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はじめに 
 

 
「チャイルド・ケモ・ハウス」は、小児がんで闘病中の子どもとその家族、
そして医療者にとっても理想の病院（私たちは『夢の病院』 と呼んでいま
す）の設立を目指すNPO法人です。 
   
メンバーには、医師、看護師、患者家族、建築家、院内学級の先生、チャイ
ルドライフスペシャリストなど、その他にもさまざまな分野の方に参加して
いただいております。 
   
活動報告を兼ねて、私たちは「チャイルド・ケモ・ハウスのブログ」を立ち
上げました。 
   
そして、なんと第1回CANPANブログ大賞を受賞しました！！ 
今回このブログが大賞をいただけた理由は、さまざまな角度から、さまざま
な表現で、共通の思いを書いていることが評価されたのではないかと思って
おります。 
   
2006年11月に正式にNPO法人として認可され、これからが本当の勝負です。 
   
今後とも皆様のご支援よろしくお願いいたします。 
 
 
 2006年11月19日 
 チャイルド・ケモ・ハウス 理事長 
 楠木 重範 
 



 

 
 
 
 

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 
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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 

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 
 
 
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 
 

イベントにご協賛、ご協力いただいた方々 
  彩都建設推進協議会様 
  ECCジュニア様 
  山口学園ECC社会貢献センター様 
  ガンバ大阪様 
  山本（旧姓 大友）愛様（元バレーボール全日本代表） 
 
ご寄付をいただいた方々 
  16名の方々 
  その他、イベントで多くの皆さまからご寄付をいただきました。 
 
賛助会員 8名の方々 
 
団体正会員 1団体様 
 
助成・協力 日本財団様 
 

（2006年11月19日現在） 
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E-mail kemohouse@canpan.info 
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口座番号  3573223  
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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 第2回 テーマ「医療現場における現状と課題」 
2006.3.12 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 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 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 第6回 テーマ「病院の中の学校」 
2006.8.19 第7回 テーマ「医療スタッフの1日」「患児の1日」 
2006.8.20 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 第9回 テーマ「医療経営について」 
2006.11.12 イベント 「かえっこバザール and チャイルド・ケ

モ・ハウス」  
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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「化学治療」（Chemical Operation＝「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治療を行うことが一般的で
す。 
 化学治療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、化学治療中に特
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、化学治療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。 
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 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（太田秀明グループ長）とともに、小児
がん患児が安心して化学治療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治療を行います。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「Child Life Specialist」を参考にした病棟内での子どもの発
達と化学治療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。 
 
●安心して化学治療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。 
 
 
 
毎日新聞：本NPO法人の記事  2006/11/12 
 
昨日11月11日の毎日新聞夕刊に本NPO法人の紹介記事が載りました。ネット上でも
公開されています。 
 
小児がん：専門病院建設目指しＮＰＯ設立 近畿の医師ら 
http://www.mainichi-
msn.co.jp/science/medical/news/20061111k0000e040059000c.html 
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お詫び：小児がんの発生数が間違っています。申し訳ありません。年間２万３千人発
症とありますが、実際はその１／１０くらいです。現在言われているのは、１５歳以
下の子ども１万人あたり１人／年発生すると言われています。  
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チャイケモ応援団 
 
 
チャイケモ応援メッセージ①  2006/11/04 
 
 
チャイルドケモハウスの活動に、賛同をいただいた方より応援メッセージをいただい
ております。 
 
児童は人として尊ばれ、社会の一員として重んぜられ、 
良い環境の中で育てられなければならない。 
 
５５年前の５月５日に制定された児童憲章の一文である。 
 
我々はこれまで何をしてきたのであろうか？ 
 
今こそ叡智を結集して、実現に向けての第一歩を！ 
 
大阪府立母子保健総合医療センター 病院長 河 敬世  
http://www.mch.pref.osaka.jp/byouin/intyou/index.html 
（敬称略） 
 
 
 
チャイケモ応援メッセージ②  2006/11/04 
 
チャイルドケモハウスの活動に、賛同をいただいた方より応援メッセージをいただい
ております。 
 
こどもが難治の病気になった時には、 
医師・看護師のみならず家族全員の協力が必要です。 
 
すなわち、医療と日常の一体化であり、 
このことにはHospital  とHouseの２つのHの一体化が必要ですが、 
現行医療制度では達成が困難です。 
 
より望ましい治療の場の提供をめざすチャイルドケモハウスの趣旨に賛同し
ます。 
 
大阪大学医学部小児科 教授 大薗 惠一 
http://www.med.osaka-u.ac.jp/~ped/www/staff/staff_kyoju_200404.html 
（敬称略） 
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チャイケモ応援メッセージ③  2006/11/18 
 
