと交換してあげたい物がたくさんあ
ります。 
 
カーテンやシーツの色交換、天井からつり下げられた楽しいモビールの交換、部屋に
飾る絵の交換。。。 
 
たくさん交換出来る物があれば楽しみも増えるかもしれませんね。 
 
まさみさま 
 
 
母の絵  2007/01/18 
 
次女が亡くなってすぐに私の母が描きはじめた絵です。 
 
＜ブログでぜひ写真をご覧ください＞ 
 
次女を絵にすると、「小坊主さん」のようになったということで、母はずっと「小坊
主さん」の絵を描き続けました。 
 
娘達が「一緒にできなかったこと」が母の絵の中では微笑ましい光景となって「想像
だけど。。。嬉しい世界」が私の記憶に残ります。 
 
母にしても、孫達のかわいい姿、見たかった光景「きっとこんな風にしてただろうな
ぁ。。。」という気持ちを絵にしているのだと思います。 
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絵の中の娘達は、振り向き方や座り方、首の傾げ方、手の挙げ方など、、、微妙なと
ころが実はとってもよく描かれていて、どれもそっくりで、母にしか描けない絵だな
ぁ。。。といつも思います。 
 
この、大好きなおねえちゃんと嬉しそうにスイカを食べている絵のほかにも、楽しそ
うに七夕の飾り付けをしている絵など。。。それは、それはたくさんあります。 
 
「今頃どうしてるかな、、、？」「寂しくないかな、、、？」「泣いてないか
な、、、？」「しんどくないかな、、、？」という気持ちが片時も頭から離れない私
が、いつも母の絵を見て救われるのは、楽しそうな、気持ちよさそうな、穏やかな表
情をしているところです。 
 
今もきっと私たちのすぐそばで、気持ちよく過ごしてくれているのだろう。。。とい
う気にさせてくれます。 
 
母さんいつもありがとう。。。 
 
まさみさま 
 
 
闘病中の記憶  2007/02/08 
 
先日、某テレビ番組をみました。 
メインは白血病と闘う男の子の闘病生活でしたが「原因不明の難病」と言われるもの
がびっくりするほどたくさんある事を知りました。 
 
私は、ずっとこの手の番組を意識して避けてきましたが、先日は「えいやっ！！」 
とチャンネルを合わせてみました。 
 
我が子も経験したことながら、やはり闘病とは想像を絶するものです。 
 
この番組で取り上げられたご家族のご苦労やお気持ちが手にとるように伝わり、当時
の自分達と重なり、、、ドキドキしました。 
そして、闘病を再体験したような気持ちです。 
 
いつも家の中でも静かにしていることのないおしゃべりな長女は、微動だにせずじっ
と画面に釘付けになっていました。「おかあさん。。。ちがうのして。○○ ちゃん、
かなしくなるから、、、」と言いましたが「○○ちゃん。かなしいけど、△△（次
女）が頑張ったこと忘れたらあかんからやっぱり見よう。。」と親子で頑張りました。
ちょうど実家に寄っていた時でした。 
「どうする？ 見る？」と相談しながら見だした母は隣で号泣でした、、、 
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その後のお風呂の中で長女と少し話しました。 
「だからチャイケモがいるねんで。だから先生もみんな頑張ってるねん！」「うん。
わかった」 
 
人間の記憶は、恐ろしい記憶も、痛い記憶も、絶対に忘れない！と思っていたものま
で無意識に薄れていきます。。。（だから女性は何回も出産できるといいますよね） 
 
この番組を見て、私の中の「絶対に忘れるわけがない！」という記憶も一部薄れかけ
ていることを確認しました。 
そして、子供の「生きようとする力」の強いこと。当の子供達がとてもすばらしい人
間だということ。 
 
命の尊さをしっかり思い出しました。 
 
 
改めて我が子の闘病を振り返り、そして、今闘病中の方々の姿からさまざまな問題を
汲み取り、本当に必要な施設を作らなければならない！ 
と強く思ったのでした。。。 
 
まさみさま 
 
 
がんばりました！   2007/02/16 
 
先日、次女が亡くなって以来、ずっと足を踏み入れることを躊躇していた病院へ、チ
ャイケモの件で行くことになりました。 
駐車場で１５分ほど深呼吸をしてから「えいやっ！！」と中へ入りました。 
 
そして、さらに勇気を出してゆうこちゃん付き添いの元、病棟へも行ってみまし
た。。。 
もう２年以上にもなるのに、つい最近までそこで暮らしていたかのような感じがして、
想像していたより重い気分にはなりませんでした。逆に温かい気持ちになれたような
気がして。。。不思議です。。。かなり不思議です。 
 
娘の泣き声が聞こえた気がして振り向いたりしました。 
部屋のドアに飾られているものはそのままでした。 
相変わらずfumikoさんが描いたかわいい絵がたくさん飾られていました。 
細かいところが少し改善されていました。きっとDr.ohtaとDr.kusukiのおかげでしょ
う。 
病室からは、やっぱりなんとも言えない表情のママたちが出入りしていました。 
 
なんとなくあの頃のみんなが廊下を歩いて「どう？」と聞いて来そうな気持ちになり
ました。。。 
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お世話になった先生に、思いがけず廊下で出会いました。 
「うわぁ○○ママやっ！！ びっくりした～！ 来てくれてうれしいわ～！」と声を
かけていただき、しばらく他愛もないお話をしました。「メールちょうだいね！」と
いわれ、アドレスを聞くのを忘れて帰ってきてしまいました。 
 
ゆうこちゃんとあっ子ちゃんの友達にも（闘病中）紹介してもらい、私もお友達にな
れたことは嬉しいことでした。「ブログ楽しみにしてるから！」と言われ、「おぉ
～」と照れくさい思いをしました。 
 
懐かしい友人とも出会い、相変わらずの苦労話を聞き、直接力になれないことに歯が
ゆい思いをしました。彼女の抱えている問題については何か良い方法を考えなければ
なりません。。。 
 
今も現場で闘っている戦友に向けての、言葉にならないエールを胸に「やっぱり逃げ
てちゃだめだ！ 目をしっかり見開いて、心もしっかり開いて、記憶と勇気ををふる
いだし、現場を見ていかなければ、、、」と気合を入れなおし、帰ってきました。 
 
そして、「よく行った！ よくがんばった！」と少し自分に自信がついた私です。 
また頑張って行ってきます！ 
 
まさみさま 
 
 
＜コメント＞ 
本当に来てくれてありがとう。 
初めて会ったとは思えず、いろんな話しできて嬉しかったです無理せず頑張れそうで
あれば、またいつでも来てね大歓迎です。 
闘病中で何もできないですが、ケモハウスの活動、心から応援しています。 

Posted by: 井関真紀子  at 2007/02/17 
 
＜コメント＞ 
井関真紀子さん。嬉しい応援コメントありがとうございます。 
またこちらからも応援に行かせてもらいます。 
お互い、がんばろうね。 
 

Posted by: まさみさま  at 2007/02/17 
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おばあちゃんの気持ち。。。  2007/02/21 
 
母から文章が来ました。 
「ブログに載せてもらおうと思って、書いてん」。。。 
 
母には、言葉では言い尽くせないくらいお世話になりました。（今もなお、、、） 
 
母が書いた気持ちは、やはり、私が想像していたものと同じでした。 
 
「母」であり「祖母」である母は、見送る背中も、２つ。 
娘、そして孫たちの何ともいえない痛々しい姿を見ての苦しみや、悲しみも２倍３倍
だったと思います。 
 
それでは、おばあちゃんの気持ちを紹介します。 
 
まさみさま 
 
 
忘れもしない‘０２年９月半ば、娘夫婦と私たち、その家族は途方に暮れながらとてつ
もなく深く暗い奈落の底を恐る恐る覗き込んでいました。 
 
しかし、今思えばそのときにはわずかばかりでも底のほうに光は見えていたのでした。 
「大丈夫、きっと治る、家族の力で、医療の力で！」 
奇跡は起こるものだと信じることによって灯す希望の光でありました。 
 
それから半年、白血病と診断された生後９ヶ月の孫の闘病生活は苦しいながら移植を
含め先生方のお陰で思いのほか順調に進み、嬉しい嬉しい退院を迎えることができた
のです。 
 
家に帰った孫は入院中に覚えたカタコトで大好きなおねえちゃんと実に嬉しそうに遊
んだり、時にはけんかもし、姉妹で、家族で一緒にいられる生活を精一杯楽しんでい
たと思います。 
 
でも、それからわずか２ヶ月あまりで再発、再入院と聞かされたときの打ちのめされ
た何ともわからない理不尽さに対する怒りと、ずっしりとおおいかぶさってくる無力
感は忘れることができません。 
 
そのとき再びのぞいた漆黒の奈落の底こそが本物であったのかもしれません。 
 
私は母として、祖母として娘と孫の両方の尾羽打ち枯らした後姿を病院へと見送らね
ばなりませんでした。 
それでも娘夫婦は、私たちに最も辛い病状や治療の部分は語らず、健気にも悲しみの
盾になってくれていたようです。 
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そして、孫がずるずると奈落の坂を少しずつ落ちて行くのを何もできないでただ届か
ない手を差し伸べているだけの状態、毎日毎日息をつめてピンと張りつめたギリギリ
の娘を、気丈に辛い辛い治療に笑顔で耐えている孫を、私はただ、まだ灯し続けてい
る希望の光を高く掲げて見守っているしかありませんでした。 
 
そしてその間、預かっていた姉娘を何とか無事に娘夫婦に返すことができるようにと
願っておりました。 
 
その後、娘夫婦は二度目、三度目の幹細胞移植に望みを託しました。二度目のドナー
になったのは娘、食事も睡眠もままならない中、幹細胞を採取するのに長時間の座位
を余儀なくされ、全身がしびれてなかなか元に戻らず大変な思いをしました。 
 
また、ターミナル期の在宅治療を選んだ折には、点滴の交換など複雑な作業もテキパ
キとやってのけるのを見るにつけ、果たして私が娘の立場ならあれ程のことが出来た
かどうかと思うと、全く脱帽というよりほかありません。 
 
あの手、この手の懸命の治療の甲斐なく孫はその笑顔で逆に私たちを励ましてくれな
がら２歳半のかわいい盛りに、数々の大切な「生きる」ということのお手本を贈り物
に残して静かに逝ってしまいました。 
 
こう書くと、暗い暗い闘病生活のようですが、誰一人あきらめることなく笑顔を絶や
さず力一杯、精一杯与えられた試練をそれぞれの立場で乗り越えてきたと自負します。 
 
また、闘病中出会った方々と娘は真の絆に結ばれており、支え、支えられ今日に至っ
ております。 
決して余人の与り知ることのできない思いや感情を共有でき、ましてこのたびのチャ
イケモの起業のまさにこの時に出会えた事実が偶然であるとは思えません。 
使命を帯びられた同士であると私は信じます。 
 
これからも力を合わせて目標を達成されますことを祈っております。 
 
ありがとうございました。 
 
まさみさまの母 
 
 
＜コメント＞ 
まさみさまのお母様のおてがみ、まるで自分の母が書いたかのように思えてなりませ
ん。 
母は母であり、祖母である。 
２つの悲しみを背負って今、生きているんだなあと。 
母が孫の最期の寝床を作るなんて、本当にどんな気持ちだったのか。 
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今も聞けていません。 
 
まさみさまのお母様、お手紙本当にありがとうございました。  

Posted by: Y母  at 2007/02/23 
 
＜コメント＞ 
有難うございます。 
同じ悲しみを味わわれた方が、いっぱいいらっしゃるのですね。 
失った宝物は大切に胸の一番奥の引き出しにしまって、新たな一歩を踏み出した私達
には、確かに見えてきた何かがある様な気がします。 
これからもその何かを自分なりに見極めて行きたいと思っています。 
皆さんとご一緒に！ 

Posted by: まさみさまの母  at 2007/02/23 
 
＜コメント＞ 
まさみさまのお母様 
お返事ありがとうございます。。。 
わたしの母も、彼女なりにこの悲しみを 
新たなパワーにしていると思います。 
 
実はわたしも本名は「まさみ」なんです！！ なので、まさみさまのお母様のお手紙
がより身にしみてしまっていると言う訳です。 
 
まさみさまのおかあさま 
これからも、どうぞまさみさまを支えてくださいね！！ 
そしていつまでもお元気でいてください。  

Posted by: Y母  at 2007/02/24 
 
 
がんばれ！   2007/02/26 
 
闘病中は「がんばってね！」「がんばれ！」「がんばんねんで！！」と言われるたび
に、 
 
「がんばってるっちゅうねん。。。」 
「これ以上どう頑張れっていうねん。。。」といつも思っていました。 
 
そして今、私は闘病中の仲間にやっぱり「頑張れ！」と言っています。 
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「頑張れ！って言いたくないねんけど、頑張ってるの知ってるけど、これしか言葉が
ないねん。。。だから、やっぱり頑張れ！」と長いせりふを言います。 
 
みんな「頑張れ！！」 
 
 
まさみさま 
 
 
小学校の説明会   2007/02/28 
 
先日、長女の小学校の説明会に行ってきました。 
「もう小学生か。。。早いもんだなぁ。。。」 
としみじみ先生方の説明を聞いていますと、養護学級の先生からのお話がありました。 
 
そのお話の中にこのようなものがありました。 
 
『一年生は、入学しますと、学校探検というものをやります。そのときに養護学級へ
も探検に参ります。そして「この学校にはこのようなクラスもあるのだなぁ。。。」
ということを知ってもらいます。あるとき一人の男の子が学校探検をしたその日に、
「お母さん！ 今日、養護学級にいってきてん！！ それでな～」と話を続けようと
したところ、その子のお母さんは「あんたもちゃんと勉強しな、そのクラスに入れら
れるで～」と言ったそうです。その男の子は探検が楽しかったことと、養護学級のお
友達と友達なれたらいいなぁ。。。ということを話そうとしたそうです。そして次の
日、担任の先生に戸惑いながらこう質問したそうです。 
「あのクラスの子はちゃんと勉強せえへんから、入れられたん？」。。。』 
 
何ということでしょう。。。 
 
お話の続きに養護学級の先生はこうおっしゃいました。 
 
『養護学級にいる子達は、決して入れられているのではありません。その子に合った
ペースや環境で、お勉強ができるようにと、ご両親がしっかり考えられて、選んで入
ってくるのです。決して入れられているのではありません。どうか、お母様方、お子
さんが学校探検や養護学級の感想を言いに来たら是非、素敵なお返事をしてあげてく
ださいね』 
 
小児がんにかかった子供達も、感染面や、体力面、どうしても入院中遅れをとってし
まう学力的なことなどで、すぐに以前の通りに復学するのが無理だということで、養
護学級に病弱児として入ることがよくあると聞きます。 
 
その場合に限らず、復学したときには見た目や、みんなのペースについていけないと
いうことなどが、いじめの原因になることがあるのです。 
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とても辛い闘病を乗り越え、やっとの思いで復学した子供が偏見などの理不尽な理由
でいじめられるという現実が悔しくてたまりません。。 
 
チャイケモには院内学級の先生方も参加してくださっています。何とも言えない優し
い雰囲気に、私もつい「せんせ～い」と自分の先生のような感覚でお話してしまうの
ですが、院内学級の先生方も、地元校との連携の大切さについて日々お考えです。 
 
大人のちょっとした気配りが、大人がちょっと手を取り合えば子供達は救われます。 
 
その先生が優しい口調で仰った「決して入れられているのではありません！」という
言葉が悲しくも説得力のある響きを持ち、同時に私の中には、その偏見に対してフツ
フツと怒りが込み上げてきたのです。 
 
 
まさみさま 
 
 
嬉しい出会いとご寄付。。。  2007/03/07 
 
参加型ファンドレイジングでヘアアクセサリの資材を発注しているネットショップの
方から嬉しいメールが届きました。そして、先日発注していた商品の中に一緒に寄付
の品物が入れられていました。 
 
ダンボールのふたを開ければ、温かいお気持ちもあふれ出てきたような気がしまし
た。。。 
本当にありがとうございました。 
メンバー一同感謝の気持ちでいっぱいです。 
 
メールの一部をご紹介させていただきます。 
 
まさみさま 
 
 
こんばんは 
 
携帯のアドレスが書いてあったのでメールさせていただきました。 
HP拝見させていただきました。 
まさみさまのお子様も白血病で亡くなられたのですね。 
 
私は看護師をしておりました。 
当時 同級生の子供も白血病でなくなりました。 
私は子供３人おりますが五体満足以上に何が必要なのかと最近思うのです。 
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苦しくても辛くても、手が使える・足が使える。 
当たり前のことに感謝ができずにいる。 
そして失って初めて、その当たり前のことに感謝をするのです。 
 
すばらしいことだと思いました。 
実現できることを切に願っております。 
 
リボンは作って販売して資金となさっているのでしょうか？ 
もしそうであればプラパーツなど、なんでもよければ使って頂けるのでしたら 
お送りしたいのですが。 
私にはこういったことでしかご協力はできませんが・・・ 
 
何かのお役にたてるならと思いメールさせて頂きました。 
 
頑張ってくださいね。 
 
 
卒園式  2007/03/16 
 
今日はあっこちゃん家の長男（以下Yくん）が、明日は我が家の長女（以下Aちゃ
ん）が幼稚園を卒園します。 
 
今日まで本当に色々ありました。。。 
 
Yくんは自ら闘病しました。Aちゃんはお姉ちゃんとして闘病しました。 
 
ウチの次女のカーテンを隔てた隣のベットでがんばっていたYくんも今や立派なおに
いちゃんに。当時は風船に絵を描いてあげただけでとっても喜んでくれていたような、
かわいらしい記憶があります。カーテンを開けて「ありがとう」って言ってくれたね。 
 
 
うちのAちゃんは、まだ階段を一人で上れない頃からお母さんと離れ離れで暮らすこ
とを余儀なくされていました。いつの間にか階段を一人で上れるようになったAちゃ
んを見たときには「母親なのに、側で初めて何かできた時の喜びの瞬間を分かち合え
ない、、、」と嘆かわしい気分になったものでした。 
辛い辛い経験を乗り越え、今やこちらも立派なお姉ちゃん。もう一人妹も増え、張り
切っています。 
 
二人とも今日までよくがんばってくれました！ 本当にありがとう。 
そして、卒園おめでとう。 
かあちゃんも、かあさんも感無量です。 
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最後になりましたが、皆さまにも同じような環境や境遇の方々がたくさんおられると
思います。色々な思いを胸に秘めながらの門出。 
温かい、穏やかな気持ちでお過ごしになれるようお祈り申し上げます。 
 
まさみさま 
 
Ｈｉｒｏ先生  2007/03/21 
 
アメリカのメンフィスで研究中のHiro先生。 
実は、ウチの次女もとってもお世話になりました。 
 
このブログを通じてHiro先生の温かいお気持ちが垣間見えてきます。 
 
そして、次女の闘病中に渡米されたHiro先生へ、このチャイケモのおかげで「お世話
になりました」と伝えられたことは、私の気持ちの整理へもつながりました。 
 
ウチの場合、最初の告知、病気についてのお話もHiro先生にしていただきました。 
病名と命の危機を告げられ、打ちのめされていた私たちが希望の光を見出し、立ち向
かい出したのはHiro先生からのお言葉のおかげだと言っても過言ではありません。 
 
そして、長い入院生活が始まったわけですが、娘が再発したときにHiro先生のおっし
ゃった忘れられない言葉があります。。。 
それは長い闘病生活の中で一番救われた言葉となりました。 
 
娘の再発後、２回目の移植にトライし、白血球のたち上がりと同時に、再再発の疑い
が出てきたときのことでした。 
 
狭い狭い、暗い暗い病室で何も知らずに無邪気にしている娘を前に、再々発の疑いを
告げられたときの気持ちは今でも忘れません。 
「どうしよう、、、」「あんなにがんばったのに、、、」 
と途方にくれていたときに、ちょうどHiro先生が現れました。 
そして「先生、どうしよう、、、どうしたらいい？ 助けて、、、何とかし
て、、、」と訴えてしまいました。こんな事言っても、先生も言葉もないだろうと思
いながら。。。 
 
でも。。。私のその言葉を受けて、Hiro先生は「何とかします」とおっしゃいました。 
 
娘の現状は知っている。手立てが少ないことも知っている。危険な状態なのも知って
いる。 
それでも、その時にHiro先生が言ってくださったその言葉に私は本当に救われました。 
もう出られないとあきらめた、深くて暗い井戸の底から一本の綱が降りてきたような
感じです。先生も一緒に闘ってくれるんだ！ と、とても心強く思いました。 
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そして「何があっても、やっぱり頑張らなければ！ 私たちには先生達がついてい
る！」と気合を入れなおしたことを今でもしっかり覚えています。 
Hiro先生、今更ながら、本当にありがとうございました。 
ブログ記事いつも楽しみにしています。 
 
 
まさみさま 
 
 
第2回ボランティアオリエンテーション＆手作りグッズづくり  
2007/03/25 
 
昨日、第2回ボランティアオリエンテーション＆手作りグッズづくりの会が開かれま
した。 
新たに参加していただいた人のお顔が見えたときには、とても嬉しい気持ちになりま
す 
そして、前回から引き続き参加してくださった人のお顔が見えれば、またお会いでき
ました！ とホッとした気持ちになります 
 
普通に暮らしていれば、知ることの無いこと。 
普通に暮らしていれば、知り合うことの無い人。 
 
そんな情報や環境を発信、提供していくチャイケモの活動は意義ある活動だと確信し
ています。 
 
さて、たくさんのヘアアクセサリが出来上がりました。 
近々チャイケモオンラインショップをオープンする予定です。 
 
ボランティアの皆様と私たちが心を込めて作った品物です。 
 
ただいまフル回転で準備中です。 
ご来店心よりお待ち申し上げます。。。 
 
まさみさま 
 
 
＜コメント＞ 
先日のボランティアオリエンテーションに参加させていただいた者です。 
たくさんお話を聞かせていただき、ありがとうございました。 
お母様がたのお話には大変感銘を受けました。 
友人たちにもチャイケモのことを紹介させていただきました。 
次回参加させていただくときにはその友人たちも連れてきたいと思っています。 
どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。 
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Posted by: オー次郎  at 2007/03/27 
 
＜コメント＞ 
オー次郎さま 
コメントありがとうございます！ 
とっても楽しい会になりましたよね！ 
次回もお友達を連れてのご参加、お待ちしています。 
 

Posted by: まさみさま  at 2007/03/28 
 
 
卒園証書  2007/03/26 
 
夕子ちゃんから、感動的な記事が届きました。。。 
 
まさみさま 
 
３月２４日、その日は娘の命日でした。 
ちょうどその日に、娘が通っていた保育園の園長先生がお参りに来てくださいました。 
子供たちが入園したとき、その保育園は、開園して半年くらいだったでしょうか、娘
はその当時、園で一番小さい赤ちゃんでした。 
園長先生をはじめ、保育士の先生方に、お兄ちゃん共々それはそれはかわいがってい
ただきました。 
入院してからも、担任の先生方はおもちゃを持ってお見舞いにきてくださいました。 
娘は喜んで、そのおもちゃをとてもとても大事にしていました。 
 
命日のその日、園長先生が「今日は、卒園式でした。○○ちゃんに修了証書を…」と、
お兄ちゃんがもらったのと同じ修了証書をいただきました。胸が熱くなりました。式
には出席することはできませんでしたが、卒園を迎えたお友達と一緒にちゃんと卒園
することができたのかなぁ… きっと娘も、空の上で得意げになっていることでしょう。 
 
園長先生、先生方、ありがとうございました。娘を忘れないでいてくれたこと、とて
もうれしく思います。本当にありがとうございました。 
 
 
桜の季節  2007/04/05 
 
長女が、夕方、お外遊びのおみやげに、ニコニコと桜 の花を持って帰って来ました。
そして「これ、落ちてたやつやけど、おみやげ～」とお仏壇に飾ってくれました。 
 
最初の移植の最中に、当時の後期研修医が「桜の咲く頃にはおうちに帰れます
ね。。。」と言われました。そして桜が咲くのを、家族みんなで、まだかまだかと首
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を長くして待ちました。そして移植も成功し、めでたく桜の季節に退院することがで
きました。 
私は、娘達を連れて実家の側の満開の桜の木の下に入り、久しぶりに顔を上げ、すが
すがしく桜を見上げたあの日を忘れません。 
 
ターミナルに入った事を告げられ、自宅療養に切替え始めた頃に次女にとって３回目
の桜の季節が訪れました。酸素ボンベを背負い、輸液ポンプをベビーカーにぶら下げ
「えいやっ！」と出かけたお花見散歩。嬉しそうに桜吹雪の中を散歩した娘達の笑顔
は今もしっかり写真の中に残ります。 
どちらも涙が出るほど、本当に本当に、きれいな桜でした。 
 
桜をみれば色々な気持ちが入り交じります。 
今年もあの時、写真を撮った桜はきれいな花をたくさん咲かせています。 
 
今年はもう一度、あの桜の下で写真を撮ろうかなぁ…と思っています。 
あの小さかったお姉ちゃんが、もう小学生になるのです。 
 
 
まさみさま 
 
 
とらうま  2007/04/12 
 
先日、ただの風邪だろう…と思って連れて行った病院で、三女が「ＲＳウィルスに感
染しています。お姉ちゃんくらいの年の子にはただの長引く風邪程度ですみますが、
乳幼児には危険です」と言われました。「どうしますか？ 入院しますか？」と言わ
れ、とりあえず撮って来るように言われたレントゲン室で、私の頭の中は「危険…危
険…危険…」でいっぱいになり、手足はガクガク震えていました。 
 