チャイルドケモハウスの活動に、賛同をいただいた方より応援メッセージをいただい
ております。 
 
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」の 
 
一日も早い設立を 
 
期待しています。 
 
国立病院機構大阪医療センター小児科部長 
 
多和 昭雄 （チャイケモ理事長の恩師） 
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ご寄付 
 
ご寄付１ 峯先生ありがとう！  2006/08/25 
 
今日、私が個人的に通っている漢方専門クリニック（峯クリニック）の先生が、チャ
イケモにご寄付を下さいました。ご寄付をお願いしたわけでも、会員になってくださ
いと言った訳でもなく、診察中に子どもの話や仕事の話をしていたのがきっかけです。 
 
突然、「募金は受けつけているの？」と聞かれ「はい。」と答えると、「活動のお役
にたててください。」と封筒にご寄付を入れて下さいました。 
 
封筒には、筆ペンで「みんなが元気になりますように！」と書いて下さいました。
「気」という言葉を深い意味で使われる漢方や東洋医学の世界。私たちも、今よりも
っといろんな方向からの心や体の「元気」を探してみたいと思います。 
 
小児がんの治療中であっても、「みんなが元気になれる」環境づくりのために、ご寄
付を大切に使わせて頂きたいと思います。峯先生、本当にありがとうございました。 
 
田村亜紀子 
 
 
 
ご寄付２ にゃんにゃん薫さまありがとう！  2006/08/31 
 
またまた嬉しいお知らせです。 
チャケモメンバーの看護師さんの先輩の方が、ご寄付をくださいました。 
看護師さんいわく、「昨日、職場の先輩とご飯食べに行って、話のひとつにチャイケ
モの話とか少ししてたんですけど、帰り割り勘だと3500円だったんですが払おうと
思ったら、『それ寄付にまわして』って言って頂いたんです。」とのこと。かっこい
い。。！！ 
こんなご寄付、さりげないけど心がこもっていてとっても嬉しいです！ 
ご寄付を下さった上辻にゃんにゃん薫さま、本当に有り難うございました！！ 
 
田村亜紀子 
 
 
 
ご寄付３ はなさんありがとう！  2006/09/14 
 
ありがたいことに、３人目のご寄付がありました。 
 ご寄付をくださった方は、チャイケモをブログで知って下さって、リンクもして下さ
ったはなさんです！ 
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 はなさん、私たちの活動をご理解くださりすぐにご寄付を下さったこと、本当に感謝
してます。理想の「病院をつくる」ためには、建設費だけでなく、いろんな場面で資
金が必要になります。「こんな病院があったらいいなぁ～」と思ってご寄付を下さっ
た方は、夢の病院設立にむけて活動する私たちの強力なサポーターです。今後もはな
さんのようなサポーターが増えて下さることが、夢の病院設立に直接につながります。
本当にありがとうございました。 
 
 （はなさんのブログは本当に充実していて素晴らしいです。小児がん患児の付き添
いを経験されたお母さんの視点で、治療中に感じた事や現在治療中の子どもさんとそ
の周りの方々に必要な情報をとても丁寧に紹介してくださっています。はなさんのブ
ログは http://kodomo.eek.jp/です。） 
 
田村亜紀子 
 
 
 
白神さま ありがとう！  2006/09/24 
 
白神さまよりご寄付を頂きました！ 
白神さまは、はなさんのブログで私たちの活動を知り、チャイケモにご寄付をして下
さいました。 
 みなさまチャイケモの活動主旨をよくご理解くださっており、また心から応援して
くださっていて、ご寄付そのものもそうですがご寄付にあたりおよせくださるメール
を読ませて頂くと、こちらもがんばらねばっという気分に自然となります。 
 みなさまには、ご寄付とともに、「やる気」と「元気」を頂いています。白神さま
ありがとう！ 応援してくださっているみなさまありがとう！ 
 
田村亜紀子 
 
 
 
マメコパパさんありがとう！！  2006/09/27 
 
マメコパパさんより、ご寄付を頂きました。マメコパパさんありがとうございま
す！！ブログを通して、いろんな方との出会いがあります。正直、このブログでこれ
ほどたくさんの方がご寄付を下さるとは思いませんでした。ご寄付を下さる方々の暖
かい思いとチャイケモへのご期待が、チャイケモの背中を押して、前進させてくださ
っているような気がします。 
 