とらうまです… 
 
拭っても拭っても拭い切れない記憶はこんな時に勢いよく顔を出し、あの時の気持ち
と恐怖が生々しくよみがえります。 
 
これとは一生付き合わなければなりません。 
頑張れ、頑張れ… 
 
まさみさま 
 
＜コメント＞ 
私も同じ思いです 
うちの長女が生まれてからと言うもの 
「とらうま」との闘いです 
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少し吐いたり、熱を出したりしただけで、 
悪い方に考え、大病じゃないか？ 
なんて、一人不安な気持ちを抱え泣きそうになります 
去年、熱が下がらず近くの病院で「大きい病院でレントゲンを撮ってもらって下さ
い」 
と言われ、今にも張り裂けそうな気持ちのまま病院に行き、即入院でした。（肺炎を
おこしておりました） 
入院すると、あの頃小児がんと闘っていたお兄ちゃんの姿と重なり、どうしようもな
い気持ちになり、夜は一人簡易ベットで、涙していました。 
ほんと、これから先いっぱいこんな不安と向き合っていかなければならないのです。 
強くならなくてはっっと自分に言い聞かせています。 
頑張りましょうね。 

Posted by: 隆くん母さん  at 2007/04/16 
 
＜コメント＞ 
隆くん母さん   
 
コメントありがとうございます。 
本当に、母はずっと、ずっといつまでもがんばり続けなければならないのだなぁ。。
といつも思っています。 
 
お互い負けずにがんばりましょうね！！  

Posted by: まさみさま  at 2007/04/17 
 
 
理想の病院は家です。  2007/04/22 
 
理想の病院は家です。 
チャイケモの掲げているテーマです。 
 
入院している子供は必ず「家に帰りたい」と言います。 
 
それはなぜか、、、病院では当たり前の生活で保障されていたことのほとんどを失う
からです。 
 
生活においての、ほとんどの自由を失うと言っても過言ではありません。 
 
プライバシーの自由。 
いつ先生や看護師さんが部屋を訪問してくるかわかりません。 
 
移動の自由。 



111 

抗がん剤副作用で抵抗力が著しく低下するときは部屋から出られない状態になります。
そんなときはアイソレーター（空気清浄機のようなものです）の効果がある範囲であ
るベット上で何日も過ごします。 
 
きょうだいや友人と会う自由。 
面会には年齢制限があります。また状態によっては年齢が達していても会えないこと
が多いのです。 
 
遊ぶ自由。 
テレビを見たり、ベット上でできる遊びをします。プレイルームへ行けるのは限られ
たときだけです。外には滅多に出ることはできません。 
 
電話する自由。 
遠く離れた公衆電話へといかなければならないことが多いと思います。 
部屋から出られない状態の時には子供達は電話をすることができません。 
付き添いの母も、周りにたくさんの人がいる公衆電話では、本当に話したいことを話
せないのです。。。 
 
テレビを見る自由。 
テレビを見るのには、バカにならない料金が発生します。いつも懐を気にしながらテ
レビをみます。 
 
冷蔵庫を使う自由。 
小さな冷蔵庫には、冷凍庫がなく、氷やアイスクリームが入らなくて困りました。 
 
お風呂に入る自由。 
いつも順番にならびます。好きなときに、のんびり入ることはできません。 
 
寝る自由。 
治療は夜中にまで続くこともあります。 
夜中にラウンドにこられる医療スタッフに目を覚ますことは少なくないことです。 
日中は検査、回診などのスケジュールの都合、落ち着いてお昼ねなどできない環境で
す。 
 
お話しする自由。 
大部屋では同室の人たちに気を使ってコソコソお話をします。 
 
 
ざっとあげただけでもこんなにたくさんの自由を奪われます。 
そして、普段の生活のありがたさが身にしみるわけです。。。 
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家族が、そして自分がこのような環境に身をおかなければならなくなったとき、、、 
あなたならどう思われますか。。。何をすべきだと思われますか。。。 
 
まさみさま 
 
 
ABCラジオ出演 part2  2007/05/02 
 
s.kusukiがラジオ出演させていただきました。 
 
早朝の番組だったため、「聞けなかった、、、」と言う方が多いのではないでしょう
か。 
私もそのうちの一人です。 
 
そんな方は下記のページへ移ってみてください。 
そして、じっくり読んでいただき、チャイケモのことをもっと知って下さい。。 
 
s.kusukiの話したことが非常に丁寧に、記載されています。 
 
記事は http://abc1008.com/news/onair/070427.html です。 
 
 
まさみさま 
 
 
テリーフォックスラン＆チャイルドケモハウス  2007/05/13 
 
昨日、五月晴れのもと、チャイケモイベント第２弾『テリーフォックスラン＆チャイ
ルドケモハウス』が開催されました。 
会場の万博記念公園は緑がたくさんで、とても気持ちのよい場所で、四葉のクローバ
ーもたくさんありました。 
 
まず、開会式の後、テリーフォックスランがスタートしました。 
理事長のs.kusukiもしっかり準備体操をしてスタートしました。 
そして全員、しっかり大阪城でゴールされました。 
詳しくはs.kusukiより報告をしてもらいましょう。。。 
 
さて、ウォークでは全部で五つ用意されたチェックポイントには、楽しそうな子供達
の笑顔や、真剣にクイズに頭を悩ませる方たちの姿がありました。 
 
人気のチェックポイントは「ゲイダイガーショー」と「展示」のコーナーなどがあり
ました。 
「脳トレ」では日頃なかなか使わない右脳が活性されたのではないでしょうか。 
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「ハートちゃんマークを探せ」のコーナーの答えは「ありがとう！」と「元気だよ」
でした。次の日が母の日にあたることを配慮した、母には何より嬉しいメッセージで
すよね。 
ほかにも「チャイケモ川柳」・「リボンマグネットデザイン」などのコーナーもあり、
川柳についてはこれから、選考させていただきブログ上で大賞を発表させていただき
ます。 
お楽しみに。 
 
チャイケモショップでも、色々と手にとって品物を見ていただき、そして、たくさん
の皆様にご購入いただきました。本当にありがとうございました。 
 
本当に盛りだくさんのイベントになりました。 
 
最後になりましたが、ご参加いただきました皆様。今後もチャイルド・ケモ・ハウス
を温かく見守ってください。 
 
そして、ご協力いただきましたボランティアの皆さん、本当に心強かったです。 
ありがとうございました。 
 
イベントにご協賛いただきましたグローバヴィレッジインターナショナルプレスクー
ルさま、日本バレー株式会社さま、ご協力をいただきました聖母被昇天学院の皆さま、 

 
これからもチャイケモイベントは第３弾、第４弾と回を重ねて参ります。 
皆様のご参加・応援をよろしくお願いいたします。 
 
 
 
まさみさま 
 
 
弟  2007/05/18 
 
本日は、阪大病院に通われていた男の子のお姉ちゃんの中学校卒業文集を紹介させて
いただきます。 
この文集は中学校の代表文集に選出されたました。 
お姉ちゃんの将来の夢は、チャイルド・ライフ・スペシャリストになることだそうで
す。 
頑張ってください！！ 
s.kusuki 
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この3年間たくさんのことがありました。 
楽しかったことも悲しかったこともありました。 
この3年間の出来事は全部自分の力になり、私を成長させてくれました。 
この3年間で一番悲しかった事は弟の事です。 
私の弟は一生懸命自分の使命を果たして天国に逝きました。 
私はつらくしんどい治療をしている弟を目の前にしてなにもすることができませんで
した。 
病気を治してあげる事も、ちょっと気分を楽にしてあげることでさえできませんでし
た。 
そのかわり私は弟の前では絶対に泣かないことを決意し、いつも笑顔で接しました。 
ガンが再発した時、お母さんにも「覚ごしてや。」って言われました。 
私はその言葉を聞いて私が看病することを決めました。 
私が弟の看病を始めて4日後、弟は急変し息をひきとりました。 
機械のピーっという音が弟の死を意味していました。 
私は人が死ぬところを初めて見ました。 
とても悲しくて泣いてばかりでした。 
弟が病気になって家族が一つにまとまり、自分の嫌な事が弟のことを考えると嫌な事
じゃなくなりました。 
命のすごさもしりました。 
すごく小さな子が泣きながら治療をうけているのを見て私はまだまだ頑張れるんだと
わかりました。 
弟が入院している間私はたくさんの事を学びました。 
今、私が生きている事はすごいんだと実感しています。 
私も弟のように自分の使命を果たしたいと思います。 
弟のようにあきらめず一生懸命生きていきたいです。 
自分の命を使い果たして私に大切な事を教えてくれた弟に感謝しています。 
天国でも元気でね。 
 
ありがとう。 
 
 
＜コメント＞ 
この文章を書くまでに、彼女はどれほどたくさんの涙を流し、悲しく辛い思いをされ
たことでしょう。娘とダブってしまい胸が詰まります。 
でも、弟さんを看病できてよかったですね。病室に入らせてもらえたのですね。弟さ
んはお姉ちゃんが傍にいてくれて本当に嬉しかったと思います。そして弟さんからと
ても大切なことを学ばれたのですね。弟さんもすごいけど、お姉ちゃんもすごいなと
思います。 
 
患児のきょうだいは病室に入らせてもらえないことが多く、寂しい思いや不安な思い
をしているきょうだいたちがいることを私たちは忘れてはいけないと思います。病気
の子とそのきょうだいが一緒に過ごす時間はとても大切ではないでしょうか。感染症
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の問題はありますが、きょうだいたちが少しでも一緒に過ごせるようにならないだろ
うかと思います。  

Posted by: Mama Duck  at 2007/05/18  
 

＜コメント＞ 
お姉ちゃん、頑張ったね。うちも当時小学一年生だった上の子が、面会に来て、私の
前では泣くことはなかったですが、帰るときにはエレベーターの扉がしまってから、
しくしく泣いていたようです。本当に家族みんなが辛い思いをする闘病生活。少しで
も一緒に暮らしたいと願います。  

Posted by: nikoniko  at 2007/05/20 
 
＜コメント＞ 
たくさんたくさん頑張ったお姉ちゃん。えらかったね。つらかったね。泣かないこと
は苦しくてとってもパワーのいることだったでしょう。よく頑張ったね。もう泣いて
もいいんだよ。泣かずに頑張ったあなたも、悲しくて涙がこぼれるあなたも、とても
愛しく思います。 
何もできなかったわけじゃないんだよ。 
大切なあなたがそこにいたこと、今ここにいること、それが弟くんにとっても、ご家
族のみなさまにとっても、すごく大事で嬉しくて幸せなことです。 
私の弟も天国にいます。もうすぐ9年生です。あなたの弟さんとも会っていたらいい
なと思います。  

Posted by: ひさも  at 2007/05/21 
 
 
ソウルメイト  2007/06/01 
 
「ソウルメイト」という言葉をご存知でしょうか？ 
 
「輪廻転生」の考えかたに基づき、いつも人生において深くつながりを持つ仲間のこ
とを言うそうです。 
たとえば、今の父親は前世では妹であったり、今の娘は前世では母親であったり。。。 
 
初めて会ったのにそんな気がしない人がいるのはそんなことがあるからかもしれませ
んね。。。 
 
ソウルメイトは生まれてくる前に、大切な会議を持つそうです。 
次の人生で学ぶべきことの「テーマ」を掲げ、それにそったプランをたて、配役を決
め、順番に生まれてくるそうです。 
 
そして、決めたテーマにそった学びができなかった場合には、もう一度次の人生で学
び直さなければならないということもあるそうです。 
 
チャイケモメンバーはソウルメイトかもしれません。 
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そして「なんだかほっとけないなぁ。。。チャイケモ」と、応援してくださる皆さん
も同じくソウルメイトかもしれません。 
 
寂しさや、悲しみ、絶望感を乗り越えここまでやってきました。 
何とかしてこのテーマをやり遂げ、立派に自分の役をこなしていった子供達に会いに
行きたいなぁ。。。と思っています。 
 
まさみさま 
 
 
＜コメント＞ 
「ソウルメイト」…そうだなーと思いました。亡くなった妻に本当に献身的に関わっ
ていただいた高校時代の友人のみなさん。共に励ましあってきた病棟の患者仲間のみ
なさん。私とも関係の続く「ソウルメイト」だったんですね。 
５月１２日のイベントの午後、千葉県から妻の友人がお見えになることになっており
ましたので、田村さんやまさみさまにもお声をかけず失礼しました。しかし、その友
人が生前妻が「この病気（悪性リンパ腫）になったのが私でよかった。子どもじゃな
くて…」と言っていたことを始めて聞きました。妻と私がいっしょに散歩をしていた
昨年の秋ごろには、病院内で見かける「チャイケモの子どもたち」のことを話をした
こともありましたから…だから、私がチャイケモを応援することは、妻の遺志だった
んだ！とはっきりと今思えます。 
また、まさみさまが使われている「ラッキークローバー」、私も妻の病室にたくさん
置いていました。いつの日にか、退院される方へのお礼の品となったり、個室となっ
てからは、窓ガラスにジェルジェムをはったり、マグネットやカップなどなど、病室
や外泊する家にもそろえたものです。普段、ゲンをかついだりすることもなかった私
ですが、そんなことを考えると、まさみさまと「ソウルメイト」になるのかもしれま
せんね。どうぞ今後ともよろしくお願いします。  

Posted by: hotty  at 2007/06/01 
 
 
hotty様のコメントをうけて。。。  2007/06/02 
 
hottyさま（コメントでお返しするには長文になりすぎますので、記事として立ち上
げさせていただいています） 
 
とても共感できるコメントをありがとうございました。。。 
 
娘は３回骨髄移植をしました。移植をするときにはいつも移植病棟へ移動させていた
だいていました。ほとんどの患者さんが大人であった移植病棟では、私と同年代で自
ら闘病している方々と触れ合うという貴重な体験をさせていただきました。。。 
なので、hottyさまの奥様の闘病生活も目に浮かぶような気がしています。 
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私も「子供が病気になった」という事実に「なんで子供なんだろう、、、なんで私や
主人じゃだめだったんだろう、、、」といつも思いました。 
「せめてかわってやりたい、、、」と毎晩寝る前に必ずお守りを手に挟み、完治する
ことと、無理なら私を身代わりに、、とお願いしていましたのを、今思い出していま
す。 
 
hottyさまの奥様が「この病気（悪性リンパ腫）になったのが私でよかった。子ども
じゃなくて…」といわれたお気持ちが手に取るようにわかるような気がします。 
 
クローバーのものは私も色々コレクションしました。 
家族や友人やボランティアの方も、見つけては病室まで届けてくれました。 
私の母は、シーツカバーまで４つ葉のクローバーの物を見つけて来てくれました。 
チャイケモの夢の病院もでたくさんにできればなぁ。。。と思っています。 
イベントの日には母が「四葉あったわ～」と２つほど手に持ち喜んでいました。 
 
ソウルメイト同士、ゆっくりお話ができる日が来ることを楽しみにしております。。。 
 
いつも心のこもった応援ありがとうございます。 
 
まさみさま 
 
 
嬉しいお気持ち  2007/06/05 
 
先日、Dr. ohtaより嬉しいプレゼントが届けられました。 
 
「まさみさま、これ、僕の友人の小児科医からのプレゼント。感謝グッズにしてくだ
さいって」 
 
と手渡された紙袋の中には、とてもかわいい手作りのヘアアクセサリがたくさん入っ
ていました。 
 
医療者からの手作りのプレゼントをいただいたということに、正直すごくびっくりし
たのと同時に、ものすごく感激しました。。。 
Dr. I さま。本当にありがとうございました。私は本当に感激しました感謝の気持ち
でいっぱいです。 
 
チャイケモにかかわるまでは、どうしても特別な存在だった医師たちが、今やもう私
の中では大切な同志・仲間になりつつあります。 
年齢や、肩書きや人生経験などはいろいろですが、ひとつのテーブルについて考え、
悩み、意見の交換をしていると、本当にそのように感じます。。。 
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今回、Dr. I さまよりいただいたプレゼントのおかげで、松坂選手ではありませんが、
この思いが確信に変わりました。 
 
 
さて、Dr. I さまよりメッセージを頂きましたので、ここでご紹介させていただきま
す。 
 
 
『チャイルド・ケモ・ハウスが目指している病院が、無事に設立すること、 
 
そして、そこで行われる医療と子供達の成長がモデルとなって 
 
全国に拡がってくれることを、とても楽しみに、心から願っています。 
 
実現に向けて、いろいろと大変なこともあると存じますが、確実に 
 
輪がひろがっていると思います。 
 
応援しています！！』 
 
 
まさみさま 
 
 
＜コメント＞ 
まさみさま 
 Iです．暖かいメッセージありがとうございました．まさみさまのコメントを読んで，
逆にこちらが励まされ，とても元気がでました． 
 Dr.Ohtaからチャイケモの活動をうかがって以来，夢の病院に必要な事，病院の経
営のこと，CLSのこと，プレパレーションのことについて，いろいろ自分なりに勉強
させて頂いています． 
 私は，現在は一般小児科医（小児感染症を専門としています）ですが，大学病院勤
務時には，小児がんの専門医の指導のもと，小児がんのお子さん，ご家族と一緒に治
療に取り組んだこともあります．その時感じた，たくさんの『なんとかしたい！』事
が，チャイケモのブログを読むと，はっきりとよみがえってきます．実際のその時に
は，精神的にも時間的にも余裕がなく，目の前の患者さんの治療そのものが最優先で，
心に感じた事をひとつひとつゆっくり考えて，改善していく余裕がなかったのが実状
です．自分の中でその実状が悔しく思えて，何ともしようのないストレスを感じるこ
とも多くありました． 
 多和昭雄先生からの応援メッセージを読ませて頂いた時に， 
「がんの子どもたちの診療に少しでもかかわった人なら誰でも一度は考えた 
「夢の病院」」という言葉が，『本当にそのとおりだ！！』と胸に響きました． 
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 そうなのです．チャイケモの大きな大きな意義は，ここだと思います．誰でも一度
は考えたけれど，「でも，実際は難しいんだよね．．．．．」と胸の奥にしまいこん
できた思いを形にするべく，いろいろな立場の人が一つのテーブルについて話し合い，
問題点を明らかにして，解決していこうと活動していることです．みんながやりたい
けど出来てこなかった事を実現する．これは，本当に大変ですがとても大事なことで
す． 
 活動を続けている中で，息切れしそうなこともあると思います．どうか，急ぎ過ぎ
ず，「夢の病院」を育てていって下さい．御自身のお体にも心にも気をつけて．そん
な思いを込めて，恥ずかしながら小さな髪飾りを作りました． 

Posted by: I  at 2007/06/12 
 
＜コメント＞ 
Iさま 
とても嬉しいコメントありがとうございます。うん、うん。。。とうなずきながら読
ませていただきました。 
 
Iさまのコメントを読みながら、 
チャイケモの活動の意味 
なぜチャイケモが必要なのか？ 
「本当に夢の病院なんて、できるのか？」 
「本当にできたらすごいな！」 
とたくさんの方が色々な思いや考えを持ちながら私たちの活動を見守ってくださって
いるのだろうなぁ。。。と思いました。 
 
これからも益々、チャイケモサポーター（←勝手に名づけました）が増えてくれるこ
と、そしてそのお力や勇気をおすそ分けしていただけることを願いながら、Iさまの仰
るとおり、急ぎすぎず大切に育てて参りたいと思います。 
 
本当にありがとうございました。。。 

Posted by: まさみさま  at 2007/06/13 
 
 
嬉しいお気持ち ②  2007/06/12 
 
先日、娘の丸３年の命日を迎えました。。。 
 
遠方から、しかも闘病中の友人が娘のためにお参りに来てくれました。 
 
数十分しか話す時間はありませんでしたが、その気持ちが本当にありがたく、いろん
な気持ちが入り交ざるこの日、本当に心癒されました。 
 
そして、照れくさそうに手作りのビーズのペンダントとストラップを「これつかって
～」と寄付してくれました。 
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私はその友人にそのような特技があることは知らなかったので、すごくびっくりしま
した。。。でも、とても良くできていて、さらにびっくりしました。。。 
（感謝グッズHPにご紹介していますので、ぜひご覧ください。。。先日頂いた、Dr.I 
様からのご寄付の品もご紹介させていただいています） 
 
どこかで闘病中の子供やその家族のことを思い、そして早くチャイケモの「夢の病
院」ができることを願い、それらの思いを込めて、Drや同じく闘病中の家族が手作り
してくれた作品が、チャイケモの活動に賛同し、ご寄付してくださる方へ感謝の気持
ちとして届くことはすばらしいことだと思いました。 
 
職業や立場などの壁を乗り越えて、チャイケモの活動は支えられているんだなぁ。。。
と改めて感謝いたします。 
 
この友人はs.kusukiの記事にある、私に廊下で唯一の泣き場所に、、、と自分の胸を
貸してくれた友人です。。。 
 
「チャイケモのために何かしたいねんけど、、、今は何もできひんからなぁ、、、」
といいながら、それでも大変な生活の中チャイケモのことを思い、同じく闘病中の子
供とその家族のことを思い、過ごしてくれていることに私は尊敬させられます。 
そして、勇気付けられます。。。 
 
チャイケモの「夢の病院」が出来上がることを今か、今かと待ってくれている人のた
めにも、大切な友人のためにも、もっと、もっと、がんばらなければならないのだと
思いました。 
 
 
まさみさま 
 
 
大丈夫③  2007/06/20 
 
「あ～っ！！ 先生！ 良いところにいた！！ これたべさせても大丈夫ですか？」 
 
化学療法（ケモ）の副作用で娘の抵抗力が低下しているときに、売店ですれ違った先
生に娘の大好物のヨーグルトを片手にお聞きしたことを思い出しました。。。 
 
＜Dr. k＞「ん～、、、」 
＜まさみさま＞「だめですか？」 
＜Dr. k＞「いや、、だめって言えばだめなんですけど、、、○○ちゃん、これ大好
きなんですよね。。。」 
＜まさみさま＞「そうなんです！ ずっと何も食べてなくて、ヨーグルトなら食べた
いって言うんで、、、」 
＜Dr. k＞「そうですか、、、ん～、、、」 
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＜まさみさま＞「だめですよね、、、」 
＜Dr. k＞「いや。食べさせてあげてください。大丈夫でしょう。。。」 
＜まさみさま＞「ありがとうございます！！ きっとよろこびます！」 
 
「先生困らせてしまったなぁ。。。」と思いながら久々に口から物を食べてくれる様
子を見るのが楽しみで、嬉しくてウキウキして部屋まで帰ったのを今でもしっかり覚
えています。 
 
ただ、このとき私はただ単にウキウキして部屋まで戻ったのではなく、しっかり覚悟
もしていました。 
この時期にヨーグルトを食べること＝もしかしたら食中毒になるかもしれないこと。
は、十分に知識として身についていました。 
 
ではなぜ、先生に改めて相談したのかと言いますと、、、 
先生に、娘にヨーグルトを食べさせることを知っておいてほしかったということ。 
同時に娘に何かあったときにすぐに対処していただけるように心の準備をしておいて
ほしかった。という理由からだったのです。 
 
しんどい治療がつづく中、ほとんど楽しみを持つことが無い娘に、たったひとつでも
希望をかなえてやりたいという母の気持ちを汲み取っていただけたことは本当に嬉し
いことでした。 
K先生、今更ながらありがとうございました！！（ブログみてくださっているでしょ
うか？？） 
 
まさみさま 
 
 
一枚の写真  2007/06/30 
 
お掃除のとき、飾られた次女の初めて立った時の写真を久しぶりに長い間眺めまし
た。。。 
この写真を飾ったとき長女が言いました。「へぇ～○○立てたんやぁ。。。」 
お姉ちゃんは妹が立った姿を見たことはありません。 
 
次女と私たちは、再発の後の再移植の直後、再々発という試練を与えられました。そ
して主治医からの病状と今後の治療方針についての説明は耳をふさぎたくなるもので
した。。。 
 
説明後、大部屋で昼間にもかかわらずカーテンを締め切り、娘の手前、必死に涙をこ
らえましたがどうしてもこらえきれずに、背中を向けました。。外を見たり、違うこ
とを考えようと努力しましたが、どうしてもこの時ばかりは無理でした。 
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「もうあかんのかなぁ、、、どうしてもあかんのかなぁ、、、何とかならんのかな
ぁ、、、」 
 
窓の外の晴天さえ憎らしい。誰にも会いたくない。話したくない。窓の外に走ってい
る車を見て「何もかも捨てて私もどっか行ってしまいたい、、、」とやけになりまし
た。 
 
そして数日が過ぎたある日、その日は教授回診の日でした。 
「今日は回診かぁ、、、」と思いながら、いつものように身の回りの整理をしている
と「たったよ～」と後ろから次女の声が聞こえてきました。「はいはい。たったね
～」と適当に流しながら整理をつづけました。 
「かぁしゃん。たったよ～」とまた言うので「どれどれ～」と振り向くと、本当に次
女がベットの策につかまって立っていたのです！！「うわぁ～！！ ほんまにたって
る～！！」と親子で大喜びしました！！ 私は絶望のふちに立たされた娘に成長の過
程を望むことは少しも無かったため、この感激はすごかったのです。。。娘をしっか
り抱きしめました。 
 
「娘はがんばっている！ こんなに辛い状況でも大きくなってる！ 成長してい
る！」と、この数日の自分の気持ちを恥じました。 
 
何が何でも、私はこの子達の母親。あきらめることも、逃げることも、決して許され
ない！と気持ちを一瞬にして入れ替えました。そして、前向きな治療を主治医に検討
してもらうようにお願いしました。 
そして、「もう一回たって見て～！」と、この写真を撮ったのでした。。。 
 
今、闘病されているみなさまにあらためてエールを贈ります。。。 
どうか、家族一丸となって、ひと山ひと山乗り越えてくださいね。 
 
まさみさま 
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ナース日記 
 
 
ナース日記⑥  2006/12/06 
 
皆様、ご無沙汰しております。 
またまた、風邪をひいてしまいまして。。。情けないですね。 
 
それはさておき、 
私も、先々週、小児がん看護研究会に参加してきました。 
今まで感じてきたジレンマ・悩みなども、自分ひとりではないこと、みんなが通って
きた道であることがわかって、それで心が救われました。 
 
研究会では、End Of Life、子どもの権利についての教育講演、緩和ケアやプリパ
レーション、遊びの病院での取り組み、面会などの口演がありました。 
 
小児がんの子どもたちに関わる上で、どれもとても大切なことです。 
 
私は、今まで患者様と関わってきた中で、End Of Lifeケア（終末期ケア）について、
考えても考えても、これでよかったのか、もっと出来ることがあったのではないかと
いう思いが消えないのです。 
その講演では、（短い教育期間の中で、しかも、かなり特殊な子どもの終末期ケアに
は教育の時間は割かれず）、今まで私たちはそういう教育が行われてこなかった。だ
から、根拠なくケアを提供しなければならなかった。アメリカではそういった終末期
ケアの質向上のためのコースが出来ていると。日本でも同じ問題を抱えており、そう
いった教育やガイドラインが出来ていくことを願っていると。 
 
今回、研究会に参加して、前々から少し思っていたが、やはりもう一度、しっかり勉
強したいという思いが強くなった。科目履修生という制度があるのでそれを利用して
来年からがんばってみようかな。 
 
from Yoshi 
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St. Judeから 
 
 
I HAVE A DREAM  2006/11/22 
 
皆様、初めまして。いや、一部の方には御無沙汰しておりますと言わなければならな
いですね。 
 
私は、楠木先生や太田先生の元同僚で、２年前から米国テネシー州メンフィスにある
St. Jude Children’s Research Hospitalで研究生活を送っている者です。先週末の
夕方、研究室で一息吐きながら何気なくクリックしたネット配信記事を読んで、座っ
ていた椅子ごとひっくり返りそうになりました。「小児がん：専門病院建設目指しＮ
ＰＯ設立 近畿の医師ら」。この見出しの記事はそれくらい驚きでした。 
 
ここSt. Judeには、現在７人の日本人小児血液腫瘍医がClinicalあるいはResearch 
Fellowとして働いているのですが、日本から次々と小児医療や地域医療、病院医療の
崩壊のニュースが飛び込んでくる中、お互いの出身施設での治療環境の話をするうち
に、昨年の冬頃から「このような病院を日本にも建てられないだろうか」と話し合う
ようになりました。資金のことを考えれば政財界の協力なしには無理だろうというこ
とで、首相の当地訪問に際してSt. Jude訪問を要請したりしましたが、現実的な具体
案はなかなか出せない状況でした。そんな中、遂に具体的な行動を起こす人が日本で
現れ、しかもそれが元同僚であるというニュースには本当に驚くとともに、感心させ
られました。 
 
実現するには大変な御苦労を要するプロジェクトだと思いますが、日本から随分離れ
たアメリカの片田舎で、皆様のブログを読みながら表題の言葉を思い出しています。 
I HAVE A DREAM ̶ この言葉は、ここメンフィスでその生涯を閉じたノーベル平
和賞受賞者Martin Luther King, Jr. (キング牧師) の有名な演説の中に出てくるフレ
ーズです。 
心からエールを送ります。 
 
by Hiro, in Memphis 
 
 
St. Jude Memphis Marathon  2006/11/28 
 
The Terry Fox Runには敵いませんが、こちらでも今週末、競技団体との共催で市民
ランナーによる“St. Jude Memphis Marathon”が行われます。収益金は全てSt. 
Judeに贈られるそうです。 
 
http://www.stjudemarathon.org/ 
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この類いのレースは、St. Judeに限らず、またマラソンに限らず大小たくさんあって、
寄付金獲得に鎬を削っているようです。先日、自転車が趣味のイラン人の同僚は、多
発性骨髄腫への寄付レースに参加していました。 
 
by Hiro, in Memphis 
 
* The Terry Fox Run はカナダの有名な「がんに対するチャリティーマラソン」です。 
以前『チャイケモな一日』の項で少し紹介させてもらいました。 
 
 
ナンバープレート  2006/12/10 
 
他の州でもそうだと思いますが、こちらの自動車のナンバー・プレートにはいろいろ
な絵の物があって、なかなか楽しいです。 
テネシー州では多くの車がこの標準プレートなのですが、 
 
http://tennessee.gov/safety/newsreleases/newplate.htm 
 
追加の登録料を支払うと特別仕様のものが貰えます。特別仕様プレートは、学校や自
然保護団体、プロスポーツチームなどなど特定の団体や組織にちなんだものが多く、
追加の支払い分のうち手数料を差し引いた金額がその団体・組織に寄付されます。例
えばSt. Judeのプレートを申し込めば、年間約３０ドルの寄付になります。 
 
それらのプレートの一部を紹介します。 
 
http://www.tennessee.gov/revenue/vehicle/licenseplates/misc/misc.htm 
 
St. Judeのプレートは見付かりましたか？ 
 
 
by Hiro, in Memphis 
 
 
ダニー・トーマスとSt. Jude①  2006/12/21 
 
St. Jude Children’s Research Hospitalの創設者ダニー・トーマスについてお話し
したいと思います。 
 
ダニー・トーマスは１９１４年１月６日に米国ミシガン州で生まれました。本名を
Amos Alphonsus Muzyad Yakhoobというレバノン系の米国人で、子供の頃はオハ
イオ州やニューヨーク州などで暮らしたそうです。 
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歴史の年表で１９１４年を見ると、世界史においては６月にオーストリア・ハンガリ
ー帝国の皇太子がサラエボで暗殺された事をきっかけにして、翌月に第一次世界大戦
が始まった重要な年です。当時の米国大統領は２８代トーマス・ウッドロウ・ウィル
ソンで、当初この大戦には中立を表明しています。日本では大正３年で、藩閥政治を
批判する尾崎行雄・犬養毅らの第一次憲政擁護運動により前年に倒れた桂内閣の後を
襲った山本内閣が、海軍高官の収賄事件（シーメンス事件）で総辞職し、大隈内閣が
成立して８月に対独宣戦布告しています。この年に生まれた外国人は私の知らない人
ばかりですが、日本人では金丸信、宇野重吉といった人が同い年のようです。 
 
時を経て１９４０年代前半の頃の事だと思われますが、トーマスはデトロイトでナイ
トクラブ回りをする若手エンターテイナーとして苦労の日々を送っていました。かな
り貧しかったようで、所持金が７ドルしかなかったこともあるようです。そんなある
日、彼はとある教会で敗北者の守護聖人とされるSt. Jude Thaddeusの像の前に跪
き、”show me my way in life”と呟きます。 
 
このSt. Jude Thaddeus（聖ユダ タダイ）は、イエス・キリストの使徒の一人で、
新約聖書の『ルカによる福音書』においては「ヤコブの子」と記され、『マタイによ
る福音書』、『マルコによる福音書』では「タダイ」と記されています。イエスを裏
切ったイスカリオテのユダとは別人物ですが、混同を避けるために意図的に軽視され、
「忘れられた聖人」とさえ呼ばれたそうです。「忘れられた聖人」ユダへの信仰が盛
んになったのは１８００年代のイタリア・スペインで、南米を経由して１９２０年代
にシカゴから米国全体へと広がっていったそうです。 
 
さて、”show me my way in life”と祈ったトーマスはSt. Judeの啓示を受けたと言い
ます。そして、その啓示に従って、エンターテイナーとしてのキャリアを積むべく、
家族と共にシカゴに移り住みました。さらに２、３年後、彼の人生に別の岐路が訪れ
ると、もう一度St. Jude像に祈り、いつの日かSt. Judeの聖堂を建てると誓います。
するとその直後から映画やテレビで活躍するようになり、遂には全米的に有名なエン
ターテイナーへと駆け上がって行きました。映画では１９５１年の「I’ll See You in 
My Dreams」や翌５２年の「The Jazz Singer」が彼の代表作とされ、また最も有
名なのは「Make Room for Daddy（後のThe Danny Thomas Show）」というテレ
ビ番組だそうです。そして、後年にはテレビプロデューサーとしても活躍し、たくさ
んの人気番組を手掛けたそうです。 
 
 
by Hiro, in Memphis 
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ダニー・トーマスとSt. Jude②  2007/01/01 
 
１９５０年代に入り、トーマスはSt. Judeにたてた誓いを実現するにはどのような形
が良いか、古くからの友人であるシカゴの枢機卿と話し合うようになり、メンフィス
のある弁護士を紹介してもらいました。彼らは、トーマスの夢に賛同したメンフィス
のビジネスマン・グループといろいろ議論した結果、これまでに類のない小児の難病
治療を専門とするResearch Hospitalをメンフィスに建設することにしました。彼ら
の目標は、単なる治療施設だけではなく、小児のための世界的研究拠点を目指すとい
うものでした。 
 
さて、トーマスは募金集めを開始します。１９５５年までには、地域のビジネスリー
ダーたちも、彼がたくさんの有名スターをメンフィスに連れてきて行う慈善興行を補
助するための募金活動を開始します。トーマスは妻のローズ・マリーを伴い、しばし
ば車で米国内を東奔西走し、集会や慈善興行の場で彼の夢と募金について熱く語りま
した。そのペースは、３２日間で２８都市を回ったこともあるような激しいものだっ
たようです。 
 
さらに集まった資金を運営するために、彼は自分の出身であるアラブ系米国人に呼び
かけ、１９５７年１１月に１００にのぼるアラブ系米国人コミュニティーの代表者が
シカゴに集まって、St. Jude Children’s Research Hospitalの運営資金獲得を単独
の目的とするAmerican Lebanese Syrian Associated Charities (ALSAC)を設立し
ました。それ以来このALSACは、メンフィスに本部を置き、全米各地に支部を設け
て、病院の資金獲得活動を全て担っています。現在、ALSACは米国内で３番目に大
きな医療チャリティーで、１００万人を越えるボランティアによって運営されていま
す。 
 
１９６２年、遂にダニー・トーマスの夢 St. Jude Children’s Research Hospitalは
その扉を開けます。彼が「Little hospital in Memphis」と呼んだ開院時の年間運営
費は１００万ドル。職員１２５人。小児の急性リンパ性白血病の救命率は４％だった
そうです。 
 
 
ダニー・トーマスとSt. Jude③  2007/01/09 
 
さて、１９６２年２月４日に開院し、ダニー・トーマスが「Little hospital in 
Memphis」と呼んだ 
St. Jude Children’s Research Hospitalは、その後大きく発展しました。当初、小
児白血病、固形腫瘍、生物医学的研究に重点が置かれましたが、その治療法や研究の
成果はこの病院の名声を世界的なものにし、世界各地で数え切れない子供の生命が救
われるのに貢献しました。 
St. Judeのホーム・ページによる１９６２年と現在の各疾患の５年生存率は、 
 
急性リンパ性白血病：４％  → ９４％ 
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ホジキン病：    ５０％ → ９０％ 
非ホジキンリンパ腫：７％  → ８５％ 
網膜芽細胞腫：   ７５％ → ９５％ 
神経芽細胞腫：   １０％ → ５５％ 
骨肉腫：      ２０％ → ６５％ 
横紋筋肉腫：    ３０％ → ７０％ 
ユーイング肉腫：  ５％  → ６５％ 
髄芽腫：      １０％ → ８５％ 
 
などとなっています。 
現在、小児がん・白血病だけでなく、血液疾患・感染症・遺伝疾患などに対する研
究・治療も行う世界屈指の施設の一つとなったこの病院の職員数は３２００人、年間
の運営費は３億７０００万ドルだそうです。 
 
１９９１年２月６日、ダニー・トーマスは心臓発作のため７７歳で亡くなりました。
ちょうど２日前に、患者さんや家族、職員と一緒に開院２９周年のお祝いをし、病院
PRのフィルムを撮り終えたばかりでした。そしてこのフィルムは、彼への追悼として
オンエアされたそうです。彼の遺体は、２０００年に亡くなった妻ローズ・マリーと
ともに、St. Judeの敷地内に埋葬されています。そして現在も、彼の遺志は３人の子
供さんたちに引き継がれています。 
 
http://www.tg.stjude.org/ 
 
これは、Thanks and Giving 2006 というキャンペーンのWEBサイトです。このペ
ージの中央下段にある 
「Celebrity Friends Video」や「CELEBRITY TV SPOT」をクリックするとテレビ
CMの映像がいろいろ見られるのですが、それぞれの最後に登場するのがダニー・ト
ーマスの娘で女優のマルロ・トーマスです。 
 
以上、今回の「ダニー・トーマスとSt. Jude①～③」は、St. Jude Children’s 
Research Hospitalのホーム・ページ、パンフレット、Wikipediaなどを参考にして
まとめました。 
 
 
チャイルド・ケモ・ハウスの設立を願い  2007/01/20 
 
米国 St. Jude 小児病院へ留学中の先生から応援メッセージが届きました。 
 
11月の記事「アメリカからの応援！！」で少し取り上げていますが、小泉前首相の昨
年の訪米の際に、前首相の目の届くところに「日本にもSt. Jude 小児病院を！」と
いう横断幕を掲げた先生からです。(by Ohta) 
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---------- 
 
はじめまして。私は4年前まで日本で小児科医療に携わっていましたが、現在は米国
テネシー州メンフィス市にある小児がん専門病院（St. Jude Children’s Research 
Hospital）で小児がん（特に白血病）の研究をしている者です。同じ研究室に、この
ブログでも度々登場します"Hiro"先生がみえ、チャイルド・ケモ・ハウスのことは、
そのHiro先生から伺いました。 
 
私が小児がん医療に携わったのはわずか2年弱。ですので偉そうな事はいえませんが、
当時医師として医療に集中できない状況に疑問を抱き働いていました。勤務体制、患
児とその家族のプライバシーの問題、医師と看護婦との溝など挙げたら切りがありま
せん。 
 
そうした疑問を打ち消したのが、ここSt. Jude病院との出会いです。なにしろ医師の
みでなく医療に携わるスタッフが多く、職種が多岐に渡り細分化されているため自分
の仕事に専念でき、投薬を含めた医療行為に対して幾重ものチェックを入れる工夫が
なされています。患児やその家族らはプライバシーが保たれた病室でミスのない（あ
るいは非常に少ない）医療を受けられ、医療費及びメンフィスでの滞在費、食費、交
通費は皆St. Jude病院が支払ってくれるため経済的負担も少なくてすみます。また、
私達のように研究をするための施設も併設されているので、研究と医療が結びつき、
お互いが高めあう関係にあります。更に、医療、研究両分野において世界的に有名な
知識人を月に何度か口演者として招くため、スタッフが“井の中の蛙“になることもな
く常に刺激を受けることができます。こうしたSt. Jude病院は米国小児がん医療施設
の中でも特異な存在とされているようですが、無理もない気がします。 
 
さて、Hiro先生も書かれていましたが、昨年よりここSt. Jude病院にいる日本小児科
医の先生方が集い“日本にもSt. Jude病院を造ろう”という会を持つようになりました。
その当時の思いを忘れないように私自身“夢を現実に”と題するノートも作成しました。
（もちろん、その時はチャイルド・ケモ・ハウスのことは知らず、失礼しました。）
そして、一人でも多くの小児科医と意見を交換する必要があると判断し、以前St. 
Jude病院にみえた先生方や、その友人も巻き込みメールを通して交流するようになり
ました。とはいえ、米国での研究生活に身を置く者の集いのため、密に連絡しあうこ
とはできず、“いつかこの会に参加した小児科医らが帰国した際に全国から声を上げ
て現実にしよう”という趣旨の集いとして始まりました。 
 
ですので、日本で既にこうした動きが始まっていることに大変深く感銘すると共に、
正に夢を現実にしてもらいと強く願っています。チャイルド・ケモ・ハウス設立に携
わる皆さん、是が非でもを成功させてください！ 心より応援しています。 
 
From 小児科愛 
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臨床の現場より①  2007/01/29 
 
前回までは、この病院の歴史を設立者ダニー・トーマスに焦点を当ててまとめてみま
した。彼が病院を設立して行く過程や寄付金獲得活動の実例が、皆様に何らかの参考
になればと思います。 
 
さて、私にとっては、皆様のプロジェクトの内容はブログからしか知ることが出来な
いのですが、当然のことながら、私たちがこちらで感じ目指すべきと考えている視点
と、皆様が目標とされておられる視点とは同じではありません。今回からは、私たち
が「日本でもこんな病院を実現したい」と感じた点について伝えるために、数回に分
けてこの病院の臨床現場の様子を取り上げてみたいと思います。 
 
まず、私自身は病院施設に隣接する研究所の研究員ですので、病棟や外来診察室に出
入りしたり、況してや患者さんを診察したりすることは出来ません。それでも研究材
料として使う臨床検体を取りに行ったり、取り組んでいるプロジェクトに関して病院
施設のスタッフと話し合ったりする際にその様子を垣間見ることは出来ます。ただ、
それでは皆様にお話しするのには、質量ともいささか不十分な気がします。 
 
この病院で働く日本人小児血液腫瘍医の大半は私と同じ研究員なのですが、病院の臨
床フェローとして働いている先生が一人います。私と同い年・同学年で、日本の大学
で小児血液腫瘍の臨床と研究に取り組んだ後、一念発起して渡米し、ある州の小児病
院でレジデント*として研修されました。その後、St. Judeのフェロー*として更に研
修を積み、今春には認められてこの病院のスタッフに昇格される予定の、本当に羨ま
しい実力とキャリアの持ち主です。同い年というのは何か特別な親近感を感じるもの
で、この先生とはお互いの悩みや将来について語り合ったりすることなんかもよくあ
ります。 
 
この先生が別のところに書かれたSt. Judeの臨床現場についての記事があります。私
が知り得ない具体的なこともいろいろ書かれていますので、是非その記事をこのブロ
グで紹介したいとお願いしたところ、快く承諾して下さいました。 
 
まずは、その記事の冒頭部分を抜粋・引用します。 
 
１９６２年に開かれたSt. Jude病院は、これまで２万２０００人以上を治療し、毎年
４５００人以上の新患及び再来の患者さんが来院しますが、その殆どが悪性腫瘍です。
メンフィス地域はもちろん、治療プロトコールの基準に適合する場合は、米国内だけ
でなく海外からも患者さんを受け入れています。 
 
この病院において最大の診療科はもちろん血液腫瘍科で、白血病、固形腫瘍、血液幹
細胞移植、脳腫瘍、After Completion of Therapy Clinic（ACTクリニック：長期フ
ォローアップを行う）、血液（一般血液疾患）の各部門に分かれています。特に前３
者のアテンディング*はそれぞれ約１０人います。さらに、感染症科、放射線治療科、
放射線科、外科、病理科、集中治療科、免疫科、麻酔科などがあり、何れも血液腫瘍
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科と深く関わっています。診療科以外では、薬剤科、行動医学科、栄養科などがあり、
特に薬剤科は、患者個人の遺伝子発現、薬物代謝データなどをもとに、それぞれの個
人に適した化学療法の投与を可能にしています。それぞれの診療科は細分化されてい
るものの、病床数は５０床程度*の病院であり、殆どの医療スタッフは顔見知りで、
急を要する診療科間の融通も比較的容易に受け入れてくれ、綿密なチーム医療を可能
にしています。 
 
*） 
レジデント、フェロー：レジデントは日本で言う初期研修医にあたり、フェローはレ
ジデントを修了したあとの課程。 
アテンディング：レジデントやフェローを指導する層のドクター。 
５０床程度：その名声に比して、建物は拍子抜けするほど小ぢんまりとした病院です。
これだけの病床数でたくさんの患者さんの治療が出来る理由については、後述されま
す。 
 
from Hiro 
 
 
臨床の現場より②  2007/02/09 
 
まずは、前回の引用記事についての補足です。 
感染症科は、AIDSの診療を行っているのに加え、悪性腫瘍の患者さんが化学療法な
どの治療中に感染症状を呈した時に、コンサルトとして非常に重要な役割を果たし、
集中治療科は重症化した患者さんを集中治療室（８床）において原疾患のプライマリ
ーチームと共に管理します。麻酔科は、常勤医による外科手術以外に、非常勤医によ
り骨髄穿刺や腰椎穿刺の際の麻酔を行ってくれるそうです。ACTクリニックは、完全
寛解になって５年経過した患者さんに対し、１８歳になるか診断後１０年を経過する
まで、その健康状態や治療による医学的・心理学的な副作用についてフォローアップ
を行うそうです。また、患者さんに、神経科学的、行動学的アプローチをする行動医
学科（Behavioral Medicine）というものもあります。 
http://www.stjude.org/search/0,2616,582_3161_3545,00.html 
 
さて、引用を続けます。 
 
〔入院患者の管理〕 
病床数が限られていることから、入院患者は、新患患者、強力な化学療法中の患者、
好中球減少を伴う感染症、骨髄移植患者などに限られます。病室は全て個室で、１ユ
ニットが患者用及び保護者用の２室からなり、保護者はどちらかで休息をとることが
出来ます。白血病、固形腫瘍、血液幹細胞移植病棟と集中治療室の４病棟に振り分け
られた入院患者を担当するプライマリーチームは３つあり（白血病、固形腫瘍、血液
幹細胞移植）、アテンディング、フェロー、テネシー大学のLeBonheur Children’s 
Hospital からレジデントが２名、ナースプラクティショナー、薬剤師、栄養士、ソー
シャルワーカー、チャイルドライフ、クリニカルナーススペシャリスト（入院患者の
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退院後のケアのアレンジメントをする）、そして病棟ナースからなります。アテンデ
ィングは１-２週毎、フェロー、レジデントは１ヵ月毎に交代します。アテンディン
グとフェローは各病棟約20名の全症例の病態を把握し、レジデント２名とナースプラ
クティショナーが実際の患者の管理をほぼ３等分します。また、ナース（ほとんどが
１２時間交代制）の受け持ち患者は２４時間を通して最大３人（集中治療室は１人）
で、患者に綿密な看護が行えるようになっています。 
また、毎朝９時頃から各病棟のディスカッションルームにこれらのメンバーが集まり、
１例ずつ担当ナースを招いて、治療方針のみならず、栄養やサポート体制についても
議論していきます。このように、入院患者の管理には数多くのスタッフが関わってい
るため、かなり多くの医療費がかかります（患者１人あたり１日平均４７００ドル）。 
一般的な退院の基準は、①新患患者の場合は、急性期の症状が落ち着き、中心静脈ラ
インが挿入された後、②強力な化学療法の場合は、通常投与終了後２４時間以内、③
好中球減少を伴う感染症の場合は、解熱し好中球が１００ / mm3 を超え、血液培養
が陰性と証明された時点、などと日本とは大きく異なります。 
 
 
by Hiro, in Memphis 
 
 
臨床の現場より③  2007/02/19 
 
前回は入院患者さんの管理について引用しましたが、如何でしたでしょうか。患者さ
んの管理に、数だけでなく非常に多くの職種のスタッフが関わっていることが窺えま
す。例えば、先日このブログにメッセージを寄せられた小児科愛先生が、朝９時から
行われる各患者さんの治療方針検討会を見学された時の話ですが、ある患者さんに対
する薬剤の投与量に関して、薬剤師も加わりながら話し合っていたそうです。また、
引用記事の筆者の先生によると、患者さんが人工呼吸器管理になると、呼吸器を取り
扱う専門のスタッフがいて、取り扱いを任せるそうで、「日本時代の感覚で、担当医
として勝手に呼吸器設定を変えたら、凄く怒られた」そうです。そして、これは前任
の病院でも同じだったそうです。別の病院の話になりますが、メンフィスの約２００
マイル東にテネシー州都であるナッシュビルという街があり、そこにVanderbiltとい
う大学があります。そのVanderbilt大学病院に、高校の後輩が臨床フェローとして勤
めていたので、病院施設を見学させてもらったことがあります。確か日曜の午後だっ
た思いますが、成人の一般病棟で、処置が必要な何人かの患者さんのベッドサイドに
たくさんの医師以外のスタッフがいて、処置をしていたのが印象的でした。それから、
前回引用記事にナースプラクティショナー（Nurse Practitioner）という職種が出て
来ました。私もあまり馴染みがないのですが、一定の経験を積んだ看護師が、大学院
で必要な学位を取得し、試験に合格してこの資格を得ると、診断・処方・投薬などが
出来るようになるようです。 
 