太田先生のおかげで、あっというまに英語のブログもたちあがりました。言語、人種
を越え、小児がんの子どもたちの環境改善に関心を寄せてくださる人たちがおられる
と思います。また日本で小児がんの治療を受ける外国人の子どもたちやその親御さん
は数は少ないかもしれませんが、０ではありません。英語と日本語のブログの中で、
多文化な情報が行き交うようになるのが理想ですね。        ＜事務局 田村亜紀子＞
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チャイケモメンバー 
 
 
田村 太郎 さん  2006/09/14 
 
チャイケモって誰がやってるん？？  
 
ということで、チャイケモのメンバーを紹介していきたいと思います。 
 
今日は、田村太郎さんを紹介します。 
 
NPO法人を創るといっても、素人の僕にそう簡単に出来るはずもありません。 
 
『小児血液腫瘍専門病院を創りたい』と最初にお願いし、 
すぐに、設立までの計画を描いてくれたのが、田村太郎さんです。 
 
当然今も、チャイケモの中心メンバーです。 
 
僕が他人に紹介するときは、『NPOのプロ』と紹介しています。 
田村太郎さんの ブログはこちら。 
 
http://blog.canpan.info/tamurataro/category_5/ 
 
s.kusuki 
 
 
 
太田 秀明 さん  2006/09/19 
 
いきなり、『後藤田五訓』で登場したのは 
 
大阪大学小児科血液腫瘍グループチーフの太田 秀明 医師です。 
つまり、私の上司です。 
 
『人材育成』『リーダー論』でブログをお願いしました。 
 
チャイケモの活動にも、発足当時から理解していただき、当然チャイケモメンバーで
す。 
 
今後も、ブログに登場していただけると思いますので、お楽しみに。 
 
s,kusuki 
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イベント 
 
かえっこバザール and チャイルド・ケモ・ハウス  2006/09/27 
 
NPO法人チャイルド・ケモ・ハウス設立記念イベント 
「かえっこバザール and チャイルド・ケモ・ハウス」 のお知らせ 
 
■開催趣旨 
NPO法人チャイルド・ケモ・ハウスの設立にあわせ、本NPO法人の活動目的「小児
がん患児が安心して化学治療を受けるための専門施設の設立」を広く発信する場とし
てのイベントを開催する。この活動は、行政主導でも、病院の経営陣主導でもなく、
この病院の設立趣旨に賛同し、同じ想いを抱き、協力をいとわない、医師、看護師、
患児の親、患児のサポートをするボランティア、そして建築家やコンサルタントとい
った専門家によって支えられ、進められています。いわば、トップダウン型ではなく
ボトムアップ型の病院づくりをめざしていると言えます。こうした協働型の病院づく
りのスタイルを発信していくことも本NPO法人の活動目的の一つであり、イベントに
おいてもこの病院づくりに参加する様々な立場の人たちが一同に介し、イベント自体
をともに協力しながらつくり上げ、運営している姿を発信したいと考えています。 
 
■概要 
タイトル：『かえっこバザール and チャイルド・ケモ・ハウス』 
開催日時： 2006年11月12日（日） 13：00～16：00 
開催場所： 彩都西小学校 （茨木市彩都あさぎ５丁目８-１） 
来場者見込み： 約500名（※見込み） 
入場無料 
■イベント内容 
 ①「かえっこバザール」 
  福岡在住のアーティスト藤浩志氏によって考案された、いらなくなったおもちゃ
の物々交換プログラムです。お金を介さずに「カエルポイント」を使って子どもたち
は買い物遊びを楽しみながら体験できます。参加する子どもたちは「お客さん」とし
て存在するのではなく、運営側に巻き込んでいく「来場者参加型」のイベントで、強
力な集客力と高いリピート率を誇っています。会場内では運営者と来場者の自然な交
流が生み出され、多世代のコミュニケーションが実現できることから、新しい街の「
まちびらき」、商店街の活性化、PTA主催のイベントなど様々なまちづくりのシーン
で広く採用されています。本イベントでもメインイベントという位置づけではなく、
イベントを支えるシステムとしてこの「かえっこバザール」を開催します。         
 
②小児がんや入院生活の理解を深めるワークショップコーナー 
  上記の「かえっこバザール」のポイントがゲットできるコーナーとして本NPO法
人の活動に賛同し、参加されている関係者（医師、看護師、患児の親、患児をサポー
トする専門家、ボランティア、など）が運営する小児がん専門施設の必要性を発信す
る各種ワークショップコーナーをいくつか設置する。 
  