少し長くなりました。引用を続けます。 
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[外来患者の管理] 
診断後続けて行われる化学療法は、日本では入院患者として行われますが、米国では
殆ど外来で行われます。St. Judeには１日１５０人程度の患者が訪れ、白血病、固形
腫瘍、血液幹細胞移植、脳腫瘍クリニック外来などでの診察を受けます。 
診察後、何らかの治療を受ける場合は、Medicine Room （治療室）へと移されます。
Medicine Room には２８床のベッド（うち１６床は入院病棟とほぼ同じ造りの個
室）があり、それぞれの患者が、数時間各部屋にて、化学療法、輸血、その他の薬剤
（主に抗ウイルス剤、抗真菌剤）の投与を受け、この間入院患者と同じようにナース
が患者を観察します。また、骨髄穿刺や腰椎穿刺などが必要な場合は、 Procedure 
Room (処置室)に移されます。ここには、これらの手技を行う部屋が４室あり、１０
床程のリカバリールームが併設されています。 
私が日本にいた頃は、殆どの症例で骨髄穿刺はリドカインによる局所麻酔のみ、腰椎
穿刺は麻酔なしで行い、多くの患者が痛みを訴えたり、泣いたりしていたのを記憶し
ています。St. Judeでは、患者の痛みは出来るだけ取り除かれ、麻酔科医による静脈
麻酔に加えて骨髄針や腰椎穿刺針の挿入部位にはリドカインの軟膏が塗布されていま
す。患者は殆ど痛みを感じず、処置の後は隣接したリカバリールームでナースや麻酔
科医のもと麻酔から覚醒します。このように、外来にて治療や処置を済ませ、患者は
自分の住居へと戻っていきます。 
St. Judeの特徴として、病院を訪れる外来患者は、メンフィス周辺から来る人ももち
ろんいますが、多くが海外を含む遠隔地の出身者です。プロトコールに基づいた治療
を受けているため、特に急性期には、治療や検査などのためメンフィスを離れて自分
の家に戻ることは出来ません。そこで、これらの患者に対しては住居が与えられます。
滞在期間によって３つの建物があり、①長期滞在の場合は２ベッドルームのアパート
メントであるターゲットハウス、②２-３ヵ月の場合はロン・マクドナルドハウス
（１ベッドルームでキッチンは共同）、③１週間未満の短期滞在ならば、メンフィス
グリズリーズハウス（２ベッドの１室）に住むことになります。名前から分かるよう
に、これらの住居はそれぞれ、①アメリカで有名なスーパーマーケット、②日本でも
おなじみのマクドナルド、③そしてメンフィス唯一の４大プロスポーツチーム（バス
ケットボール）による寄付金をもとに運営されています。これらの住居とSt. Judeの
間には、シャトルバスが常に運行しています。 
 
by Hiro, in Memphis 
 
 
臨床の現場から④  2007/03/05 
 
以前にも書きましたように、St. Jude病院の病床数は５０床程度です。職員に採用さ
れて初めて出勤した日、病院の建物を見て、「意外と小ぢんまりしているな」と感じ
たのを思い出します。その規模の病院でたくさんの患者さんを治療出来る仕掛けが、
前回の引用記事です。日本の入院施設以上の治療設備を外来に備え、無料の宿泊施設
を完備しています。これを日本における外来治療と同じカテゴリーに分類するのは適
当でないようにも思いますが、何れにしても、豊富なマンパワーや物量に支えられた
システムにより提供される医療クオリティの一端を感じて頂けたらと思います。国立
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循環器病センターの話は、こちらでも衝撃を以って受け止めています。国も成り立ち
も全く違う病院同士とは言え、循環器疾患における日本のナショナルセンターですか
ら、余りにも皮肉な対比だと感じています。 
 
引用を続けます。 
 
[外来管理を可能にする中心静脈ライン] 
日本では、入院期間中のみ中心静脈ラインを用い、外来患者では末梢血管にて点滴ラ
インを確保し薬剤を投与することが多いです。米国では殆どの患者が、入院・外来に
かかわらず、治療期間中は中心静脈ラインを維持しています。これを可能にしている
のは、ラインナースという中心静脈の管理を専門的に行うスタッフの存在であり、保
護者に生理食塩水の注射によるラインのフラッシュやガーゼドレッシングの仕方を丁
寧かつ徹底的に教えます。新患患者の場合、保護者がライン管理出来ないと、退院が
１日延期になることがあります。 
好中球減少を伴う発熱の患者は、解熱し好中球数が１００／mm3を超えて退院した
後も抗生物質の静注を続けることが多く、この際サイドキックという携帯用の簡易静
注ポンプを用いて、保護者に抗生物質の中心静脈ラインへの接続、輸注を任せます。
ラインの感染もありますが、徹底した教育によりそれほど頻度は高くありません。さ
らに好中球減少を伴う患者は、細菌感染に曝されやすいため、来院時に敗血症ショッ
クに陥っていることもあり、この際ラインがあるとすぐに血液培養の採取、抗生物質
の投与や生理食塩水の急速静注を行え、ライフラインとなります（日本では好中球の
減少の患者を退院させることは少なく、このようなことはまず見られません）。 
また、中心静脈ラインがあることで、患者は末梢静脈ラインの確保に伴う痛みから解
放されます。さらに、末梢静脈ラインの確保は、アメリカで働いている病院スタッフ
にとっては一つの大仕事です。新患患者など一時的な点滴ラインが必要な際、ライン
ナースたちが挿入を試みますがそれでも入らないことがあります。そんな時は、私が
呼ばれることもあります。日本の現場を離れて５年以上経ちかなり技術は落ちている
ものの、たまに誰も挿入出来なかった点滴ラインを確保すると、その時ばかりはヒー
ローとなります。 
このように、中心静脈ラインを維持することは、米国における小児悪性腫瘍患者の外
来管理の上で欠かせないこととなっています。 
 
by Hiro, in Memphis 
 
 
Martin Luther King, Jr.  2007/03/19 
 
Hiro先生より以下のメッセージとともに、ブログ記事をいただきました。 
Hiro先生は、大学病院の仕事をほとんど知らない私に優しく指導してくださいました。 
そして、いまはメンフィスから温かいメッセージをいただいていること、 
感謝の気持ちでいっぱいです。 
 
s.kusuki 
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「臨床の現場より」の続きを書くつもりでしたが、先生の記事を読んで、急遽変更し
ました。 
 
「臨床の現場より」のシリーズの途中ですが、今日は余談を挿みます。 
 
以前、週末に妻と近くの街で、ダウンタウンへ向かう電車に乗っていた時に目にした
光景です。休日とあって、車内は結構混んでいました。私達の前の座席は初老の白人
夫婦でしたが、ある駅で小さな赤ちゃんを抱いた黒人女性が乗って来ました。すると、
その夫婦のご主人がさっと立ち上がり、黒人女性に座るよう促しました。「Thank 
You」とお礼を言って、女性は着席しました。電車に揺られながら、隣に座っている
白人の奥さんの方が「可愛い赤ちゃんね。幾つなの？」と尋ねました。「５ヵ月です。
可愛いでしょう」、嬉しそうに黒人女性は答えていました。 
 
メンフィスに国立公民権博物館という所があります。黒人公民権運動の指導者キング
牧師が１９６８年４月４日に暗殺された*モーテルを改装した博物館で、米国での黒
人公民権運動史に関する展示の他、暗殺当日彼が宿泊していた部屋、撃たれたバルコ
ニー、通りを挟み狙撃犯が引金を引いた部屋が当時のまま保存されています。展示で
は、リンチされ殺された黒人や、白人のみとされたバーのカウンターに恋人と座った
為に、白人に頭から飲み物を掛けられている黒人青年の写真などショッキングなもの
ばかりでした。それらの中に一台のバスの模型があります。そのバスは本物と同じく
中に乗れるようになっていて、座席もあります。ところが着席すると、白人優先席に
座った事を運転手から咎められます。それでも座り続けると段々怒声が激しくなり、
最後には「降りないと警察に突き出すぞ！」と怒鳴られます。ガイドブックに書かれ
ている通りとは言え、降りる時には本当に悲しい気持ちになりました。黒人公民権運
動史における重要な出来事に、アラバマ州モントゴメリーでのバス・ボイコット運動
があります。１９５５年、ローザ・パークスという黒人女性がバスの座席を白人に譲
るのを拒否して逮捕された事を契機に、黒人市民がバス乗車をボイコットし、遂には
連邦最高裁から公共交通機関での人種差別を禁止する判決を勝ち取りました。この運
動を指導したのが、当時モントゴメリーの教会牧師だった若き日のキングです。やが
て彼は全米の公民権運動を指導するようになり、１９６３年にはワシントンで「I 
HAVE A DREAM」の演説をします。 
 
http://www.writespirit.net/inspirational_talks/political/martin_luther_king_talk
s/i_have_a_dream/ 
 
その一節です。 
 
I have a dream that one day out in the red hills of Georgia the sons of former 
slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together 
at the table of brotherhood. 
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この演説は余りにも有名ですが、もう一つ、彼が凶弾に斃れる前夜にメンフィスで行
った演説を紹介します。私はこの演説を公民権博物館の映像資料で見たのですが、最
後の部分では本当に鳥肌が立つのを感じました。 
 
http://www.mlkonline.net/video-been-to-the-mountaintop-speech2.html 
 
http://www.youtube.com/watch?v=n6yZ2YrKPlI 
 
Well, I don’t know what will happen now. We've got some difficult days ahead. 
But it doesn't matter with me now. Because I've been to the mountaintop. 
And I don't mind. 
Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm 
not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed 
me to go up to the mountain. And I've looked over. And I've seen the Promised 
land. I may not get there with you. But I want you to know tonight, that we, as 
a people, will get to the Promised land. 
And so I'm happy, tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any 
man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. 
 
現実には黒人差別も格差もまだまだ解消されていませんが、冒頭の光景を思い出すと、
彼の願いは少しずつ実現しているように感じます。 
 
チャイケモで社会を変えられるかどうか、困難かも知れませんが、先生の思いが少し
でも通じて将来の患者さんに役立てば…。最初のメッセージ「I HAVE A DREAM」
を寄せた時の気持ちです。 
 
* 撃たれたキング牧師が運ばれた病院は、現在St. Judeの敷地になっている一角にあ
ったそうです。 
 
by Hiro, in Memphis 
 
 
臨床の現場より⑤  2007/04/09 
 
「臨床の現場より④」に関連して、外来化学療法中の敗血症性ショックについてコメ
ントを貰いましたので、その件に関して質問してみました。まず、特に外来化学療法
中で白血球減少中の患者さんには、発熱したら直ちに病院受診するように強く指導し
ている。また、遠方に滞在している患者さんであっても、どの地域の ERに受診しよ
うと、学会レベルで化学療法のため白血球減少中の発熱患者に対する治療マニュアル
が徹底しているし、そのような患者さんは優先して診て貰える。その上で、実際に敗
血症性ショックにまで陥ることは殆どないとのことでした。 
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また、米国では念のための入院というのが、あまりないのかも知れません。こちらの
病院で妊娠・出産された方の話によると、出産直後にトイレに行ってシャワーも浴び
て来るよう促され、「え？」と戸惑っていると、「だって、シャワーを浴びないと気
持ち悪いでしょう？」と言われたそうです。シャワーを浴びた後には、病室で赤ちゃ
んの世話を開始させられ、１泊したら退院。自宅で会陰部の消毒を自分でしたそうで
す。「あれでは、無痛分娩でないと持たない」というのが彼女の感想でした。 
 
それから、ERで優先して診て貰えると書きましたが、ある人が耳かきで鼓膜を突き破
ってしまってERを受診したところ、数時間待ちとされました。銃で撃たれた人など重
症の患者さんが優先だったそうです。また、上に書いた赤ちゃんが大きくなって、ウ
イルス性腸炎でしょうか下痢・嘔吐の症状になった時に、やはりERに連れて行かれま
した。この子は本当に人見知りしない愛想の好い子で、私たち夫婦も大好きなのです
が、ERでもその本領を発揮してしまったようで、受付で「比較的元気だ」とされて、
やはり数時間待ちにされたそうです。トリアージという災害医療の分野から出た考え
方・方法があります。私自身、渡米前には小児救急の仕事もしていましたが、実際の
ところ殆どの患者さんは軽症の患者さんでした。そして、現在でも同じでしょうが、
それらを含めた全ての患者さんについて、どのようにして短時間で小児科専門医にア
クセス出来るようにするかというのが大きな社会問題でした。米国のプライマリー医
療については批判も多いし、何の経験もありませんが、もう少し、本当に小児科専門
医による診療が必要な患者さんが確実に専門医にアクセス出来るシステムを作るとい
う発想が必要ではないか、そうでないと不可能ではないか。そんなことを考えていま
す。 
 
脱線が過ぎました。引用です。 
 
［化学療法、輸血の投与におけるチェック体制］ 
小児の悪性腫瘍の治療において、臨床医を最も悩ませるのが、患者のサイズが年齢・
個人によって大きく異なることです。化学療法は、患者の体重や体表面積に基づいて
計算され、もちろん悪性腫瘍やプロトコールの種類によって投与する薬剤も異なりま
す。投与を間違えると、致命的な医療ミスに陥る可能性があるため、細心の注意を払
わなければなりません。私が日本で働いていた頃は、主治医がプロトコールを確認し、
それに基づいて薬剤部に薬のバイアルをオーダーし、そのバイアルから主治医が必要
な量を取り、ナースに渡すという手順でした。この際、薬剤の投与に関与するのは主
治医とナースの２人のみであることもありました。当時は私を含め、どの医師も化学
療法の投与については非常に神経質になっていました。  
St. Judeでは、以下のような手順が踏まれます。１）主治医がプロトコールをもとに
化学療法のオーダーを書く。このオーダーは実際の投与の７２時間以内になされなけ
ればならず、オーダーした医師がフェローなどトレーニング中の身であればアテンデ
ィングのサインが必要です。２）このオーダーが薬剤部に届くと、プロトコールに照
らし合わせて１人の薬剤師が、日程、薬剤の種類、投与量をまず確認します。３）そ
して、さらなる２人の異なる薬剤師によって、必要量の化学療法剤が処方されます。
４）この薬剤が病棟あるいはメディシンルームに送られ、実際に患者に投与される際、
２人のナースがプロトコールを読み、プロトコールの日程に即した薬剤であるか、さ
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らに医師によるオーダーと処方された薬剤に記載された情報が同一のものであるかを
確認します。５）すべての患者は名前、患者番号などが書かれたリストバンドをつけ
ており、そのバンドを声に出して読んで本人であることを確認し、ナースが薬剤を患
者に投与します。このように実際に薬剤が患者の体内に入るまで通常６-７人の確認
を必要とします。輸血の投与も同様の確認作業を行います。St. Judeではこのシステ
ムにより、化学療法剤や輸血の投与ミスは極めて少なく、米国内の他施設からこのシ
ステムを学びに来ることもあります。 
 
by Hiro 
 
 
臨床の現場より⑥  2007/05/22 
 
先日、St. Jude病院の病棟担当のドクターから、骨髄移植を前にして白血病が再発し
てしまった患者さんについてある特殊な治療を試みたいのだが、それにあたって私達
の研究室でよく使っている方法で準備を手伝って貰えないかとの依頼がありました。
結局、技術的にクリア出来ない問題があって断念したのですが、非常に困難な状況に
なった患者さんを前にして、それでも何とかしたいという医療スタッフの思いは、国
や病院が異なっても同じだなと感じました。 
 
前回は、散漫にいろいろな事を書き過ぎました。小児救急についてはうまく伝わりに
くかったかも知れませんが、トリアージという言葉を調べてもらえれば、もう少し理
解して頂けるかも知れません。散漫ついでに書きますと、こちらにいても、日本の小
児救急に関する話はインターネットを通じてたくさん入って来ています。ネットから
だけでも相当深刻に感じますから、現場のリアリティは推して知るべしと思っていま
す。行政が解決すべき大きな問題だと思っていますが、その中で心配な事があります。
小児救急を求める声が大きい余り、小児がん患者さんに皺寄せが来るのではないかと
いう点です。St. Judeの日本人仲間の間でも、出身施設などで、小児がん治療を専門
にしていた施設やその担当医が新たに行政等の要請で小児救急の診療を開始したりす
る例を散見します。大学病院やその他の専門施設における小児がんの臨床は、決して
片手間で出来るものではありません。一方で、小児救急も生半可なものではありませ
ん。業務を兼任することによる疲弊や、一般小児疾患の多くが感染症であることを考
えると、小児がん患者さんの治療環境が後退するのではないかと危惧します。小児救
急の問題解決の必要性に異論はありませんが、だからと言って、そのような治療環境
の後退があってはならないと思います。 
 
引用した化学療法剤投与におけるチェック体制の話は、前に勤めていた阪大病院でも、
内科の一部で似たようなシステムが試み始められていたと思います。ただ、御多分に
漏れず、予算もマンパワーも不足した大学病院ですから、その後継続されているのか
どうか、小児科を含め他科にも運用が広がっているのかどうか、当時は難しそうに感
じましたが、どうなっているでしょうか？ 
 
さて、引用記事です。これが最後の引用になります。 
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［患者のサポート体制］ 
St. Judeでは、患者及びその家族のサポート体制は非常に充実しています。まず、
Behavioral Medicine（行動医学）という科があり、新患患者が来ると直ちにその科
に属するソーシャルワーカーが患者のもとを訪れ、患者の家族背景（家族構成、患者
の性格、保護者及び家族の教育歴や職業、経済的側面、患者をサポートできる親族の
存在、宗教）などを調べ、個人に適したサポート体制を計画します。 
チャイルドライフスペシャリストは、患者が子供らしく生き生きとした生活ができる
ような遊びや催し物などを通じてサポートします。人形を用いて、骨髄穿刺や腰椎穿
刺、あるいは中心静脈管理の重要性を患者に教える遊びはメディカルプレイと呼ばれ
ます。 
St. Judeでは、２月あるいは３月のマルディグラ（Mardi Gras）、５月のシンコ・
デ・マヨ（Cinco de Mayo）、１０月のハローウィン、１２月のクリスマスなどは非
常に大きな病院のお祭りです。そして、患者の誕生日や、化学療法最後の日の“No 
More Chemo”パーティーは、チャイルドライフスペシャリストを中心に医療スタッ
フが突然患者のいる病室に“突入”し盛大に祝います。また、チャプラン（Chaplain）
という宗教的なサポートを行う人たちもいます。なお、病名の告知は理解可能であれ
ば原則として全例に行っており、これが患者と医療スタッフのコミュニケーションを
比較的スムーズなものにしています。 
その他、患者の病気が長期寛解に入り治療が終わると、医師とソーシャルワーカーが
晩期障害の評価を行ったり、社会適応を助けたりする１年おきのクリニック（ACTク
リニック）、年に１回小児悪性腫瘍の生存者が集う“Survivor day”、そして残念なが
ら亡くなられた患者の家族が集う“Day of Remembrance”もあります。 
 
 
by Hiro, in Memphis 
 
 
Stanford St. Jude Championship  2007/06/07 
 
今日は、ゴルフの話を挿みます。 
 
今週の木曜日から、メンフィスで、Stanford St. Jude Championshipが開催されま
す。 
http://www.stanfordstjude.com/ 
PGA（全米プロゴルフ協会）ツアーのイベントでは、唯一非営利団体の名前を冠した
大会で、それだけ、生命を救い治療法を見つけるというSt. Judeのミッションが、大
会やスポンサー、社会にとって重要であるということを表しているそうです。 
 
１年に１回のこの大会は、１９５８年にMemphis Openとして始まり、６０年には当
時St. Jude設立のための募金運動をしていたDanny Thomasに６００ドルの寄付をし
ました。７０年にはDanny Thomas Memphis Classicという名前になり、St. Jude
だけのためのチャリティーになりました。７７年には、当時のフォード大統領が、プ
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ロアマトーナメントでホール・イン・ワンを記録したとあります。その後、何度か大
会名が変わり、昨年まではメンフィスに本社を置くFedExがスポンサーで、FedEx 
St. Jude Classicと言っていました。 これまでに、１６５０万ドルを超える病院への
募金を集めたそうです。 
 
ゴルフのことは全く分からないのですが、米国人の同僚によると、有名な選手がたく
さん出場し、丸山茂樹、丸山大輔、今田竜二といった日本人選手も出場するようです。 
http://www.stanfordstjude.com/index.php?option=com_content&task=view&i
d=91&Itemid=96 
 
by Hiro, in Memphis 
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恩師のひとり言 
 
 
医者の成長  2006/11/26 
 
一年目の先生がだんだんと一人前に成長していく過程をみているのは、先輩の医師と
しては楽しいものです。 
 
一番の成長の尺度としてはこちらから質問した時のその先生の答えより、その先生が
質問してくるときのタイミングや内容のほうがあてになると思います。 
 
また電話での指示の仰ぎ方も大いに参考になります。 
 
私がその先生の「患者さんの病状の説明」を電話で聞いて、診にいかなくても大丈夫
かどうかを私が判断できるようになれば一人前です。 
 
A.T 
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チャイルド・ライフ・スペシャリストの日記 
 
 
”幸運”の意味  2006/12/07 
 
長い闘病生活を経験した子が、退院の日に 
伝えてくれた言葉があります。 
「わたし、病気になれて、本当にラッキー（幸運）だった。 
入院しなかったら、ここのみんなに出会えなかったから。 
病気になって、家族や人の優しさがもっとよく分かったから。 
こんなにも楽しいこと、嬉しいことが、病院にもあるなんて、知らなかったし、 
病気になって初めてできるようになったことが、いっぱいある」 
そして、ふわぁっと、やわらかな笑顔で笑いました。 
 
病気のために、多くのつらいこと、痛いこと、 
不安なこと、こわいことを、経験しなければならなかったのに、 
“退院できて、元気になれて、ラッキー”ではなくて、 
“病気になれて、ラッキー”と言って笑ったその子の笑顔を、 
いつまでも、忘れることができません。 
 
病気がもたらしたものが、“つらいこと”だけではないことを 
たくさんの子ども達が伝えてくれました。 
心と体の痛みを通して、家族や友達の優しさを深く感じ取り、 
周囲への優しさを育んでいく子ども達・・・。 
病気や治療の経験を乗り越えながら、何度もくじけそうになりながら、 
信じる気持ち、勇気や希望を、ひとつひとつ重ねてゆく子ども達・・・。 
 
家族や友達、病院スタッフひとりひとりの、“小さな助け”が集まれば、 
子ども達自身の“生きる力”、”心の力”を守り、癒し、育む“大きな助け” 
となることを、子ども達は教えてくれました。 
多くの“つらいこと”にあふれた病院という場所が、 
“病気になれてラッキーだった”と思える場所にもなることを・・・。 
 
家族や友達との絆を深め、支え合う温かい場所に・・・ 
ありのままの気持ちを、安心して分かち合える場所に・・・ 
「ひとりじゃない」「だいじょうぶ」と、 
誰かに勇気づけられ、誰かを勇気づける場所に・・・ 
そして、“夢”や“大好きなこと”を見つけ、“楽しみ”を膨らませ、 
日々“成長”してゆける場所に・・・。 
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子ども達からもらった、贈り物の尊さと、宿題の重さを想いながら、 
ＣＬＳとしての出発に向けて、準備する日々です。 
 
fumi 
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家族ワーキンググループが経験したこと 
 
 
おにいちゃん  2006/12/12 
 
今日から少しずつ、家族ワーキンググループ（以下WG）が経験したことをつづった
「闘病記」の一部をご紹介していきたいと思います。。。 
 
闘病を経験された方なら、きっとうなずいていただけることがたくさんかかれていま
す。 
 
闘病経験のない方にも「そんな世界があるのか、、、」と過酷な闘病生活の一部を知
っていただけると思います。 
 
今日は、家族WG ともこちゃんの闘病記「おにいちゃん」をご紹介します。 
小児がんの闘病をする家族は病気と闘う以外にさまざまな問題とも同時に闘わなけれ
ばなりません。 
 
その中の大きな問題のひとつ、、、「きょうだい児」が今日のテーマです。 
最後までお付き合いください。。。 
 
では、ともこちゃんの「おにいちゃん」です。 
 
 
娘が入院したとき、長男は幼稚園に入園して１ヶ月も過ぎていないときでした。一番
かわいい盛りで、初めての幼稚園にもやっと慣れたかな・・・というときでした。 
 
取り乱した私たちを必死で静めようとするかのように、文句も言わず、涙も見せずに
誰よりも気丈にしていました。 
これからどうなるのか・・・どのくらいの入院なのか・・・などまったく分からず、
出口のないトンネルに入っていくようで・・・息子にもうまく説明もできませんでし
た。 
 
ほとんどの闘病経験のある方は経験したかと思いますが、何の準備もなくいきなり入
院になり、何からどう整理して手をつけたらいいのか、パニックになります。娘のこ
とはもちろん心配ですが、残された息子のことも心配で、毎日毎日、身が引き裂かれ
てしまいそうな思いでした。本来ならまだまだ母親が恋しくてずっとそばにいてあげ
たい年頃なのに、淋しい思いをさせてばかりで申し訳ない気持ちでいっぱいでした。 
 
「いつまで待てば・・・お母さんと妹はお家に帰ってくるの？」と周りの大人に気遣
いながら初めてそう言ったときも「もう少ししたら絶対みんなで一緒に暮らせるよ」
とあまりにも漠然とした返事しかできず、悔しい思いでした。 
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私も主人も息子の前ではいつも明るく元気に振舞うことが精一杯で、妹の状態を詳し
く話しすることもできませんでした。 
 
娘がターミナル期に入り一時外泊を許されたときは「もう少しで本当に妹とお母さん
が帰ってくるんだ」と、とても喜んでいる姿をみて、後ろめたい申し訳ない気持ちで
胸が張り裂けそうでした・・・。近い将来にやってくる妹の死について、、、どうし
ても言えませんでした。最後の最後に大きな嘘をついているような罪悪感でした。小
さな息子に妹の死の準備を前もってするのはあまりに残酷で・・・それが良いとは思
いませんが・・・ 
 
何の疑いもなく、最後まで元気に帰ってくるという私たちの言葉を信じている息子に
対して、なんの前触れもなく、辛い現実を突きつけてしまったことを後悔しています。 
 
とても難しい問題で、どうしたら良かったのかわからないのですが、やはり小さな息
子にもわかりやすく「病気」と「命」のことを教えるべきだったのだと思います。話
をするタイミングや場所も配慮し、場合によっては第三者の人（心のケアのプロの
人）から家族と一緒に聞くものいいかもしれませんし、あまりリアルに悲しい話にな
らないように絵本などを使って間接的なほうが良いのではないでしょうか？ 
いずれにせよ「死」という辛い現実に対しての心のケアは絶対に必要なことだと思い
ます。 
 
子供は大人が思っている以上に心の中が急激に成長していて驚くほどの理解力があり
ます。その反面恐ろしい不安や恐怖にも必死で耐えて我慢したりしているんだと思い
ます。 
小さな小さな心の中が、大きな悲しみで一杯になってしまわないように、辛い現実を
経験してからのケアはもちろんですが、辛い現実を受け入れるためのケアが必要だと
思います。 
正しい知識を正確に良いタイミングで子供に伝えるために、心のケアのスペシャリス
トのサポートが絶対に必要だと思います。 
 
 
まさみさま 
 
 
「いってらっしゃい」  2006/12/18 
 
今日の著者はよしこちゃんです 
院内学級について書かれています。 
院内学級の存在がいかに大切だったか、、、 
 
「いってらっしゃい」と送り出す幸せ。 
「おかえり」と迎える事のできる幸せ。 
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本当はどれも当たり前に保障されていることなのです。。。 
 
それでは、ご紹介します。。。 
 
 
院内学級があることで、親子でどれほど救われたでしょう…特に私たちの場合、地元
の学校の対応がひどかったので、入院中はほとんど地元校との交流もなかったのです
が、長男は院内学級でのびのびと過ごすことができました。そこで知り合う子どもた
ちは、みんな病気と闘っている子どもたちであるせいか、友達に対して思いやりのあ
る子が多かったように思います。先生方にも本当にお世話になりました。（ここに挙
げるときりがないので割愛させていただきますが） あと、「いってらっしゃい」
「おかえり」と言えることも嬉しいことでした。今でも朝、学校へ向かう時の背中を
はっきりと思い出すことができます。 
 
院内学級も養護学校そのものも、普通の学校と同じように人事異動がしょっちゅうあ
ります。院内学級では専門的な知識が特に必要で、経験を積まなければわからないこ
とが多いのではないかと思われます。やっと慣れてきたところで先生が変わってしま
うのはとても残念に思います。人事異動も必要なことかもしれませんが、入院生活を
送る親子にとっては、経験を積んだ先生が必要だと感じます。 
 
 
まさみさま 
 
 
闘病中の「あそび」  2006/12/21 
 
みなさま。こんにちは今日の著者は夕子ちゃんです 
 
夕子ちゃんが、入院中の「あそび」について書いてくれたものです。 
ここでもまた、日常生活で本当なら「当たり前」に保障されているはずのことが苦労
しなければ手に入らない闘病生活の現実が書き表されています。 
 
制限された生活の中でも、子供はあそびをみつける天才だということ。 
あそびはお薬と同じくらい大切なものだということ。。。 
 
子供にとってあそびとは、、、どうすれば闘病中の子供達が少しでも楽しいときを過
ごせるのか、、、一緒にお考えいただけると嬉しいです。 
 
それでは、夕子ちゃんの「あそび」です。。。 
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遊びといっても、ベッドの上で遊ぶことには限りがあり、それに、とてもアクティブ
だった長女にとって病院の中での遊びは物足らないものだったと思います。部屋から
出てもいいときは「お散歩、行く！！」と部屋を飛び出していくのが常でした。そし
て、足繁くプレイルームに通っていました。中でも、幼稚園ごっこはとても楽しみに
しているものでした。元気だった頃、保育園に通い、毎日朝早くから夕方まで友達と
走り回り、歌を歌い、時には泥んこになって遊んでいた彼女にとって、入院生活はと
ても退屈なものだったに違いありません。それでも、幼稚園ごっこで同じように、大
きな声で歌を歌い、工作をしたりと、楽しい時間を過ごすことができました。しかし、
小さいながらも自分が病気で、我慢しなければいけないことがあるんだということを、
なんとなくではあるものの、理解していたのだと思います。 
 
幼稚園ごっこのある日は、朝からソワソワして、一通りの診察が終わると、プレイル
ームに一番乗りしていたものです。幼稚園ごっこの無い日でも、もちろん一番乗りで
す。プレイルームにあるおもちゃを次から次へと引っ張り出し、大満足でおもちゃに
埋もれて遊びます。人見知りをすることなどなかった彼女は、プレイルームにやって
きたお友達に、まるで自分の部屋に遊びに来たんじゃないかと思うくらいに、おもて
なしをします。おもちゃを貸してあげ、場所を譲ってあげ、何か話をするわけでもな
く、そばに寄っていき、ニコニコ笑って見ているのです。プレイルームで遊んでいる
最中、ルートを引きちぎってしまったこともありました。（すべりだいに引っ掛け
て・・・） 
 
幼稚園ごっこの無い日や、幼稚園ごっこが終わったあとは、いつものように廊下を
『お散歩』です。まず廊下のつきあたりに窓の外にやってくる鳩を見に行きます。
｢今日もいっぱいウンチしてるねぇ・・・｣と、いつものセリフ。次は反対の端まで歩
きます。何度も何度も往復して、廊下ですれ違う人には、手を上げて挨拶をします。
ついには、病棟にいる人たち、医師、看護師、ボランティアの人たち、お友達、その
お父さん、お母さん方、ほぼ把握していたように思います。そして、他の病室に遊び
に行ったりもしました。病院側からすると、とても迷惑なことだったかもしれません。
しかし、今までの生活からすると、彼女にとってお友達と遊ぶということは、あたり
まえのことなのです。ベッドの上でしか遊べないときのお友達と触れ合った後、自分
がベッドの上から動けなくなったとき、そのとき遊んだことを思い出し、「○○ちゃ
んみたいにして遊ぶ！」なんてこともありました。 
 
やはり、病気になり、入院しなければならなくなった小さな子供たちの遊びには、制
限があり難しいと思います。しかし、小さな子供たちにとって、遊び自体が学習であ
ると思います。生活をしていく上で切り離せないものなのです。当たり前のことを当
たり前にすることが難しいのですが、他の子供たちとも、もっと触れ合えるようだっ
たらなーと思いました。（もちろん、調子の良い時に限りますが・・・） 
 
 
まさみさま 
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退院後の居場所  2006/12/25 
 
メリークリスマス 
 
今年も無事にウチの娘たちへサンタが訪問してくれました。 
そして、長女はご機嫌で、終園式へ行きました。 
 
さて、今日はあっこちゃんの書いてくれた「退院後」をご紹介します。 
私はこの文章を最初に読んだとき、一緒に泣きそうになりました。。。 
「言いたくても言えない想い」「伝えにくい、我が子の現状」「居場所がみつからな
い寂しさ」などなど、、、すべて私も同じように抱えていたものでした。 
 
「そんなに気にしなくても、、、」「それくらい大丈夫よ、、、」との世間の反応に
「それくらい気にしないとこの子を守ることができないのに、、、」「ぜんぜん大丈
夫じゃないよ、、、」といつも思っていました。 
 
やっと退院したけど、一番気にしなくてはならない「安全」と「清潔」が保障されて
いる場所がなかったこと。理解者も少なかったこと。「親の過剰反応」だととられて
しまう違和感、、、 
短い文章ですが、そんな想いがぎゅっと凝縮されています。 
 
では、あっこちゃんの「退院後」です。 
 
 
退院後  
 
待ち望んでいた退院でしたが、病院との環境の変化に不安も多かったです。 
 
元気な子どもとの接触や、人ごみをさけての生活のため一日中私と二人で過ごす日々
が続きました。 
安心して出かけられる場所がいかに少ないかがわかりました。 
 
また感染の心配に加え、血小板の数が低いまま退院したため、けがなどには特に注意
が必要でした。 
近所の子どもと遊びはじめたときに階段で長男のことを押された時は、その子どもを
大声でどなりつけてしまいました。 
他のお母さんに「わざとじゃないのよ。軽く押してしまっただけなんだけど」と言わ
れ、でもその「押してしまった」が長男にとっては一大事なんです、、、と声には出
せず何度も心の中で思いました。本当にその時はそうだったのです。 
 
でもだからといって血小板の数があがるまで、お友達と遊べないというのは何かが違
う、やっぱり元気な子どもと遊ぶには、周りにもわかってもらう必要があると思い、
押した子どもに「階段では、わざとじゃなくても人のことを押さないように、できる
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だけ注意してね」と説教しました。でも、家に帰って、なぜか涙が出たのを覚えてい
ます。。 
 
 
まさみさま 
 
 
お薬①  2007/01/10 
 
さて、今回はお薬がテーマになっています。 
 
薬の処方、内服指示などの仕方はそれぞれ病院によって、違ってくると思いますが、
私たちチャイケモ家族WGは、自分達の入院した病院で、子供達が経験したことを書
きました。 
ですから、読者の皆さまには、少し違和感を与えてしまうこともあるかも知れません
が、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 
 
今日は、よしこちゃん、夕子ちゃんの書いてくれた闘病記です。 
 
何より「苦い」「まずい」お薬は飲む子供が辛いのは当たり前ですが、飲ませる親の
苦労も並大抵のものではありません。 
 
自分が飲むより辛い、、、 
代わってあげたい、、、 
もっと良い方法はないの、、、？ 
 
そのような気持ちで子供にお薬を飲ませる親は珍しくないと思います。 
 
病気には欠かせない「お薬」。 
これは本当に幅広く課題の多い分野です。 
 
どうぞ、ご自分の身に置き換えて、お付き合いください。。。 
 
 
薬（よしこちゃん） 
長男が４歳のときに入院していたとき、低菌（抗がん剤の副作用により白血球が減少
し、抵抗力が低くなっている時）になったら「ファンギゾンとアミカシン」という恐
怖のシロップが届けられました。この薬を飲まなければ、何回でも飲みなおしをしな
ければならず、親子でかなり苦しみました。 
しかし、数年後の再入院のときには、もうこの薬は飲まなくても良いものに変わって
いました。いったいあの苦しみは何だったのだろう、、、と、とても悲しくなったの
を覚えています。 



150 

バクタも飲みにくい薬のひとつです。このような本当に飲みにくい薬に関しては、検
討していただき、変えられるものは変えて、それでもどうしてもその薬が必要ならば
製薬会社に改善をお願いすることはできないのかと思うのですが… 
 
 
薬（夕子ちゃん） 
薬についてですが、そんなに嫌がることなく何でもきちんと飲んでくれていました。
しかし、ただひとつ、『シプロキサン』だけはどうしても飲んでくれませんでした。
それまでは「病気をやっつけるためにはお薬飲もうね」というと、ちゃんと飲んでく
れていたのですが、この『シプロキサン』だけはダメでした。挙句の果てには吐き出
してしまうのです。あまりにも嫌がるので少しなめてみると、それはそれは苦い薬で
した。これは大人でも粉で飲むのは難しい薬でした。 
処方だけして苦くて飲みづらいとか、こういう風に工夫して飲ませてくださいなどの
説明もなかったことにも腹が立ち「先生は飲んだことがあるんですか！！」と食って
掛かったこともありました。そのときに「飲めませんでした？」と言われました。 
本当は飲ませなくてはいけない薬でも子供にとって吐き出してしまうほど苦い、飲み
づらい薬があるんだということを頭に入れていてほしいと思いました。 
 
まさみさま 
 
 
お薬②  2007/01/14 
 
今日はお薬パート２です。あっこちゃんとともこちゃんの経験談です。 
 
暖冬と言えども、風邪の季節ですよね 
皆さんの周りのお子さんもお薬と格闘なさっていることと思います。。。 
 
身近な問題として受け止めていただけると幸いです。 
 
 
薬（あっこちゃん） 
「バクタ」というお薬との戦いは親子ともにストレスでした。薬を口に入れようとす
る親と口をつむってにげる子ども。二人ともお薬の粉まみれになり、なんどもお薬の
飲み直しをしました。やっと口に入れて飲んだと思えば、直後に吐いてしまい、また
吐いてしまったことにたいして「なんで？」と子どもにつらくあたることもありまし
た。 
普通に考えれば、抗がん剤の副作用で大好きなおやつも食べない、食べ物をみれば吐
き気がするときに、苦いお薬が飲めるわけはないのです。お薬が飲めないのは、子ど
ものせいではないのです。そのことをわかっているため、余計に親もつらい、子ども
につらくあたっている自分が情けなくなる、でも誰にも頼れず子どもにあたってしま
う、、そんな悪循環でした。 
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こんなに苦しい思いをしているのに、バクタを配りにきた看護師さんが「バクタって
苦いんですかぁ？？」とおっしゃいました。その言葉に周りは唖然としました。私た
ちの苦しみをわかってもらえないというよりも、わかろうとしてくれていないように
思えてつらかったです。週に二回（バクタは週2回の服用指示が出ていました）の恐
ろしいバトル。失敗のために週の半分はお薬に悩まされる生活が続き、「どうしても
負担なので、、、」と相談すると、他のお母さんから「月１回の吸入に切り替えると
いう方法もあるよ」と教えてもらいました。吸入もおそろしく苦いという話でしたが、
先生に一度挑戦してみたいと相談しました。子どもがあばれまわるくらい苦い吸入で
したが、吸入なので吐いても飲み直しなどはなく（蒸気を吸っていればよいので）月
に一度だけでよいというのは、子どもと親の精神的な負担はかなり減りました。「吸
入より飲むほうが苦くない」という人もいますが、負担に感じる方法は人それぞれで
す。様子を見て早めに出来る限りの選択肢を提示してほしいです。 
 
また医療スタッフは、いえ化学療法にかかわるすべての人は、必ず子どもに処方され
ているお薬の味を知っていてほしいと思います。「私もなめました。すごく苦いです
よね。。。」という一言は、「子どもと親のがんばりをわかってくれようとしている
のだなぁ」と少し救われる気持ちになります。 
 
 
薬（ともこちゃん） 
小児科なのに…なぜ？と思うぐらいどれも飲みにくく量も多いように思います。バク
タなどは一番ひどくて水に溶けにくく味も苦すぎます。どの薬も大事なのはよくわか
りますが、食事もろくに食べられない時に薬だけ一日三回も飲むのは残酷な話です。
特に飲みにくく大切な薬は可能な限り輸液から投与して経口摂取を少なくできたらい
いなぁと思っていました。ドライシロップなどでもっと飲みやすくできないものでし
ょうか？ 単シロップは甘すぎて飲みにくいです。プリンやアイスクリームに混ぜて
みたり工夫はしてみたが、子供にはどれも見破られてしまって、逆に普通のプリンや
アイスクリームまで一切食べなくなってしまいます。その子供に合わせた薬をキャン
ディーやアイスに調合、形成してくれたらなぁ・・・と思っていました。 
仕方がないことですが、「お薬＝まずい＝いや」というのが強く根付いてしまってい
ます。 
子供にとっても苦痛ですが、親にとっても毎回ストレスとプレッシャーです。 
飲み薬は増える時はすぐに増えますが、なかなか減る事はなくて、案外どちらでもよ
い薬を飲み続け ている事もあり、輸液管理ほど細かくないのでは？と思った事があ
りました。 
経口が無理なら鼻注になりますが、この鼻注のチューブを入れるのも大変で、入れっ
ぱなしにしておくのも不快に違いありません。苦労してチューブを入れても１～２週
間で入れ替えなければならないので、またたいへんです。子供への負担を出来る限り
軽く出来るように強く望みます。 
 
 
まさみさま 



152 

医療者の気持ち。。。 
 
 
医療者アンケート①  2007/01/19 
 
今日からは、以前お伝えしましたチャイケモアンケート（家族の場合「闘病記」とな
ります）の中から、医療者の＜生活＞＜食事＞についての項目を数人分特集させてい
ただきます。 
 
トップを飾るのは我らがDr. Ohtaです。 
一般の人間なら、なかなか踏み込めない、知ることのない医療者の生活。 
実は、不健康極まりない生活リズム、食生活、一家の主がこのような生活リズムで、
先生のご家族の負担は、、、ということなど、心配なことだらけでした。 
 
医療者の毎日を見ていれば私たち患者も「先生、朝からこんな時間まで居る。。。」
「先生ご飯食べた？」「先生、寝た？」「ちょっと座ったら？」と心配になったもの
です。。。 
 
これらを整理整頓し、きちんと人間らしく過ごすことに焦点をあて、最高の医療を提
供しよう！と実行に移したのはDr. Ohtaです。 
 
現在の日本の医療界には患者側からも、医療者側からも見直さなければならない問題
が山積みです。 
 
医療者も、患者も同じ人間です。 
両者とも、まずは「人間らしく過ごすこと」が保障されなければならないと思います。 
 
前置きが長くなりました。。。それではDr. Ohtaの＜生活・食事＞です。 
 
まさみさま 
 
 
＜生活・食事＞ 
私の生活サイクルは、みなさんには参考にならないと思いますが書いてみます。私は、
みなさんとは恐らく4時間程度の時差のある生活をしています。つまり、ハワイ時間
と同じ時間帯です。日付けは同じですが。 
 
早朝というのは患者さんにとって死角の時間帯で、状態の悪化が深夜から始まった場
合に看護師から当直医（仮眠しています）へ報告が躊躇されたり、当直医へ連絡があ
っても専門グループへの連絡がスムーズにいかないことが多く、実際に急変した際も
専門のDrが駆け付けることが遅れる状況が時として起こっていました。というのが私
が早く出勤する理由の第一です。 
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もちろん、マンパワーが十分にあって、ICUやNICUのような専門医による2交替性の
勤務シフトが組めれば理想ですが、なかなかそうはいきません。人間というのは、夜
更かしはできても早く寝ることは簡単にできず、毎日のリズムが大切ですので、私一
人が早出を担当しています。 
 
4時頃には病棟に行って、一通りカルテをチェックして回っています。もちろん、患
者さんの状態の変化を看護師から報告を受けることもあります。 
 
 
食事については、朝食は起床後おにぎりかサンドイッチ。昼食は午前8~10時頃、夕
食は午後7時前後です。 
 
早く仕事を始めるメリットは、他にも道路と駐車場がガラガラであること、早朝の時
間帯は頭が冴えていて、しかも誰にも邪魔されないので、デスクワークがはかどるこ
とです。デメリットは、宴会の二次会にはなかなか出席できないことでしょうか。 
 
Dr. Ohta 
 
 
医療者アンケート②  2007/01/22 
 
さて、今日は医療者アンケート＜生活・食事＞の第２弾です。 
悲しいかな、医療を提供する医師たちの不健康極まりない生活、食生活にご注目くだ
さい。。。 
 
次回は、＜生活・食事＞の第３弾、最終回です。 
すさまじい生活を強いられている医師（もちろんチャイケモメンバーです）の＜生
活・食事＞についての記事をアップいたします。 
 
まさみさま 
 
 
＜食事＞ （Dr M.K） 
私は、昼は空いた時間にたいていカップラーメンを食べ（カップラーメンが好きなの
ですが（笑））、夜は仕事が終わってから22時～23時頃に食べます。 
不健康きわまりない生活です（笑）。 
 
 
＜生活＞ 
ほとんど病院と家の往復のみの生活です。 
大学では、平日は朝から22時頃まで働き、土日も勤務していました。 
ここでは、平日は19時や20時に帰宅できることもありますが、院内当直が月に5、6
回あります。 
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やはり平日は20時くらいには帰宅したいですし、土日は当番制にして休養をとれるよ
うにするべきだと思います。 
 
 
＜食事＞（Dr.s.kusuki） 
６時３０分 朝食 
１１時３０分 院内の食堂でスタッフと昼食 
１８時  家で夕食 
というのが理想の形で、月に２，３回はできているか？という程度です。 
忙しい時は、朝食用の弁当を持って病院に行くのですが、それが朝昼食となります。 
もっと、忙しい時は、夕方まで食事のことを忘れて、１６時くらいに「なんかお腹が
すく？」と思って、食堂でカレーを食べます。（カレーが注文してからでてくるのが
一番はやいので、、） 
 
理想は１１時３０分から、１２時３０分は昼食休憩として原則呼ばれないというのが
いいですね。また、たまには子供達とご飯を一緒に食べれるとよいですね。 
 
 
＜生活＞ 
私の1日は、 
6:00 起床 朝食 
7:00 仕事開始 
１８～２０時の間に帰宅 
という生活を目標にしています。が、思い通りにいかないのが現実です。 
特に、当直明けや、深夜に病院から連絡があった場合は6:00起床はつらいです。 
 
当直というのは、大学病院ではなく、いわゆる小児救急外来の応援が主です。小児科
の救急外来というのは、季節を問わずほとんど眠れません。今年はまだインフルエン
ザが流行っていないのでましですが、忙しい時はだんだん舌が回らなくなってきます
（苦笑） 
 
また早めに帰宅することができ、子どもと一緒に眠ってしまった時は、Dr Ohtaの影
響もあり、午前 3時や4時に目が覚めることもたまにあります。 
以前であれば病院に行こうという気にはなりませんでしたが、今は病院に行けばDr 
Ohtaがいますし、相談したいことがあるときは、特にこの時間帯がゆっくり話ができ
て狙い目だと思って出勤します。 
最初のころは看護師さん達も深夜に登場する医師にびっくりしていましたが、最近は
慣れたみたいです。 
 
病棟が落ち着いているときは良いのですが、重症の患者さんがいるときはシフト（日
勤担当 準夜担当 深夜担当）を組みます。 
当然のように深夜帯はDr Ohtaが担当してくれてます。（Dr Ohtaにとって、am 
1:00は早朝との認識みたいです） 
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このシフトが長期間続くと、今のシステムでは医療者も疲弊してきます。 
阪大病院はまだ比較的医師の数が多いほう（十分ではありませんが、、）なのでシフ
トを組めますが、シフトを組めず主治医がずっと泊まり込まないといけない病院も多
いと聞いています。 
 
 
＜コメント＞ 
初めて書き込みをします。 
 
息子の入院中、小児科の先生の忙しさは半端じゃないと実感しました。 
早朝に様子を見に来られたのに、深夜また顔を出してくださったり、日付が変わるま
でかかった手術の後も、ICUに面会に行くたびに先生がいらしたり・・・いったいい
つ寝ておられるのだろうと心配しました。そんなことを言うと、「私は大丈夫です。
それよりご両親のほうが心配されてお疲れでしょう。」と言って下さり、どんなに有
難く思ったことか。 
食堂でお見かけしても、食べ終わらないうちにポケベルが鳴って立ち去られたことも
よくありました。 
先生がダウンされて困るのは患者です。くれぐれもご自分の健康に気をつけてくださ
い。でも、それができない病院の体制が問題なんですよね。 
看護士争奪の話を昨晩テレビで見ました。病院に問題はたくさんありますが、先生方
どうか元気に頑張ってくださいますようお願いします。 
 
チャイルドケモハウスをこれからも応援したいと思います。  

Posted by: Mama Duck  at 2007/01/23 
 
＜コメント＞ 
Mama Duck  さま。 
コメントありがとうございます。 
私も同じ気持ちで、闘病中の時を過ごしました。 
 
問題山積みの医療現場。目をそらさずにしっかり、丁寧に問題に取り組んで参りたい
と思っております。 
今後ともチャイケモの応援をよろしくお願いいたします。  

Posted by: まさみさま  at 2007/01/23 
 
 
医療者アンケート③  2007/01/24 
 
さて、今日は医療者アンケート第３弾、＜生活・食事＞の最終回です。 
 
前回も触れましたが、この『FIGHTER』さんは、想像を絶する生活を送り続けてい
ます。 
同じチャイケモメンバーとして、この深刻な事態を世間に訴えて参りたいと思います。 
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私の記念すべきブログデビューの記事にも書かせて頂きました「知る事」の大切さを
改めて痛感しました。 
 
普通に生活していれば知ることのない事。 
でも、本当はとても深刻な問題が身の回りで起きていること。 
助けを、改革を必要としている人がたくさんいると言うこと、、、 
 
みなさん、知ってください！！ 
 
まさみさま 
 
 
＜生活・食事＞ 
平均起床時刻は８時 
仕事開始は９時 
 
帰宅時間は大体２２時は過ぎます。２３時過ぎるのもざらではないです。 
上記の起床時間には訳がありまして、土、日、月は大体朝６時までバイトをしていま
すので、６時半ころ家に帰ってきて８時まで１時間半寝かせてもらいます。楠木先生
も書かれたように小児科の夜間は睡眠時間はありません。 
 
もちろんバイトあけだろうが、大学当直あけだろうがそのまま次の日勤に突入し、ま
た２２時頃まで大学にいるのは言うまでもありません。特に当直、夜間診療あけで大
学の外来だと結構つらいです。３６時間勤務なんて何のそのです。 
 
例えば今週の流れをみてみますと・・・ 
（月）朝０時～６時まで夜間診療。 
   ６時半から８時まで仮眠。 
   ９時から大学勤務。１７時から休日診療へ電車で移動。１８時から２０時まで
診療。２１時半ころ帰ってきて仮眠。また翌０時から夜間。 
 
（火）朝０時～５時まで夜間診療。 
   ７時に帰宅。８時まで仮眠。 
   ９時から大学勤務。そのまま大学当直。ここの大学は一般小児科もしないとい
けないから夜間はちょくちょく病棟以外のところ、特に外来から結構起こされる。一
部の暇な科のように寝当直ということは年に１回くらい。（まあ、産婦人科の先生に
比べればましでしょうが・・） 
 
（水）大学当直明けから大学外来９時スタート。もちろんそれまでに病棟の子達の診
察、採血を終わらせておく。（風邪と腸炎の外来患者を同時に診ながら・・・）腫瘍
外来はなかなか一人あたりの時間がかかります。風邪、腸炎のようにはいかないです。
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それでも病棟患者の処置、データのチェック等があるので病棟と小児科外来と外来化
学療法室を往復。 
１７時になんとか外来終了。そこからレセプト、倫理委員会、今の時期なら大量にあ
る小児慢性特定の書類などのデスクワーク。病棟が落ち着いていないと（落ち着いて
いても？）なんやかんや電話がかかってきてなかなかすすまない。そうこうしている
うちにまた２２時くらい。 
 
ここで小休止。いったい食事はどうしているのか？ 朝食はほとんどの場合食べてま
せん（深夜明けなどは気持ち悪いのです）。昼食は食べられないことも多いですが、
いけそうなら１５時くらいに食堂で、すぐにつくってもらえるきつねうどんくらい食
べる。その時間だと定食もなくなってますし・・・。気づいたら夕方になっているこ
とも多いです。夜は夜で帰りが遅いから結構２３時くらいにご飯を食べていることが
多いです。もう遅いからご飯パックをチンして、納豆とみそ汁をおかずに食べます。 
 