チャイルド・ケモ・ハウスについて学ぼう 
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楽しい病院プログラムを体験してポイントをゲット！ 
 
1.これであなたもプチ小児科医【担当：医療ワーキンググループ】 
子どもが40度の熱を出したら・・・阪大の小児科医が病気の知識をお伝えします。 
 
2.病院は楽しいところ【担当：看護師ワーキンググループ】 
ナースのお仕事を体験してみよう！ 
 
3.入院中の子どもたちの遊び紹介【患児家族ワーキンググループ担当】 
 病院にいる子どもたちに手作りのプレゼントを作ってあげよう！ 
 
4.みんなのまち【担当：手塚建築研究所】 
みんなで一緒に、まちと歩く人々・働く人々をつくろう！1日で夢のまちをつくりま
す。 
         
③NPO法人設立記念シンポジウム 
  NPO法人チャイルド・ケモ・ハウス設立を記念して、本NPO法人設立の目的や
これまで約半年間に渡って行ってきた研究会の成果を発表する場としてのシンポジウ
ムを開催する。特別ゲストとして、研究会での建築アドバイザーとして協力していた
だいている建築家・手塚貴晴氏お招きし、本NPO法人がめざす「小児がんの専門施設
」設立の意義について語っていただく。 
  -内容- 
   ○タイトル 
   『小児がんと夢の病院 ～ケモを知って、ハウスを建てよう～』 
   ○発題 （予定） 
    チャイルド・ケモ・ハウスに関わる3人の発題者から、それぞれの立場での
思いを語ります。 
    発題1：チャイルド・ケモ・ハウスのこれまでの活動について 
        楠木重範（チャイルド・ケモ・ハウス 代表） 
    発題2：親の立場から考えた夢の病院について 
        大崎夕子（チャイルド・ケモ・ハウス 家族WG） 
    発題3：建築家が考える夢の病院について 
        手塚貴晴（㈱手塚建築研究所 建築家） 
   ○フリーディスカッション 
    発題者とフロアの参加者とを結んで、質疑やディスカッションを行います。 
    司会進行：田村太郎（チャイルド・ケモ・ハウス 理事） 
 
■タイムテーブル（あくまで予定です。） 
12:30～ 受付開始  
●「かえっこバザール」 
●小児がんや入院生活の理解を深めるワークショップコーナー 
15:30～ かえっこオークション開催 
16:00  オークション終了、全プログラム終了 
17:00  撤収（厳守） 
12:30～ 受付開始  
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13:00～ シンポジウム開始  
14:30  シンポジウム終了 
 
お願い：室内は土足禁止です。各自スリッパをご持参ください。 
    来場者用の駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。 
交通→千里中央駅より阪急バスのりば「彩都あさぎ」行きで約25分「彩都あさぎ」下
車徒歩すぐ。 

 
 
 
ガンバ大阪さん、山本愛（旧姓大友）さん、ありがとう！！  
2006/11/03 
 
チャリティーオークションの品が決定！！ 
 
 １１月１２日に開催する「かえっこバザール＆チャイルド・ケモ・ハウス」にて同
時開催のNPO法人設立記念シンポジウム「小児がんと夢の病院～ケモを知って、ハウ
スを建てよう～」後のオークションの品が決定が決定しました！！ 
 
 チャイケモを応援して、ガンバ大阪が選手のサイン入りサッカーボールを、元
全日本バレーボール選手の山本愛（旧姓大友）選手が、サイン入りユニフォー
ムをご提供下さることになりました！！ 
 
 チャリティーオークションの代金はすべて病院設立を目指すチャイルド・ケモ・ハ
ウスの活動にご寄付にまわさせて頂けるというとても素敵なご協力です！ 
 
 「夢の病院」実現のためのシンポジウムとチャリティーオークションに、みなさま
ぜひご参加ください！！ 
 
 
 
イベントの風景  2006/11/16 
 
＜注＞写真はこの冊子では割愛しております。実物の写真はブログでご覧ください。 
 
かえっこバザールandチャイルド・ケモ・ハウスの当日の様子をご紹介します。 
 
●シンポジウム「ケモを知って、ハウスを建てよう」会場の様子 
 
かえっこバザールと楽しい病院プログラムワークショップ 
●子どもたちはいろいろなおもちゃを持って集まってくれ、ポイントをゲットするた
めに、お手伝いもたくさんしてくれました 
 
●会場の風景 
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たくさんの親子が遊びに来てくれました 
写真はオークション品を見定める子どもたち 
 
 
 