（木）昨晩は今週になって始めて自宅で眠れました。今日は大学から割り当てられて
いる外勤日ですので６時半起床で電車にのり、他府県の病院まででかけます。外勤日
が週のうちでもっとも安息の日です。一般小児科のみです。患者さんの数も比較的少
ないです。１７時に終了してから大学へ・・・夕方から患者さんを見まわってまたデ
スクワーク。でも、今日も自宅に帰れるのでラッキーです。 
 
（金）９時から大学勤務。採血日でもあり、処置等がありますが、比較的落ち着いて
います。ただし、これらは患者さんが皆落ち着いていたらの話です。一度重症患者さ
んが発生すると腫瘍チームのメンバーが２人しかいないここではかなり消耗します。
当番も何もあったものではなく、主治医が張り付き、もう１人が他のことすべをサポ
ートするということになります。 
常時病棟の約半分を占める１５人ほどの患者さんがいますので、この状況は辛いです。
そしてもちろん大学ですから、本業以外の雑務もかなり足を引っ張ります。なんかの
委員会とか・・・しょうもない話を延々してます。こちとらそんな暇はないん
だ！！！ 今日は２１時半から０時まで夜間診療です。今日は０時までですから夜間
は自宅に帰れます。 
 
（土）９時から１２時まで他府県で午前診。大学に帰って１４時くらいから病棟回診。
２１時から翌朝６時まで休日夜間診療所・・・ と、もうこれくらいでやめておきま
す。つまり土日はほぼ朝、昼、夜中、完全に働いています。現在は月に一回、土曜に
半日休みがある状態です。土日は完全に大学とバイトで詰まってまして月曜の朝６時
まで働き、次の週に突入するというサイクルを大学に帰ってきてここ２年半くらいや
ってます。ほぼ自分の時間などありません。あれば寝てます。 
 
さてそれではそんなに夜働かなくてよいのではという声も聞こえてきそうですが、現
在大学からの給料は手取り１３万円です。今年９年目の小児科医です。月に５回ほど
ある大学の当直も含めてやっと２５万円くらいです。ボーナスももちろんありません。 
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現在の日本の大学病院（に限りませんが）は我々にボランティアを強要しているので
す。患者さんの命を盾にとって。人並みに給料が欲しければ夜と休日に働けというこ
とです。はっきりいって同じ時間ローソンで働いているほうが給料いいですよ。 
  
一方でXX市役所に勤めていたら５年間で８日働くだけで何千万も給料がもらえ
る・・・現在の日本は政治と企業にばかり金をかけ、医療には金を落とす気はないの
です。そんな状況の中、現場で患者側から文句を言われ、東奔西走しているのは直接
に接する我々医療者なのです。私を含め、まともな思考回路をもつ人間はどんどん病
院から離れていっています。もはや公にまっとうな医療などする気力も財力もありま
せん。一刻もはやくこれからの医療のモデル病院となる基幹病院が立ち上がることを
切に望みます。でないとこの先、医者はできません。話題はつきませんが、今回は医
療者の生活というお話ですのでここまでで切り上げさせていただきます。 
 
『FIGHTER』 
 
 
＜コメント＞ 
娘は８ヶ月間の入院生活でしたが 
主治医を見ない日はありません 
でした。 
 
他の病院勤務で昼間不在でも 
夜には顔を出してくださいました。 
日曜、祝日も関係なく 
いつ寝ているのか？食事は？と 
不健康極まりない生活だなと 
思っていました。 
 
患者にとったらありがたいことですが 
医師も気分転換したり 
ゆっくり休める時間も必要です。 
医師の家族崩壊や医療ミスにも 
つながってしまうと思います。 
 
一日も早い勤務改善を願っています。 
 

Posted by: きらきら  at 2007/01/29 
 
＜コメント＞ 
きらきらさん、コメントありがとうございます。忙しくしている医師の話を、美談に
してはいけないと思います。医師の家族崩壊や医療ミス、、全くその通りだと思いま
す。  

Posted by: s.kusuki  at 2007/01/30 
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医療者アンケート④  2007/02/05 
 
医療者アンケートの続編です。 
今日の項目は「ストレス」と「プレッシャー」です。 
 
どんな仕事にも、どんな人間にもストレスやプレッシャーは付きまとうものですが、
医療者の素直な気持ちを確認できたのは、患者側にはとても貴重な機会でした。 
 
驚いたことにこれらの＜ストレス・プレッシャー＞は患者側が感じているストレスや
プレッシャーに直接結びついているものだということです。 
そして、その中でみつけた、たくさんの「誤解」や「すれちがい」 
 
物理的に解決させなければならないことがあるのは事実です。 
 
でも、これらを解決へ導く重要なキーワードは「やっぱりコミュニケーション」なの
です。 
 
このように、チャイケモでは、あらゆる立場の人間が各々の視点からの意見を率直に
吐き出し、事態の改善へ向けて日々研究しています。 
 
それでは、お付き合いください。。。 
今回はドクター特集です。 
 
まさみさま 
 
 
＜ストレス＞ （Dr.ohta） 
 
1. 患者さんが亡くなったとき。患者さんの病気が再発したとき。いずれも、強いスト
レスを感じます。 
2. 患者さんの容態が悪くなったときの、患者さん、親御さんへの病状説明。 
3. 医療側の努力が親御さんに理解・評価されていないと感じるとき。 
4. 医療の限界を感じるとき。つまり、現在の医療レベルでは治すことができない状況
になったとき。 
5. あってはならないことですが、治療が後手に回って患者さんの状態が悪くなったと
き。 
 
＜プレッシャー＞ 
1. 外来が込んでいて、患者さんに長い待ち時間を強いないようにすること。外来は短
時間で病状を把握しないといけないのと、入院と違って長時間の経過観察ができない
ので、特に病状に変化があるときは、ストレスにもなります。 
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2. チーム内の先生が誤った判断や投薬をしていないかどうかをチェックすること。当
然のことですが、毎日のことなので、常にプレッシャーを感じます。 
 
3. 最新の医学に遅れずについていかないといけないこと。論文や学会などからの情報
収集を心掛けることは、医者として当然のことですが、忙しいとなかなか思うように
いきません。 
 
 
＜ストレス、プレッシャー＞  （Dr.ｍ.ｋ） 
関わっている疾患の性質上、ストレスはつきものです。特に担当している子供たちの
状態が芳しくない場合は、夢に見ることもあります。ストレスやプレッシャーがなく
なることはないですから、自分自身の中でいかにうまく消化していくか、うまくつき
あっていくかが大事ですね。 
 
＜ストレス＞ （Dr.ｓ.kusuki） 
★検査結果がでるのが遅い。 
最近の仕事が遅くなる原因は、これといっても過言ではないです。 
 
★入院時期が自由にならない。（入院させたくても、いろいろな事情でできない） 
 
★レセプト記載（事務仕事） 
 
★相談したい医師（特に他科）となかなか連絡がとれない。  
 
＜プレッシャー＞ 
★病状の悪化時。 
 
★思春期の患児への病状説明は、結構プレッシャーかかります。 
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剛直です！！ 
 
 
チャイルドケモハウスの皆様初めまして  2007/03/22 
 
チャイルドケモハウスの皆様初めまして。 
 
私は３年前に骨髄移植をした小児がん経験者です。 
理事長をされている楠木先生が、僕の闘病生活での主治医をしてくださっていたとい
うご縁で、この｢チャイルドケモハウス」に出会うことができました。 
チャイケモを知ってからは、職場で毎日のようにＨＰを拝見させていただいています。 
 
小児がん経験者として何か伝える事ができたらと思い、先日行われたオリエンテーシ
ョンに参加させていただきました。オリエンテーションには闘病生活を経験されたご
家族の方や、ＨＰを見て参加された方など、色々な方が参加されているとお聞きしま
した。 
参加させていただいて感じたこと、それは、無事に闘病生活から抜け出した私が、闘
病生活での経験を明るく話す事で辛い思いをする方がいるのではないかという事です。 
普段の生活の中で、私と同じような経験をご家族やご兄弟などの近親の方がされたと
いう方とお話をする機会などありません。もちろん初めてのことですのですごく不安
でした。 
 
闘病生活を経験されたご家族の方は、僕が話をすることでどう思われるのか・・・ 
 
オリエンテーションから何日か経ちますが、今でもすごく複雑な心境です。 
 
しかし私が話をすることで、現在病気で戦っている人達には勇気や元気を少しでも与
えられる事ができると思いますし、病気を経験した事がない方には「ごく普通に」
健康に生きられることの素晴らしさを伝える事ができると思います。私が闘病生活で
得たもの・感じた事を全てお話しすることで何か大切なものを伝えられるように、こ
れから頑張っていきたいと思います。 
チャイケモのオリエンテーションに参加させていただき、人生での使命をまた見つけ
ることができました。 
 
｢生きることのすばらしさを伝えたい｣ 
 
ただ病気を経験しただけの私ですが、これからもどうぞよろしくお願いいたします。 
 
剛直 
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＜コメント＞ 
剛直さんの存在は思春期の患児や家族、医療スタッフにとって、そして社会にとって
貴重です。剛直さんが経験されたこと、感じられたことをチャイケモに伝えて頂き、
私たちも共に社会に伝えていく、そんな関係ができれば、と思います。オリエンテー
ションでは、うまく説明できずに申し訳ありませんでした。あの場に来られていた
方々、きっと剛直さんとまたお会いしたいと思っていると思いますよ。私自身もチャ
イケモスタッフとして、小児がんの経験をした息子の母として、剛直さんに教えて頂
きたいことがたくさんあります！ 末永くよろしくお願いします。  

Posted by: 田村亜紀子  at 2007/03/23 
 
＜コメント＞ 
剛直さんへ 
 
本日、お会いできるのを心より楽しみにしております。 
とっても大変な体験、貴重なご意見、温かいお気持ちのぎっしり詰まった記事をあり
がとうございました。 
これからもご協力よろしくお願いいたしますね！  

Posted by: まさみさま  at 2007/03/24 
 
＜コメント＞ 
はじめまして 
剛直さんの超仲良しTちゃんから 
「チャイルド・ケモ・ハウス」のことを聞きました 
ココに辿り着くことができて、 
「チャイルド・ケモ・ハウス」の存在を知ることができて 
私は幸せです 
これからも応援してます 

Posted by: H  at 2007/03/26 
 
 
慢性活動性EBウイルス関連免疫不全症  2007/04/21 
 
私が経験した病気、それは｢慢性活動性EBウイルス関連免疫不全症｣です。 
原因は不明なのですが、｢蚊」に刺されると15センチから20センチくらい腫れ、水ぶ
くれができ、ひどい時には発熱するというのがこの病気の特徴のようです。 
日本では、成人の９０％以上の血液に感染していると言われているEBウイルス。こ
のウイルスが、私の中ではたまたま悪役になってしまいました。私の場合は、化学療
法か骨髄移植を受けるしか助かる道はないと言われ、闘病生活を送ることになったの
です。 
 
健康な方が蚊にさされた場合は、１センチくらいから２センチがプクッと腫れかゆく
なり、２、３日も経てば何事もなかったかのように、腫れやかゆみはおさまると思い
ます。しかし、私の場合はそうはいきませんでした。蚊にさされると激しいかゆみに
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襲われ、痛みが伴います。一箇所さされただけで２０くらいがパンパンに腫れてしま
い、見た目にも腫れた場所がかなりわかるほどで、病気が治るまでの十数年間は大変
辛いものでした。 
手の甲を一箇所刺された時は左右の手の大きさがまったく違うようになり、片方の手
だけはまん丸になり、よくカッターシャツの長袖などで隠していました。また、サッ
カーをしていた私は、足首からつま先にかけて蚊に刺されると大変でした。足首など
の刺された箇所がパンパンに腫れ、靴のひもを最大限に緩めてやっと靴を履く事がで
きるという感じになってしまいます。サッカーなのでもちろん足でボールを蹴ります。
腫れたとこでボールを蹴るわけですから、今思えばよくあの痛みに耐えたと思います。 
刺された場所が異常に腫れているので、その度に会う人に説明をしなければならない
のがとても面倒でした。蚊に刺された所が水ぶくれになり、つぶれて皮膚がクレータ
ーの様な陥没状の痕になり、気持ち悪がられるのではないかと不安になったりもしま
した。 
 
とても珍しい病気で、医師の方でも知っている人は少ないとお聞きしました。 
小さい頃からかかりつけの皮膚科のA先生に私の病気の名前や治療方法を探していた
だいていたのですが、十数年もの間わかりませんでした。私が高校2年の終わり頃に、
胃潰瘍と肺炎、肝臓が腫れるという症状が一度に現れ、その入院での主治医の先生と、
皮膚科のA先生がインターネットでたまたま私の病気の原因を探してくださって、こ
の病気を専門にされている先生に出会うことができました。 
病気の原因を探してくださった先生、病気を治してくださった先生には、本当に感謝
の気持ちでいっぱいです。 
 
病気が治るまでとにかく地獄だった夏、しかし今では夏はとても好きです。 
蚊にさされても腫れなくなった私は、20年間我慢してきた夏だからできる遊び、例え
ばキャンプや山登り、夏に外で一日中半袖・半ズボンで過ごすことなど、健康な方が
当たり前にできることをしていきたいと思います。 
 
この様に普通では考えられない病気もあるのだと一人でも多くの方に知っていただき
たいと思います。そして、原因がわからず辛い思いをされている方に、一人でも多く
伝わる事を願っています。 
剛直 
 
 
＜コメント＞ 
健康であるということが 
当然だと思ってすごしている自分に気づき、 
健康であることのすばらしさを 
今一度、感謝することができました 
 
人は経験しないと 
その立場の人の気持ちを理解できません。 
推し量ることはできても… 
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剛直さんの経験は貴重な経験ですね。 
その時は大変辛かったと思います。 
けれども、神様は無駄な試練を与えないと聞きました。 
剛直さんが試練を乗り越えたからこそ、 
今こうして経験を人に伝えることができます。 
同じ病で苦しむ人達の気持ちを理解し、受け止め、受け入れ、希望を与えることがで
きます。 
病気を経験したことがない私のような人間には健康であることに感謝する機会を与え
ることができます。 
そして全ての人に命を思う気持ちを与えてくれていると感じます。 
のほほんと幼少期を過ごした私には到底できない素敵なことばかりです。 
 
剛直さん、ありがとうございます。 
生かされている命を大切に生きようと思いました。 

Posted by: H at 2007/04/27 
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コラム 
 
 
がんばりやさん  2006/11/29 
 
現在、15歳以下の子ども1万人あたり、毎年約1人が小児がんに罹患すると言われて
います。そして、昨今の小児がん医療の進歩により、治癒率は格段に向上し、現在で
は成人の1,000人に１人が小児がん経験者と言われています。この小児がん経験者の
割合は、今後増えていくものと予想されます。 
 
先週の金曜日から日曜日にかけて、日本小児がん学会、日本小児血液学会、日本小児
がん看護研究会が、同時期開催のかたちで大阪国際会議場で開催されました。プログ
ラムの中の「がんばりやさんコーナー」では、成人した小児がん経験者二人と今も闘
病を続ける若年性関節リウマチ（現在は、若年性特発性関節炎と呼ばれます）の患者
さんが心に響くスピーチをされました。 
急性骨髄性白血病を克服し、現在、医学部の１年生として医学を志している青年は、
模索しながらも医学を志すようになった経緯をお話になりました。急性リンパ性白血
病の再発を造血幹細胞移植で乗り越え、現在、お笑い芸人を目指して奮闘中の青年は、
ユーモアたっぷりに母親との心の通い合いを語ってくださいました。５歳で発病後20
年以上にわたって病気と闘っている女性は、入院中の子どもの心理状態や教育環境に
ついて、車いすの上から熱く語ってくださいました。彼女は障害と病気を真っ向から
受け入れ、現在、メディカル・ソーシャルワーカーを目指して、米国で大学生活を送
っていらっしゃいます。 
 
三人とも、闘病中あるいは治療後に、温かい家族の支えや人生を変える友人や恩師と
の出会いによって、闘病生活を糧とし、むしろ、その経験をプラス志向で考え、将来
につなげていらっしゃいます。そこには、一言では言い尽くせないご努力があったも
のと推察いたします。一人の方は、病気にかかったことは、「不運」ではあるが決し
て「不幸」ではないと話されていました。つらいことですが、病気や後に残った障害
と真剣に向き合い、受け入れることから始まっているのだと感じました。 
 
スピーチをされた三人の方には心より賛辞を申しあげます。また、公の場で勇気をも
ってご経験をお話ししていただいたことには心底より感謝申しあげます。これからも
将来に向け輝きつづけていただきたいというのが私の素直な気持ちです。 
 
さて、三人のお話を聞きながら、ふと思ったことがありました。他の小児がん経験者
の方はどうだろうかと。いろいろなことで思うように生活ができなくている方もたく
さんいらっしゃるのではと。治療中に受けた心理的なトラウマをひきずったり、病気
によって人間関係がこじれてしまったり、社会へ出て行くのがおっくうになったり、
あるいは、治療の影響で学習する能力が落ちてしまったり、勉強が遅れてしまったり、
身長が伸びなくなったりなどなど。 
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病気にかかったことで影響を受けたこころ、からだ、人間関係、つらいでしょうが、
すべてそのあるがままを受け入れて、それぞれの方がそれぞれの価値観で、できるこ
とから、少しづつでいいから、していってもらえればと思います。がんばれる人は存
分にがんばっていただきたいですが、無理はしなくても良いと思います。がんばらな
くてもいいのです。みんな違ってていいのです。 
 
by Ohta 
 
------- 
追記 
これまで、小児がん経験者が加入できる生命保険は皆無に等しい状態が続いていまし
たが、昨年より「ハートリンク共済」が提供する共済保障が利用できるようになりま
した。詳しくはハートリンク共済ホームページ（http://hartlink.net/）をご覧くださ
い。 
なお、ここではご紹介にとどめます。その内容については各自でよく吟味なさってく
ださい。 
 
 
希望のマラソン ー私は奇跡を信じるー  2006/12/02 
 
「私は夢を追っているわけでもなく、こうして走ることが『がん』の解明や治療の一
歩になるだろうとも言っていない。しかし、私は奇跡を信じる。信じなければならな
い*」  
 
これまでこのブログの中で、何度かテリー・フォックス・ラン（The Terry Fox 
Run）の話しが出てきました。ここで、簡単にご紹介します。冒頭の言葉は、テリ
ー・フォックスが、がん制圧のための基金を募った手紙の最後に記されている言葉で
す。 
彼は今は亡きカナダ人で、がん撲滅のため身をけずって走り続けたカナダの英雄です。 
 
カナダ西海岸の都市バンクーバーで大学生活を送っているときに、彼は骨肉腫（骨の
がんの一つ）に侵されました。30年近く前の話です。腫瘍のあった片足を切断後、が
ん征圧のための基金を集めるため、カナダを東海岸から西海岸まで片足を義足で走破
する壮大な計画を立てました。 
 
1980年4月12日。カナダ最東端のスタート地点で、彼は義足を大西洋に浸けてから
走り始めました。１日の走行距離はほぼマラソンと同じ約42km。そのうち、ひたむ
きに走る彼の姿が大々的にマスコミに取りあげられるようになりました。しかし、走
り始めて143日目、5,373キロを走破したカナダのほぼ真ん中のオンタリオ州サンダ
ーベイで、不幸にも病気が再発して道半ばで断念せざるを得なくなりました。そして、
翌年の1981年6月28日、22歳の若さで亡くなりました。 
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彼の姿に心を打たれた人々の寄付により、2,300万カナダドル（約18億円）ものお金
が集まり、テリーフォックス財団（基金）が設立されました。現在は、ご遺族が中心
となってその運営に携わっておられます。その基金を元にして、テリー・フォックス
研究所が設立・運営されています。 
 
彼は、このカナダ横断マラソンを「Marathon of Hope （希望のマラソン）」と名付
けていました。写真に残る彼は、胸のところに「Marathon of Hope」と書かれたT
シャツを着ています。 
 
彼は不屈の努力と実践によって、「奇跡」を現実そして未来へつなぎました。彼の遺
志を継いだテリー・フォックス・ランは、日本を含め50か国以上で開催されています。 
 
by Ohta 
 
*原文 
"I am not a dreamer, and I am not saying that this will initiate any kind of 
definitive answer or cure to cancer. But I believe in miracles. I have to." 
 
 
レジデント  2006/12/26 
 
皆さんは「レジデント」という言葉をご存知でしょうか。英語の "resident" をそのま
まカタカナで表示したものですが、「居住者、住み込み」というのが元々の意味です。
転じて、米国では研修医を指す言葉でもあります。日本では、以前から医師免許を取
って3年目ぐらいから5年目ぐらいの医師を指してよく使われていましたが、現在では
研修医を指して使われることもあるようです。 
 
先々週、私は米国に出張しておりましたが、12月12日付けのUSA today という新聞
の１面に、「研究結果：長時間労働、睡眠不足が患者を殺す ー 疲労したレジデント
はより多くの医療ミスを犯す ー」という記事をたまたま見つけました。 
記事の概要は、以下のとおりです。 
 
2737人のレジデント（研修医）の調査をおこない、その結果、24時間を超える連続
勤務（これをマラソンシフトと呼んでいいます）を月に５回以上した場合、疲労から
医療ミスをして患者さんに害を与えるリスクが700%増加し、患者さんを死に至らし
めるリスクが300%増加したと結論づけて、警鐘を鳴らしています。 
 
この記事の元になった論文を読んでもう少し詳しく調べてみると、これらの研修医の
平均年齢は28歳*で、連続勤務の回数は月あたり平均 3.9回、その連続勤務時間は平
均32.0時間でした。そして、彼らの平均睡眠時間は月あたり179.3時間（1日あたり
で計算すると、平均5.9時間）、連続勤務が月5回を超える研修医に限ると月あたり
165.3時間（1日あたり平均5.4時間）というものでした。 
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24時間を超えて働き続ける睡眠不足状態では、注意力が極端に低下し、アルコールの
血中濃度が0.1%の飲酒状態と同じ状態であると言われています。この 0.1%という
血中濃度は、日本で使われる単位に換算すると約1mg/mlに相当します。ちなみに、
日本の酒気帯びの基準は0.3mg/mlです。 
 
1999年の米国のある調査報告によると、医療ミスによる死者の数は米国で年間
48,000人から98,000人とされています。日本での詳しい報告を私は知りませんが、
人口の違いを考えても同じ頻度とすると日本でも年間1万人は下らないと想像されま
す。 
 
今回の調査結果から、連続勤務時間は24時間を超えず、週1回までとするのが理想で
す。日本の病院勤務の小児科医の現状はとてもそこまでいっていません。真剣に考え
る時期にきていると思います。産科医不足も抜き差しならない状況になってしまって
いますが、私の知り合いのある卒後数年の産科医の当直回数は、なんと２日に１回で
す。彼は１日中でなく、１年中眠たいと嘆いていました。そして、どこでもどんな状
況でも仮眠が取れる特技ができたと言っていました。恐ろしいことです。行政も社会
も真剣に考えないといけません。医師の命にも患者の命にもかかわる重大な問題です。 
 
最後に私が考えた標語を書きます。 
 
天災は忘れた頃にやってくる 
人災は油断した頃にやってくる 
ケアレスミスは疲れている時に必ず起こる 
 
by Ohta 
 
* 米国では医師の免許を取れるのが日本よりも年数がかかるので、平均年齢は日本よ
り高い。 
 
 
ホーミング  2006/12/28 
 
きょうは少し医学的な話題から話を始めます。皆さんは骨髄移植(*1)という言葉をご
存知だと思いますが、具体的にどうやって移植がおこなわれるかご存知でしょうか。
全くご存知のない方は、ドナーさんから骨を取ってきて患者さんの体内に埋め込むと
思っていらっしゃるかもしれません。そうではありません。まず、ドナーさんの背中
の腰当たりの骨盤の「腸骨」と呼ばれる骨に、注射針を刺して骨髄液を吸引すること
で骨髄（液）を採取します。この骨髄液に血球の源になる「造血幹細胞」が含まれて
いるのです。そして、この骨髄液を点滴で患者さんに輸注します。これが骨髄移植で
す。ですから、患者さんへの骨髄移植そのものは点滴をするだけのことです。 
もちろん、移植の前の「前処置」と呼ばれる薬剤や放射線照射(*2)の影響で、移植す
る頃にはかなり体がしんどくなっていることが普通です。また、移植してすぐに成功
というわけでもありません。移植された造血幹細胞が生着し血球を作り出すまで移植
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後2-4週程度かかります。この間、患者さんは感染症の危険にさらされ、生着した後
もさまざまな合併症に悩まされることが少なくありません。移植を受けておられるお
子さんのご家族にとって、生着するまで神経の休まる時はありませんし、生着してか
らもいろいろ不安なことも多いかと思います。どうか、ご不安な点、ご心配な点は主
治医の先生ほか医療スタッフへ遠慮なくお尋ねください。私たちはお子さんの移植が
うまくいって病気が治癒することを切に願っております。 
 
ところで、この骨髄の中に含まれている造血幹細胞は、点滴で入れるだけでどのよう
にして骨髄に運ばれるのでしょうか。このことは長い間なぞでしたが、最近少しずつ
わかってきました。 
 
血管の中を流れている造血幹細胞は「接着因子」と呼ばれる手を出しています。骨髄
の中の血管の壁だけが出している別の手（造血幹細胞の手とぴったり合う手）によっ
て行き着く場所を知り、その手と手がぶつかり合って、次第に造血幹細胞は速度をゆ
るめ、最後には手と手が堅く結ばれ、造血幹細胞は静止し骨髄の血管の壁にへばりつ
きます。その後、骨髄の中へ入った造血幹細胞は、「走化因子」と呼ばれる物質の招
きにしたがって造血幹細胞がたくさん集まっている奥深くの住処へ引き寄せられてい
くのです(*3)。この一連の流れを「ホーミング: homing」と呼びます。つまり「おう
ちへ帰る」という意味からきています。 
 
さて、骨髄移植は怖いイメージを伴いがちですが、ホーミングという言葉は少し温か
い感じがありますよね。それはその言葉の元になっている「ホーム（home）」から
きているのでしょう。日本語の「帰宅する」は英語では "come home"、「ただい
ま」は "I'm home." です。"at home" はそのまま日本語になっていますが、「くつろ
いで」という意味です。そうです、わが家って一番ですよね。 
 
以前に阪大小児科の大薗教授からこのブログ上で、「Hospital と House の２つのH
の一体化が必要」と応援コメントをいただきましたが、心の拠り所である "Home" も
仲間に入れていただいて、Hospital、House、Home の三つのHが一つになったもの
を目指したいですね。 
 
 
クリスマス前から新年までのこの時期、欧米では皆が帰省し家族水入らずで静かに過
ごします。クリスマスの25日には、すべてのお店は閉まり町は閑散としています。と
っても静かに過ごすのです。日本の年の瀬はそうはいきませんが、その代わりにお正
月が静かに過ごせる時期にあたりますよね。静寂さとともに厳粛さも加わった、とて
も素晴らしい日本の文化、お正月です。 
 
今年も残りわずかとなりました。今年はいろいろなことがありました。皆さまのご声
援、ありがとうございました。心より感謝申しあげます。来年はさらに飛躍できるよ
う心を引き締めていきたいと思っております。来年もご支援のほどよろしくお願い申
しあげます。 
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皆さまのご健康とご多幸をお祈りして、今年の私の投稿を終わりにしたいと存じます。 
 
どうか、良いお年をお迎えください。 
 
by Ohta 
 
 
*1 現在では、骨髄移植に加え、末梢血幹細胞移植（流れている血液から集めた造血
幹細胞の移植）、さい帯血移植をすべてひっくるめて、造血幹細胞移植と呼ばれます。 
 
*2 前処置に放射線を使う場合と使わない場合があります。 
 
*3 輸注された造血幹細胞は、実際には、そのほとんどが肺や肝臓で捕捉されてしま
い、骨髄まで到達するのは5%にも満たないと言われています。 
 
(補足) 
骨髄移植を世界で最初におこなったのは、米国の医師のトーマス博士でした。1957
年のことです。その後、1970年代には治療法として確立しました。トーマス博士は、
1990年にノーベル生理学・医学賞を受賞しています。 
 
 
＜コメント＞ 
にこトマ通信でチャイルド・ケモ・ハウスのことを知り、ブログを拝見させていただ
いています。 
 
昨年１月に次女が再生不良性貧血のため骨髄移植を行いました。 
静注された造血幹細胞がどうやって骨髄の中に入っていくのかものすごく疑問に思っ
ていたので、今回知る事ができて嬉しかったです。 
それにしても、骨髄に到達するのが５％にも満たないとは…。驚きました。 
それでもちゃんと造血してくれているから、二重に驚きました。  

Posted by: うにょきち  at 2006/12/29 
 
 
100年後の社会  2007/01/05 
 
元旦に放映されたNHK BS 「未来への提言」シリーズ（再放送）を興味深く拝見しま
した。理論物理学での最近の成果である「5次元（空間の3次元と時間以外の次元）の
存在」の可能性（リサ・ランドール博士）や地球温暖化が二酸化炭素排出の影響とす
る説を懐疑的にとらえる話（マイケル・クライトン氏）、20年後には注射されたナノ
ロボットが病巣に到達し病気を治すだろうという話。その一方で、現在も続く民族紛
争や大虐殺の現実が紹介されていました。 
その中でも、マイケル・クライトン氏が「100年後の世界はどうなっているのか誰も
想像できない」と言っていたのが印象に残りました。確かに、馬が交通手段の主たる
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ものであった100年前、誰が今の社会を想像したでしょうか。この100年の間に、自
動車や飛行機が世に出、原子力が開発され、遺伝子（DNA）が発見され、コンピュー
ターが開発されました。月や宇宙に人を運ぶようにもなりました。 
 
そして、インターネットを中心とした情報革命が起こりました。この情報技術（IT)の
進化はとどまるところを知らず、10年先、20年先でさえ読めなくなってきています。
皆さんはムーアの法則*というのをご存知でしょうか。コンピューターの情報処理能
力（半導体性能）は「約18か月毎に倍になる」というものです。100年後には現在の
10の20乗倍[＝100----- 000（0が20個）倍]の処理能力という計算になります。 
 
100年後の地球、世界、日本。私たちは見ることはできません。情報技術はどこまで
進化しているでしょうか。新たな驚異的な発見、発明はあるでしょうか、はたまた、
新たな革新的な技術が開発されているでしょうか。戦争や紛争、核兵器のない世界に
なっているでしょうか。限りある資源を有効に使っているでしょうか、あるいは、新
たな資源を創り出しているでしょうか。そんな100年後を考えることは楽しくもあり、
恐ろしくもあります。 
 
予見できない100年後であっても、真実であろうことの一つは「人は子どもを授かり、
育み、次世代を残していく」ということ。そして、子どもを想う親の気持ちに変わり
はないだろうということです。このことは、人類始まって以来、将来にもわたり永遠
に続く真理だと確信しています。 
 
今から1300年近く前に詠まれた歌をご紹介します。日本最古の歌集「万葉集」の中
から、有名な山上憶良（やまのうえ おくら）の歌です。 
 
銀（しろがね）も 金（くがね）も玉も なにせむに 優れる宝 子にしかめやも 
 
銀も金も玉も子どもに比べれば、何になろうか。どんな秀れた宝も、子どもには及ば
ない。 
 
by Ohta 
 
* 現在は広義にあらゆるIT関連製品のコストは、年率30%から40%で下落していくと
いう意味に転じた。（梅田望夫「ウェブ進化論」） つまり、同じ価格で性能が向上
していく。あるいは、性能が向上し、かつ価格が下がることすら可能となる。 
 
 
合計特殊出生率  2007/01/16 
 
先頃、ちょっとだけうれしいニュースがありました。厚生労働省が公表した2006年
の人口動態統計の推計によると、日本人の出生数は前年比2万3000人増の108万
6000人と6年ぶりに増加することがわかり、これに伴って、合計特殊出生率は、過去



172 

最低を記録した前年（2005年）の1.26から1.29 前後に回復する見通しとなりまし
た。 
 
Wikipedia によれば合計特殊出生率は「女性が出産可能な年齢を15歳から49歳まで
と規定し、それぞれの出生率を出し、足し合わせることで、人口構成の偏りを排除し、
一人の女性が一生に産む子どもの数の平均を求める」ことで計算されます。 
「合計特殊出生率が高ければ、将来の人口は自然増を示し、低ければ自然減を示すこ
とになる。仮に、調査対象における男女比が1対1であり、すべての女性が出産可能年
齢以上まで生きるとすると、合計特殊出生率が2であれば人口は横ばいを示し、これ
を上回れば自然増、下回れば自然減となるはずである。しかし、実際には生まれてく
る子どもの男女比は男性が若干高いこと、出産可能年齢以下で死亡する女性がいるこ
とから、自然増と自然減との境目は2.08とされている」 
 
1920年の第１回国勢調査実施以来、2005年に初めて日本の総人口は減少（第二次世
界大戦終戦の1945年を除く）しましたが、減少は昨年、今年も続くとみられていま
す。合計特殊出生率が1.26が1.29と若干増加したぐらいで人口減少が止まるわけで
はありませんが、少しでも上向いたことは良いことで、この増加が続くことを願うば
かりです。 
 
2005年の国勢調査速報によると、日本の人口に占める65歳以上の高齢者の割合は
21.0%で、イタリアの20.0%を上回り世界最高となりました。また、15歳未満の割
合は13.6%となり、これまた、ブルガリアの13.8%を下回り世界最低となりました。
つまり、日本は高齢化・少子化ともに世界一なのです。今年からいわゆる団塊の世代
が60歳を迎え始め、今後この傾向がさらに加速されることは必至です。 
 
世界的視野で食糧問題、エネルギー問題、環境問題などを考えると、人口がどんどん
増えていくことが必ずしも良いこととは限りませんが、国・地域レベルでみると、そ
れぞれの事情に合った、バランスのとれた人口構成というのはその社会にとっては健
全であると思います。 
 
次回のこのコラムでは、出生率を高いレベルへと回復させたフランスの取り組みをご
紹介します。 
 
by Ohta 
 
 
少子化：フランスの取り組み  2007/01/26 
 
この記事は、前回のコラム記事「合計特殊出生率」の続きです。 
 
フランスの話題にいく前に、日本の現状をもう少し。ここのところ、出生率に関する
ニュースが二つありました。 
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一つ目、昨年末の厚生労働省が公表した「日本の将来推計人口（平成18年12月推
計）」（*1)によれば、1990年生まれの世代の生涯未婚女性の割合が 23.5%（現在
5.8%）、夫婦の子どもの数が平均1.7人（現在2.16人）となると仮定すると、合計
特殊出生率はこの先2055年まで現在とほぼ同じ1.25前後で推移すると推定されてい
ます。ところが、この19日に開かれた厚生労働省の会議（*2）では、「生涯未婚の
ままでいいと思う女性が 10%程度」という国民の意識調査の数字をもとに「未婚率
10%、子供２人程度」と仮定すると、出生率は1.75になると分析しています。そん
なうまくいくかなというのが私の感想です。 
二つ目、22日に公表された人口動態統計速報（平成18年11月分）（*3）によれば、
平成18年11月の出生数は92,618人で、前年（平成 17年）11月の86,352に比べ
6,266人（7.3%）増加したことがわかりました。ちなみに、平成18年1月から11月
までの累計では前年比 2.7%の増加でした。これらの数字は紛れもない事実なのでう
れしいことです。この結果を記事にした日経ネット（*4）によれば、団塊ジュニア世
代の、出産リスクが高まる35歳前の出産ブームと、雇用改善による若年者の結婚の増
加がその背景にあると厚労省は推測しているもようです。 
 
さて、本題のフランスの話題です。フランスでは、1990年初めに少子化対策を取り
始め、同国の合計特殊出生率は1994年の1.66を底に現在では 1.9 を超える水準に達
し、欧州でもトップクラスの数字をあげています。取り組みを3つのポイントにしぼ
ってみます。日本でも参考にできるところは多いと思います。 
 
その１：育児支援 
産前・産後の休暇はもちろん、育児休暇は子どもが3歳になるまで両親の一方が休職
することができ、休業手当も手厚く支給されます。さらに、復職後は以前と同等の地
位が保障されています。フランスでは、出産、育児のために退職を余儀なくされるこ
とは少なく、実際に50歳未満の女性の8割が働いています。 
 
その２：家族手当 
子ども2人の家庭には毎月約16,000 円の給付を、3人目からは1人につき約21,000
円の給付をさらに受け取ることができ、子どもの年齢が上がるにつれて支給額も増え
ていきます。また、片親や低所得者には加えて「家族補足手当」がつきます。さらに、
子ども3人以上の家族に対する運賃割引、文化・レジャー施設料金割引も充実してい
ます。小学生の新学期手当というのもありますし、双子や子ども3人以上の場合には
家事代行格安派遣というのも利用できるようです。妊娠・出産に関わる費用は保険適
応で、不妊治療にまで保険が適応されます。そして、そして、幼稚園から大学まで教
育費がほとんどかかりません。まさに至れり尽くせりです。 
 
その３：多様な家族形態 
フランスでは、結婚せず同居するカップルでも同等の権利が保障されています。上で
も述べたように、一人親の場合でも同様で、子どもを扶養していることを証明すれば
手厚い給付を受けることができるのです。実際に2004年に誕生した子どもの46.4%
は結婚していないカップルから産まれています。多様な家族形態に柔軟に対応したシ
ステムが構築されています。 
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もちろん、私は上記にあげたフランスのような子育て支援に関連した手厚い給付や環
境整備（保育所の充実、時間外保育や病児保育、ベビーシッター、家事代行のシステ
ムなど）もとても大事だと思いますが、最近の若者がゆとりをもって子育てできる余
裕がないことも非婚化、ひいては少子化の大きな要因だと考えます。この場合のゆと
りとは、経済的、精神的、肉体的なゆとりです。 
 
上記の「日本の将来推計人口」でも使われている未婚女性率は出生率に大きな影響を
与えます。格差社会の是非はともかく、非正社員化（パートタイマー化）に伴う低賃
金化、労働時間長時間化、それに伴う経済的基盤の脆弱性ゆえ、男女とも非婚化が進
んでいることは出生率の低下につながっています。この未婚率の上昇は最近特に男性
で顕著となり、従来からの女性の社会進出によるシングル化・晩婚化とともに出生率
の低下に拍車をかけていると推測されます。このあたりは、日本の論点2007で山下
悦子氏が指摘しているところです。国、地方自治体は、こういった構造的・社会的問
題の解決にも力を入れていもらいたいと思います。 
 
フランスでは若年者（特に移民）の雇用不安はとても深刻で、一昨年には大暴動にも
発展し非常事態宣言の事態となったことは記憶に新しいと思います。それでも、最近
失業率の改善傾向がみられ、出生率の向上に多少なりとも寄与していると言われてい
ます。（フランスでは富裕層と貧困層の格差は厳然と存在するにも関わらず、高い出
生率を達成していることは驚異的でもあります） 
 
昨今の産科医師の減少に伴う産科の相次ぐ閉鎖も、少子化に少なからず影響を与えて
いるものと考えます。小児科医師の減少、小児救急医療の破綻も含め、国、地方自治
体の積極的な改善策の立案と実行を期待します。 
 
上述の「日本の将来推計人口（平成18年12月推計）」の資料によれば、このまま合
計特殊出生率が1.26で推移すると、2055年には65歳以上の老年人口は40.5%、15
歳未満の年少人口が8.4%と、考えてみたくもない数字が示されています。少しでも
出生率を上げるよう、国、社会がまとまって真剣に取り組む必要を痛感しています。 
 
by Ohta 
 
------- 
*1 http://www.ipss.go.jp/ 
*2 読売新聞20日朝刊、ネット上ではhttp://job.yomiuri.co.jp/ 
この会議は「第3回社会保障審議会人口構造の変化に関する特別部会」と思われます
が、活字での正式な公表はまだのようです。 
*3 http://www.mhlw.go.jp/ 
*4 http://www.nikkei.co.jp/ 
 
（参考文献） 
1) 北海道新聞：フランスの少子化対策 
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2) 社会分析的ブログ：フランスに学ぶ少子化対策 
3) ブログ Strasbourg Life：「２」を達成したフランス１、２ 
4) 日本の論点2007：子育て世帯への増税策と「女も働け」キャンペーンが少子化を
悪化させる（山下悦子） [基礎知識] 「女性が働きやすい社会」は「産みやすい社
会」か？ 
 
 
午前２時の勇気  2007/01/31 
 
前回のフランスの話題に引き続き、今回もフランスにまつわる話題を提供します。と
いっても、内容はまったく別物です。 
 
時、遡ること200年、在位1804年から1814年のフランス皇帝ナポレオン（１世）が
発した言葉が今回のテーマです。 
 
ナポレオンは睡眠時間が3時間しかなかったとして有名です。 
彼はこんな言葉を残しています。 
 
「寝室に退いたら、原則として我を起こすな。よい報告は翌朝でいい。しかし、悪い
報告のときは、即刻我を起こせ。なぜなら我が決断と指揮命令がいるだろうから。不
完全な報告な報告で幕僚もいないときに決断を下す勇気を、我は『午前二時の勇気』
と呼ぶ。その勇気において、我、人後に落ちず」（佐々淳行「重大事件に学ぶ『危機
管理』） 
含蓄のある言葉です。医療に限らず、人命に関わる24時間体制の仕事の現場では肝に
銘ずるべきです。情報を発信する側にも別の意味で午前２時の勇気は大切です。たと
えば病院では、看護師が躊躇せず当直医を起こす「午前２時の勇気」です。 
 
そして、もう一つ重要な原則がここにはあります。「巧遅より拙速」、とりあえずの
第一報は極めて重要です。すぐに手を打てますから。詳しい報告は二の次でいいので
す。仮に、詳しい第二報でその内容がさほど重要でないことがわかったとしても、そ
れはそれでOKです。その逆に、些細なこととして連絡が入らず、その後重大な事態
であることがわかったら・・・ 後手に後手に回って、あとの手当がそれはそれは大
変になります。 
 
ナポレオンのとても有名なことば、Impossible, n'est pas francais.「不可能という
言葉はフランス的ではない」、ナポレオンが日常よく口にした言葉で、一般には「余
の辞書に不可能の文字はない」です。（Wikipediaより） さてさて、"眠らない" い
え "眠れない" 日本の小児血液腫瘍医の辞書に不可能という言葉はあるでしょうか。な
いと信じて、夢の病院の実現に向けてがんばりたいと思います。 
 



176 

このナポレオン、実際は昼寝をたっぷりとっていたと言われています。私はそれを知
って安心しました。ただし、馬の上とかどこでも眠れる特技があったようです。 
 
by Ohta 
 
------- 
ここで参考にした、佐々淳行 著「重大事件に学ぶ『危機管理』（文春文庫）はとて
もためになる本です。不二家も関西テレビも民主党も上層部がこれを読んでいたらと
思います。この本では、雪印、三菱自動車、地下鉄サリン事件、阪神・淡路大震災、
えひめ丸事故、9・11からキューバ危機まで扱っています。最初のコラムで取り上げ
た後藤田五訓も載っています。 
 
 
インフルエンツァ  2007/02/12 
 
2 月に入り、2月3日が節分、2月4日が立春と、春の訪れを予感させる季節となりま
した。と言っても、今年は暖冬であまり厳しい冬を経験しないまま春を迎えそうです。
東京ではこの冬一度も降雪がなく、過去130年で一番遅い記録を更新し、ひょっとし
たら雪の降らない冬になるかもしれません。 
 
そんな暖かい冬のためインフルエンザの流行が今年はあまりないのではないかと思っ
ていましたが、ここにきて患者さんが増えてきました。国立感染症研究所の感染症情
報センターによるインフルエンザ様疾患発生報告（第12報: 2月9日作成）によると、
1月28日から2月3日までの期間の学級閉鎖の学校数は愛知県で44（累計77）、大阪
府で41（累計74）にのぼっています。 
 
インフルエンザの流行は気温と湿度に大きく影響を受け、1週間の平均気温が10度を
下回る日が増えると患者が増加するとされ、平均湿度も下がると患者数が増します。
冬期の寒くて乾燥した気候がインフルエンザウイルスにとっては居心地が良いのです。
つまり、北半球では12月から2月がインフルエンザが流行します。毎年、1月初めに
患者さんが急増して1月下旬から2月にピークを迎え、次第に終息し4月から5月には
みられなくなります。逆に、南半球の国々では6月から9月頃（南半球の冬）にかけて
流行します。 
 
このインフルエンザという言葉、季節性の流行を示すことから、中世のイタリアで
「天体の影響を受ける」という意味で「influenza degli stelli（インフルエンツァ・
デグリ・ステリ：星の影響力）」と呼ばれたことに由来します。英語の「影響」とい
う意味の言葉 "influence" も同じ語源を持っています。 
 
では、はっきりとした四季のない、赤道を挟む熱帯地域では流行はないのでしょう
か？ 実は、このような暑い地域では季節的な（ビークのある）流行ではなく、１年
中穏やかに流行しているとされています。確かな疫学調査がないためはっきりとした
実態はわかっていませんが、マラリアなどと臨床診断される患者の中にインフルエン
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ザがまぎれている可能性が指摘されています。天体の影響を受けないインフルエン
ザ！？もあるようです。 
 
インフルエンザの真の病原体はインフルエンザウイルスですが、似た言葉にインフル
エンザ菌（細菌に分類されます）というのがあります。その昔、インフルエンザの原
因がわかっていなかった時代に、この細菌がインフルエンザの患者さんから分離され
てインフルエンザ菌と命名されましたが、その後インフルエンザの病原菌であること
が否定され名前だけが残った経緯があります。ただし、インフルエンザに引き続く二
次感染の原因にはなることはあります。 
 
インフルエンザは咳やくしゃみの飛沫から感染します。外出時は人ごみを避け、マス
クを着用し、外出後の手洗いとうがいを心がけてください。 
 
by Ohta 
 
参考文献：山本太郎「新型インフルエンザ」 
 
 
睡眠欲  2007/03/23 
 
三寒四温のはずが、なぜか寒い日ばかりが続いていました。それでも、東京で桜の開
花宣言が出るなど、春の到来まで秒読みとなりました。まさに卒業、卒園、入学、入
園のシーズンですね。皆さま、いかがお過ごしでしょうか。 
 
先日、過労自殺した小児科医師に労災認定が下った判決がありました。新宿労働基準
監督署による遺族補償給付の不支給処分を東京地裁が取り消したというものです。 
 
私は今、当時のその小児科医の先生とほぼ同年代です。40歳少し前までは、月６～７
回の当直を医者になってからずっと続けていました。月５回としても年間 60日（２
か月）の計算になります。年齢を重ねるにつれ当直明けはしんどくなってきます。疲
れが２～３日残る場合もあります。先輩の中には、週の初めに当直するとその週はず
っと疲れがとれないと嘆く先生もいます。 
人間は本能としての睡眠欲を持っています。毎日、その欲求は満たされねばなりませ
ん。「サーカディアン・ペースメーカー」と呼ばれる体内時計によって、その睡眠欲
は人間が目を覚ます前に最も強くもたらされ、床に就く１、２時間前に目を覚ます欲
求を最大化させるそうです。だから、人はつい夜更かしをし、朝寝坊しがちなのでし
ょう。この仕組みというのは、恐らく人が日中長い時間起き続け、夜に睡眠をまとめ
て取るのに役立っているようです。40歳を過ぎると、一貫して眠り続けることが難し
くなり、起きたり眠ったりを繰り返すようになり、少しの刺激で簡単に覚醒すると言
われています。先程のペースメーカーの活動域が狭くなり、機能不全をきたすのです。
（ハーバード・ビジネス・レビュー 2006年12月号：チャールズ A. ツァイスラー
「睡眠不足は企業リスクである」） 
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小児科医の過労の問題、小児科医不足とあわせますます深刻になってきています。社
会と行政が一体となった改革を期待するところです。 
 
さて、ここで古典を二つ。 
 
「春暁」（孟浩然） 
春眠不覺暁   春眠 暁を覚えず* 
處處聞啼鳥   処処（しょしょ） 啼鳥（ていちょう）を聞く 
夜来風雨聲   夜来（やらい） 風雨の声 
花落知多少   花落つること 知るや多少（いくばく） 
 
* 春の眠りはとても心地よく、ついつい寝坊をしてしまって、明け方になっても気づ
かず眠ってしまう。 
 
「枕草子」（清少納言）より 
春はあけぼの。やうやうしろくなりゆく 山ぎは、少しあかりて、紫だちたる雲の細く
たなびきたる。 
 
皆さまの春の朝の過ごし方、どちらでしょうか。どちらにしても、身体と心の余裕が
なければできませんね。はたまた、現状維持でしょうか？ 
 
by Ohta 
 
 
入学、入園おめでとう  2007/04/10 
 
「ランドセル買ってもらった？」 「うん」 
「何色？」 「ピンク。机も買ってもらったよ」 
 
定期通院の外来で、この時期に決まって交わす子どもたちとのやりとりです。喜んで
話してくれる子ども、はにかんで小さな声で答えてくれる子ども、その後ろには笑顔
いっぱいのお母さんが立っています。私にとってもとても嬉しい瞬間です。 
 
「よかったね。入学式の日、晴れるといいね」 
 
大阪ではこの週末、桜が満開でした。桜というのは関西ではほぼ例年４月初めに見頃
を迎えます。新年度、ご存知のように欧米各国では９月からです。他の国々も結構バ
ラバラです。中国は欧米と同じ９月、南半球オーストラリア、ニュージーランドは２
月、お隣の韓国は３月といった具合です。日本でも、今と同じ４月に統一されたのは
明治半ばからのようです。となると、日本の４月の新年度に合わせて桜が咲くのは全
くの偶然でしょうか。沖縄や東北、北海道の方ごめんなさい。校庭や園庭の桜の木の
下で、記念撮影をなさったご家族も多かったことでしょう。それにしても、入学式に
は桜がよく似合う。満開の桜も花びらを大きく広げて新入生を祝福しているようです。 
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新入生のみんな、入学、入園おめでとう。新しい友だちをたくさんつくって、勉強や
遊びに励んでください。 
 
入院中に入学を迎えたみんなも、少し仲間が少ないかもしれないけれど、できる範囲
で勉強もがんばってください。 
 
ご両親の皆さま、お子さまのご入学、ご入園おめでとうございます。つらい闘病生活
を乗り越えたお子さまがご入学、ご入園をお迎えになったこと、お喜びもひとしおか
と存じます。他のお子さまとすべてが同じようにいかないこともあるかもしれません。
どうぞ、温かく見守ってあげてください。 
 
今なお闘病中のお子さまをお持ちのご両親には、しばらくの間、思うように授業が受
けられないことも多いかと存じますが、できる範囲で勉強の環境を整えてあげてくだ
さい。 
 
お子さまのごきょうだいが入学、入園なさった場合もあろうかと存じます。どうか、
愛情をいっぱい注いであげてください。 
 
お子さまとご両親を支えていらっしゃったご家族の皆さま、おめでとうございます。
そして、ありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。 
 
天使になった子どもたちも入学式、入園式を迎えていることでしょう。満面の笑みが
目に浮かびます。おめでとう。 
 
by Ohta 
 
 
子どもの日  2007/05/01 
 
ゴールデンウィーク前半が終わり、きょうから５月。風薫る５月到来です。 
 
きのう、陽気に誘われて近くの公園にいきました。４つぐらいの男の子が自転車に乗
る練習をしていました。お父さん、お母さんが代わる代わる後ろを支えながら。私も
父に助けられながら、一人で乗れるようになったのを思い出しました。 
 
５月５日は端午の節句。子どもの日。 
もともとは、田植えが始まる前の早乙女の厄払いのため女の子のお祭りとして始まっ
たようです。 
鯉のぼり、五月人形（武者人形）、菖蒲湯、ちまき、柏餅。 
鯉のぼり（鯉幟）、中国の故事「鯉が龍になった」にあやかって子どもの出世を願っ
てのぼり（幟）を立てます。 
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柏餅、柏は新しい葉が生えないと古い葉が落ちないことから、後継ぎが絶えないよう
にとの願いが込められています。 
 
おととい４月２９日は今年から「昭和の日」。そして、今年は平成１９年。つまり、
今年は、すべての子どもが平成生まれの唯一の年ということでしょうか。 
 
なにはともあれ、男の子も女の子も、子どもの日、おめでとう。透き通るような五月
晴れのもと、鯉のぼりも尾びれを振りながら祝福しています。 
 
by Ohta 
 
 
コウノトリのヒナ誕生  2007/05/12 
 
きのう、嬉しいニュースがありました。 
兵庫県豊岡市で、自然放鳥されたコウノトリが産んだ卵が自然界で孵化しました。自
然界でのヒナ誕生は日本では43年ぶり、豊岡市での初めての自然放鳥から２年足らず
604日目の快挙です。関係者の皆さまのお喜びもひとしおのことでしょう。私も同郷
の者としてとても嬉しく思います。 
 
絶滅危惧類（種）に指定されているこのコウノトリ、日本で1950年代にかけて棲息
数を減らしたのは、木の伐採などによる棲息環境の悪化とされています。 
技術革新と環境破壊、この切っても切れない関係。温暖化や異常気象は地球規模で進
行中です。 
人と自然、どちらも大切。しかし、両方ともを最大限に満足させることはできません。
バランスのとれた共生がとても大事です。 
医療技術の進歩と自然なあるがままの人間。これも同じことだと思います。 
 
このたびの野生へ戻してのヒナの誕生は、これからの人と自然の共生への第一歩とし
てとても意義のあることだと確信します。健やかなヒナの成長を願って止みません。
順調にいくと７月に巣立ちを迎えるそうです。 
 
欧州では「赤ちゃんや幸福を運ぶ鳥」として古くから親しまれ、雌雄が共同して抱卵、
子育てをするところから、コウノトリが住み着く家には幸福が訪れると言い伝えられ
ています。 
コウノトリは鳴管が未発達なため成鳥になると鳴かなくなり、その代わりにくちばし
を叩き合わせる「クラッタリング」によってコミュニケーションをとります。 
 
初夏の郷 クラッタリングで ヒナ祝い 
代わる代わるに えさをやりけり 
 
by Ohta 
 



181 

子どものためのホスピス  2007/06/06 
 
先日、テレビの「NHK海外ネットワーク」という番組の中で、子どものためのホスピ
スを英国で運営なさっている シスター フランシス・ドミニカ（Sister Frances 
Dominica）さんへのインタビューが放映されました。フランシスさんは世界で初めて
子どものためのホスピスを創設された方です。 
 
そのインタビューの中で、 
 
「大切なことは、 
子どもの声に耳を傾ける、 
子どものペースに合わせる、 
今の瞬間瞬間を大切に生きる、である」 
 
とおっしゃっていました。 
 
子ども自身「親を悲しませたくない」と思って自分の感情を抑制していることもあり、
「親身に話を聞いてくれる身近な第三者が必要である」と強調なさっていました。 
 
Helen & Douglas House のホームページによれば、ヘレン・ハウス（Helen 
House）は、世界初の子どものホスピスとして1982年に設立されました。その起源
は、24時間のケアを必要とするとても重い病気の少女ヘレンの両親とフランシスさん
との心の交流にありました。愛する子どもを家で介護したい両親にとって、昼夜を問
わずその子をケアをし他の家族の世話もしていくことは、心身ともに消耗させること
でした。そんな両親を見たフランシスさんは折りに触れて彼らに援助の手を差し伸べ、
彼らに休息の時間を与えたのでした。ヘレン・ハウスは、こうした家族に個々のニー
ズに応じた支援を供給する理念で設立されました。 
 
今では、英国に40を超える子どものホスピスがあるそうです。また、2004年には、
フランシスさんによって16歳から40歳までのヤング・アダルトのためのダグラス・
ハウスも設立され、彼らのニーズにあった環境でケアを提供しています。 
 
インタビューの間、素敵な笑顔を絶やさないフランシスさんの姿がとても印象的でし
た。 
 
by Ohta 
 
 
入梅  2007/6/13 
 
おととい6月11日は、暦のうえでは入梅。日本の暦の雑節の一つで、難しく言うと
「太陽が黄経80度の点を通過する日」。黄経はわかりにくいので、こう考えるとわか
りやすい。黄経0度は春分、黄経90度は夏至、黄経180度は秋分、黄経270度は冬至。
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円は360度、1年は365日で、1度はほぼ1日に相当するので、入梅は春分（今年は3
月21日）から数えて約80日（実際は82日）にあたる6月11日。今年の夏至は入梅か
ら約10日後（実際は11日後）の 6月22日です。 
 
この入梅、元々は田植えの日取りを決める目安として重宝されたようですが、昨今、
田植えの時期も早くなり、気象予報の精度も上がり、あまり実用的ではなさそうです
ね。 
 
今年は梅雨入りが遅れて、なんとも過ごしやすい日が続いていますが、梅雨を抜ける
と真夏の到来です。梅雨に入り、湿度が高くなると、物が腐りやすくなり、食中毒の
発生しやすい季節になります。実際には6月から9月にかけて食中毒の発生が高まりま
す。 
 
注意すべきは、新鮮な食材を調理すること、調理の前、食事の前の手洗い。白血球
（好中球）の数が少ない時、免疫が低下している時は、特に注意が必要です。なまも
のは食べない、熱を通したものを食べることが基本です。しかも、調理してから時間
が経ったものは、温め直しをしたとしても控えるべきです。冷ご飯などで増殖する
「セレウス菌」は耐熱性で、再加熱しても意味がありません。この「セレウス菌」は
命に関わる感染症を引き起こします。 
 
子どもの頃、実家の小さな庭先にあった紫陽花が、雨にぬれながら青紫色に咲き誇っ
ていたのを思い出します。その花びらの上に小さなアマガエル、そばの塀の上にはか
たつむり。都会ではほとんど見かけない光景になってしまいました。 
 
梅雨間近、夏間近です。 
お体にはご自愛を。。 
 
by Ohta 
 
 
少子化の原因を考える  2007/6/14 
 
先週、厚生労働省（厚労省）は平成18年度の人口動態統計の概況を発表しました。 
 
それによると、平成18年度の合計特殊出生率は1.32と前年平成17年度の1.26から
0.06ポイント上回りました。厚労省は「景気回復を背景に、正社員数が増えるなど雇
用情勢が安定したことで、〈１〉婚姻件数が伸び、出産増につながった〈２〉第２、
第３子の出産も増加傾向になった」（読売新聞）と見ているそうです。この厚労省の
認識は正しいように思いますが、人口減少が止まるレベルにはほど遠く、出生率の上
昇が続くことを願うばかりです。 
 
以前にも小欄「少子化：フランスの取り組み」の中でも少し書きましたが、少子化の
原因を改めて考えてみました。 
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恐らく根本的な要因は、厚労省の見解にもあるように、雇用情勢の不安定化により非
婚化が進んだことにつきるように思います。 
 
バブル崩壊後の90年代に、IT化、グローバル化が進み、仕事の分業化が促進されまし
た。コストダウンが企業の至上命令となり、安価な労働力を海外へ求めるようにもな
りました。そういった情勢に合わせて、被雇用者を流動的に再配置させることが要求
され（つまり必要な時・所に雇用する）、雇用システムの再構築がもたらされました。
そのため、雇用が二極分化し、一部の正社員は高収入で優遇されましたが、単純労働
者の非正社員化が進みました。規制緩和、業界による保護の喪失もこれを後押ししま
した。その結果、それまで日本に存在した、年功序列、終身雇用に基づく雇用体系の
もとに保障されていた「若年男性の将来の収入見通し」が崩壊しました。これは若者
に限ったことではなく、中高年の社員もリストラにあって失職するという現象が出現
しました。 
 
さらに、日本独特の風土による「パラサイト・シングル化」もこの非婚化を助長させ
ました。欧米など卒業後の自立が強く求められる社会では、結婚あるいは同棲による
共働きで収入を確保して自立しようとしますが、日本では親と同居すること（パラサ
イト・シングル）により人並みの生活が可能です。パラサイト・シングル化する若者
の増大。さらに、パラサイト・シングルの高齢化も進みました。 
 
そして、離婚率の上昇。熟年離婚も多いが、結婚後数年以下の夫婦の離婚も増大して
います。これには、雇用の不安定な状況や低所得がその要因があると推測されます。 
 
こういった要因が重なって、非婚化、晩婚化、早期離婚増加が進み、安定した結婚に
基づいた出産が減っていると考えられます。既婚若年女性の数（つまり若年夫婦の
数）そのものの低下が直接出世率の低下につながっていると考えられます。その原因
として重要なのは、一家の働き手となりうる若年男性の雇用不安定ということになり
ます。 
 
まとめてみます。 
 
経済構造変化（ニューエコノミー）→若年男性の非正社員化（派遣社員、パートタイ
マー、フリーター）→雇用不安定化・低収入化→非婚化、晩婚化、早期離婚増加→少
子化 
 
今でも、既婚女性が産む子どもの数は平均2人前後であり、決して産み控えしている
夫婦がとても多いようには思われません。ただし、晩婚化による出産年齢の高齢化も
事実であり、これが出生率を下げる要因になる可能性も今後は大きいかと考えられま
す。 
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かといって、子育て支援の対策が不要ということではありません。安心して子育てで
きる環境（育児手当、保育環境、職場環境も含め）を提供する対策が必要なことは言
うまでもありません。 
 
将来にわたり安定した収入が得られる雇用保障を見込める環境づくりがとても重要で
す。安倍首相が掲げる「再チャレンジがしやすい社会」も大事でしょう。厚労省のみ
ならず、他省庁、企業を含めた官民あげての施策を強く希望します。 
 
by Ohta 
 
（参考文献） 
山田昌弘「少子社会日本」 
大沢真知子「ワークライフバランス社会へ」 
 
 
蚊の話  2007/06/25 
 
梅雨入りしましたね。蚊の発生する季節になりました。  
 
蚊一ツの一日さわぐ枕哉 （一茶） 
 
寝ていて耳元に「ブーン、ブーン」と来たらビビリます。万が一、そのまま耳の中
（外耳道）に入ってしまって出てこなかったら・・・、その時は耳鼻科の先生の出番
です。 
 
どうも、蚊は刺す人を選ぶようです。私は幸運な部類かもしれません。家内はいつも
真っ先に刺されるとこぼしています。どうやら、吐き出す二酸化炭素、体温、汗の中
の乳酸といった化学物質、体臭などに引き寄せられるようです。うそかホントか血液
型が関係しているという研究もあります。 
 
蚊に関連した病気として、重要なもの３つ。 
 
1. 蚊アレルギー 
ただの虫刺されのレベルを超え、大きく腫れ上がります。剛直さんの記事にあるとお
り、EBウイルス感染症と関連する場合があります。 
 
2. 日本脳炎 
豚から日本脳炎ウイルスに感染した蚊に刺されて感染、発症します。しかし、最近日
本での発生はほとんどありません（特に子どもでは）。ワクチンによる副作用（脳脊
髄炎）の発生が多く、安全なワクチンが開発されるまで、従来のワクチンは特別な場
合を除いて控えるように厚生労働省は勧告を出しています。 
 
3. マラリア 
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アフリカを中心に猛威を振るう恐ろしい感染症です。 
蚊によって媒介されるマラリアという寄生虫の感染症です。世界では今年約5億人が
感染し、数百万人が亡くなると予想されています。そのほとんどは5歳以下の子ども
と言われています。治療薬に耐性を獲得してきていることも治療を難しくしている原
因です。ウイルスや細菌より随分大きく、ワクチンの開発は難航を極めています。治
療薬を含めて医療体制が整っていない貧しい地域、主にアフリカで流行していること
も問題です。ひとつの予防法は蚊に刺されないようにすることです。日本は国連と共
同して、蚊帳をアフリカに送り国際貢献に一役買っています。なんでも、個人用の蚊
帳で１つ5ドル、輸送費を入れても10ドルだそうです。日本の技術は非常に優れてい
て、住友化学製だそうです。 
 
子どもの頃、私の田舎の実家には蚊帳がありました。なんとも幻想的は雰囲気をかも
しだしていましたが、子どもにとって蚊帳の中は不思議な遊びの空間でもありました。
蛍を蚊帳の中に放って怒られたことを思い出しました。 
 
by Ohta 
 
（参考文献） 
National Geographic July 2007 Issue "BEDLAM IN THE BLOOD MALARIA" 
フォーサイトクラブセミナー 北岡伸一 「日本外交と国連」 
 
 
ソウル（魂）の起源  2007/06/29 
 
二足歩行を始めた人類がようやく考える力を獲得していったころへタイムスリップし
てください。しかし、そのころの人類は言葉をまだ持っていません。火を使うことは
覚えていましたが、上手に火をコントロールできていません。 
 
そんな今から10万年ぐらい前に、亡くなった人を時に意図的に埋葬することが始まっ
たようです。このことは、そのころ石器を精巧に標準化していったことと並んで、人
類の進化の上で重要な出来事です。死後の世界に関心を寄せるようになったことは、
その後の知性の獲得につながり、宗教の芽生えをもたらしました。 
 
埋葬地の考古物を詳しく調べていくといくつかのことがわかりました。埋葬されてい
たのものの多くは子どもや若年者であったこと、このことは、生まれ変わること（再
生）を強く願ってのことでしょう。そして、男性の方が女性よりも多かったこと、こ
れは男性の方が社会的ステータスが高かったことを意味しています。最後に、病に冒
された人も埋葬されていたことです。このことは、同じ時期に薬草とともに埋葬され
たものが発見されたこととあわせて、恐らく、次の世界へ旅立つことを助けようとし
たものと解釈されています。 
 
その後約4万年前ごろにかけて、人類の知性は爆発的な進化を遂げ（このことに反論
する学者もいます）、先を見通して予定を立てることを覚え、石器を精巧に作り用途
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別に標準化するようになり、風よけを工夫した炉を作ってうまく火を扱えるようにな
りました。そうしたなか、恐らく地位の高い人の埋葬では、おびただしい数のビーズ
（一朝一夕にはできませんので予め作る必要があります）を一緒に供えるようになっ
たようです。 
 
ビーズなどの副葬品は、古代の人たちが死後の世界を信じていたことを強く物語るも
ので、人の死後も身体とは切り離された構成物である魂（soul）が生き続けると（特
にその社会で特別な人物では）信じていたことを意味しています。このことが、その
後の宗教の勃興につながったと考えられています。 
 
太古の昔から、宗教が出てくる前から、もちろん言葉を必要とする哲学や科学が出て
くるずっと前から、人類は死と直面し、その死を悼み、再生を願ってきたのです。正
確な数はわかりませんが、この現世には千億の魂を乗せた風が吹いています。 
 
by Ohta 
 
（参考文献） 
Peter Watson "IDEAS" 
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Child Chemo House in Osaka 
 
 
Wednesday, September 27, 2006 
  The aim of "Child Chemo House" 
 
"Child Chemo House" is an incorporated nonprofit organization aimed at setting up a 
hospital for children with cancer, taking into consideration quality of life (QOL) of the 
children and their family. 
 
Children with cancer and their family have to bear physical, emotional, social, and 
financial burdens, during and following treatment. In Japan, probably all over the world, 
the family are stressed out with harsh environment, such as close patient's room with 
so many restrictions, where they are exhausted by insomnia, complaints, anxiety, and 
so on. All this stress, in turn, leads to emotional distress of the children themselves 
and other family members. This vicious circle could do harm to QOL of the whole 
family. 
 
We hope to provide them with a hospital room with wide space equipped with 
comfortable bed for attendants and various amenities, just like home. We aim to build 
a warm hospital for children with cancer in Osaka, Japan. Our team consists of 
pediatric oncologists, nurses, pharmacists, family members, child life specialists, 
school teachers, project producers, and architects. 
 
We make an appeal for contributions. Please contact us at 
kemohouse@canpan.info. 
 
 
 
Tuesday, November 21, 2006 
  I HAVE A DREAM 
 
I am a Japanese pediatric hemato-oncologist working as a research fellow at St. Jude 
Children’s Research Hospital in Memphis, Tennessee. 
I worked in Japan for many years with the doctors organizing this project, and know 
some other staffs, whose kids were my patients. 
 
Last weekend, I almost fell down with a chair when I read a Japanese internet-news. 
The news titled as “Doctors in Kinki area founded an incorporated nonprofit 
organization to build the first pediatric cancer hospital in Japan by donations” so 
surprised me. 
 
In the St. Jude Children’s Research Hospital, seven Japanese pediatric hemato-
oncologists are working as clinical or research fellows now. This hospital is very 
impressive for us, because we have never seen such a pediatric cancer hospital 
managed by donations in Japan. And, needless to say, it leads the development of 
pediatric cancer treatment in the world. 
Recently, we have had a lot of news from Japan about the collapse of pediatric 
medical care systems there. They are facing serious difficulties mainly because 
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pediatricians and other medical staffs are decreasing. Medical care systems for 
pediatric cancer patients also are not so good for the same reason. In such 
circumstances, we are talking to each other that we would like to build a hospital like 
St. Jude in Japan someday. When the then Japanese Prime Minister, Junichiro 
Koizumi, decided to come to Memphis with the US President in June, we sent a mail to 
Japanese government asking his visit to St. Jude. We supposed that Japanese people 
would know this kind of hospital and it would help to realize our dream if he visited 
here. However, he could not visit here because of a tight schedule. 
Five months later, I have got the news that some doctors are planning independently 
to build a hospital like St. Jude by donations in Japan. And, surprisingly, the doctors 
are my former colleagues! They call it “dream hospital.” I am so excited. 
 
Now I am reading their blog far from Japan, in Memphis, and remembering a word, "I 
HAVE A DREAM." As you know, this is a Martin Luther King’s famous word. He died 
here, in Memphis. 
 
by Hiro, in Memphis 
 
 
 
Sunday, December 24, 2006 
  Christmas Present for Pediatric Cancer Patients in Japan 
 
Hi everyone, Merry Xmas! 
 
Last week, I met my former colleague in Japan after a long time. 
He is a member of staff organizing this new hospital project. 
They are going to build the first pediatric cancer hospital in Japan by donations. 
 
We talked a lot about the project. 
I realized that it is a very ambitious and hard challenge because donation is not so 
common in Japan. 
So, I would like to support their project in US. 
 
If you know somebody who might be interested in the project, please show this blog. 
I hope many people read it. 
 
When you click the advertising bar at the top of this blog, they can get some donation. 
Needless to say, you are not charged. 
Please give Christmas presents to pediatric cancer patients in Japan. 
 
I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! 
 
Thank you. 
 
by Hiro, in Memphis 
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Tuesday, January 09, 2007 
  A Happy New Year! 
 
How were your holidays? 
 
I have been to Florida with my wife in the middle of December. 
 
We enjoyed staying there very much. 
 
Especially we like the Walt Disney World in Orlando. 
 
It is really a place “where dream comes true” as they say in their logos. 
 
This year, the staff of this new hospital project in Japan will start their fund-raising 
effort in earnest. 
 
I hope their dream comes true in 2007. 
 
by Hiro, in Memphis 
 
 
Wednesday, January 17, 2007 
  One hundred years from now 
 
I watched with interest on the New Year's day a series of TV (Japanese national 
broadcasting association) programs "Proposals for the future." Dr. Lisa Randall, a 
leading theoretical physicist, mentioned the extra dimention or the fifth dimention. Mr. 
Michael Crichton is skeptical about carbon dioxide emission as a reason of global 
warming. Other stories include "nanorobot," which injected via vein could reach the 
focus and cure the disease, and genocides or ethnic conflict still existing. 
 
Among them, I was really impressed by Mr. Crichton's comment "We can't tell what it 
will be like at 100 years from now." In fact, no one would have imagined today's world 
100 years ago. Cars, airplanes, nuclear powers, and computers have been developed 
over the past 100 years. Human beings have traveled to even outer space and the 
moon. 
 
And information revolution including maturing of the Internet. Information technology 
(IT) has developed tremendously, and will continue to forever and ever. Do you know 
the term "Moore's law"? Accordig to the law, the performance of semiconductor 
(computer) doubles every 18 months, meaning 10 to the 20th power (1E+20)-fold 
improvement over 100 years, unbelievable. 
 
We can't see the earth, the world and Japan at 100 years from now. How far will the IT 
have developed? Will the human being have discovered an astonishing technology? 
Will the world have turned into one without wars, conflicts, or nuclear weapons? Will 
the human beings be using efficiently limited natural resources or have invented new 
resources? Imagining that distant future makes me excited but a bit scared. 
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I believe that the truth, even at 100 years from now, is that human beings procreate, 
nurture and leave offsprings. And parents' love for their children will not forever change 
at all. 
 
I introduce a Japanese poem written nearly 1,300 years ago by Yamanoueno-Okura, a 
famous Japanese poet. 
 
All shining silver 
Gold or jewels in the world 
Mean nothing at all 
Compared to one's own child 
The most precious of all treasures 
 
[Translation: VOX POPULI VOX DEI (International Herald Tribune/The Asahi 
Shimbun)] 
 
by Hide 
 
 
Friday, January 19, 2007 
  A heartwarming scene in a pediatric ward (Part 2) 
 
A boy on his heavy guard against medical staffs. 
At a professor's round visit. 
 
Prof: How are you today? 
Boy: Get out! 
Prof: You look good. 
Prof was approaching him for examination. 
Boy: Don't touch me! 
He shook off the Prof's hands. 
 
This is a ped's ward free of authoritarianism shown on the book "White giant tower," a 
social Japanese novel written by Toyoko Yamazaki. 
 
 
A girl extremely reluctant to take bitter Bactramin due to severe nausea during 
chemotherapy. 
 
While she was feeling bad; 
Doc: Are you OK? Why don't you take a bit of Bactramin? 
Girl: (silence in disregard of Doc) 
 
After recovering from nausea; 
Doc: Now you are good, could you take? 
Girl: Course! You're stuuuupid! 
 
This is reality different from fictious world on TV. 
 
-------- 
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Written by S. Kusuki. 
Translated by H. Ohta. 
 
 
Wednesday, January 24, 2007 
  Mom's drawing 
 
This is a picture my mom drew as soon as my second daughter passed away. 
 
My mom said my second daughter looked like a shaveling in the drawing. So she 
continued to draw a shaveling. 
 
On her pictures my daughters are doing what they were in reality unable to do together. 
Such heartwarming and happy scenes in the drawings are inscribed in my memory. 
 
My mom puts her cute grandchildren into the works imagining that they would have 
done like this. 
 
My daughters in her drawings look just alike, where their gestures are very real in 
minute detail such as turning around, sitting, leaning their heads, and raising their 
hands. I always think that only my mom can draw such pictures. 
 
In this picuture, my second daughter is eating water melon delightedly with her sister. 
And besides, there is a picture showing their decorating bamboo leaves on the Star 
Festival, "Tanabata," and so on. Too many drawings! 
 
I always picuture my daughter; What is she doing now? Doesn't she feel lonely? Isn't 
she crying? Does she feel bad? 
 
It makes me relieved looking at her joyful and happy face in the drawings. Her smile 
really makes me feel that my loved one still lives happily with us. 
 
Thanks, Mom. 
 
-------- 
Written by Masami-sama. 
Translated by H. Ohta. 
 
 
Tuesday, May 15, 2007 
  "Mom, I wanna go home!" 
 
Only two-tsubo (~7 square-meter) space. Toys and necessities without places to put. 
Children with cancer, in this narrow space, have to fight the disease, play, study, and 
grow up physically and mentally sound. 
 
A tiny simple bed given to an accompanying parent. Only one thin curtain separating 
from neighbors. 
A tired parent suffering from insomnia worries over, comfort, and cheer up his or her 
child, concerned about neighbors. 
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Space where both parent and child curb their feelings and control their temper without 
complaining. 
Space where they concern about family members away from the hospital. 
 
A dream hospital is "house." 
A house is filled with natural happy things that do not exist in this narrow space. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 編集後記 

 
ブログ集も第２集目となりました。編集をするにあたり、第１集
とはまた違った良さがでたなぁ。。。と思いました。活動報告も
充実したものになりました。いつも私たちが元気付けられる、読
者のみなさまからの奥の深い、大切な思いの詰まったコメントも
たくさん掲載させていただくことができました。 
 
ブログ集では、ブログでひとりひとりの記事を読むときとはまた
違った味がでてきます。一人では表現しきれない思いが、記事を
一冊にまとめることによって凝縮され、つながり、深い意味を持
つ。それがこのブログ集の魅力となるのではないでしょうか。 
 
医療者・患者・コメディカルな役割を持つ人間が目的に向かって
ひとつになり、このブログ集の持つ魅力を今後の活動自体にも活
かして参りたいと思います。ありがとうございました。 

 
（チャイルド・ケモ・ハウス 理事 萩原 雅美） 
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