イベントの風景2  2006/11/16 
 
＜注＞写真はこの冊子では割愛しております。実物の写真はブログでご覧ください。 
 
引き続き、イベントの風景をご紹介します。 
 
●これであなたもプチ小児科医 
難しいクイズも、子どもたちはがんばって答えてくれました 
 
●病院は楽しいところ 
子どもたちはすっかり看護師さん気分で楽しそうでした 
 
●入院中の子どもたちの遊び紹介 
ベットの上での遊びは、よく考えられていて、子どもたちに大人気でした 
 
●かえっこオークションの風景 
大人顔負けのオークションは笑いあり、涙ありととても盛り上がりました 
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事務局日記 
 
 
チャイケモ合宿  2006/08/18 
 
チャイケモ事務局の田村亜紀子です。久々にブログを見てアクセス数に驚きました。
しっかり更新せねば、、アクセスして下さっているみなさま、ありがとうございます。 
 さて、明日からチャイケモは合宿です。普段は月に１日テーマを決め研究会をひら
いているのですが、第一回は３時間、第二回は４時間と会を重ねるにつれ会議時間が
増え、第四回から第六回は、なんと６時間ちかい会議となってます！！「化学治療中
の子どもたちを取り巻く環境」について、議論してもしてもしすぎることはないっ、
新しい病院をつくるために、徹底して議論を深めよう」ということで明日から１泊２
日、箕面のお猿さんたちの近くの宿泊所に泊まり込みです。 
 今回の合宿テーマは、「小児がんで入院中の患児の１日」「家族の１日」、「医療
スタッフの１日」など、それぞれの１日をフローチャートで追うことにより、医療者
と患児、家族の生活や思いのギャップを把握することです。ともに病棟で２４時間一
緒にいるように思える医療スタッフでも「え？患児はそんなことをしていたの？」と
いう部分が見えてくるかもしれません。逆もしかり、、「え？先生たち、そんな雑用
までがんばってたの？いそがしいはず」なんて意見が出るかも。。 
 では、合宿の報告を楽しみにしていて下さいねっ！ 
 
 
 
建設予定地  2006/08/21 
 
～「このあたりがナースステーション？？？！！」～ 
 合宿の宿泊会場へ到着前、チャイケモのメンバーは新しい病院の建設予定地を見学。 
もちろん、まだな～んにも建ってはいないのはわかっていたのですが、図面を見てこ
こが個室、ここが処置室、ここがプレイルーム、なんて考えていたメンバーは、だだ
っぴろい草っぱらを前に、 
 「このあたりがナースステーションかなぁ～」 
 「・・・・・」 
まだまだイメージを湧かせるまでにはいたりませんが、今度は白線などをひいてみた
いと思います。。。 
 
 
 
医師の１日、患児・家族の１日  2006/08/23 
 
合宿で意見交換された医療スタッフと患児・家族の１日。印象に残ったことをひとつ
紹介します。 
 医師の１日の仕事の中に、「新しく入院する人への説明、対応」があります。 
普段の入院患児の検査や問診、家族との相談の他、外来患者の診察、学会発表、薬の
オーダー、カルテ記入、人材育成（コメディカルを含め）、輸血の投与。オーダー、
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抗がん剤などのダブルチェックなどなどの作業の中で、新しく入院する患児家族への
説明があります。 
 
 一方、患児家族の１日の表の中には、「新しく入院する時の医師からの説明」とい
う項目はありませんでした。家族からすれば、入院中に毎日ある問診やバイタルチェ
ックとは違い、いわゆる「我が子が小児がんであるという告知」は、一生のうちでこ
れほどショックを受けたことはない、とんでもなく特別なこと。。毎日あることでは
ないのです。 
 
 新しい入院患者の説明のうち医師が必要だと判断する病気の説明は３０分で済んで
も、我が子が「小児がん」だと言われた親の気持ちはその３０分でおさまるはずはな
く、もっと時間をかけた多方面からのサポートが必要です。今の病院ではその部分を
家族は医師に求め、医師もどうにかこたえようと誠意をもって接っするため、医師の
負担も大きくなります。でも上記に書いたとおり、日々多忙な医師が一生に一度ある
かないかのショックを受けた家族たちの心を癒すことをたった１人で背負うのはそも
そも不可能ではないでしょうか。 
 サポートは病気のことだけでなく、病気に付随する問題にも必要です。もうすぐ入
学式／卒業式だったはずの学校のこと、いつも遊んでいた友達のこと、頑張っていた
習い事のこと、生まれたばかりのきょうだい児のこと、、、 
 医師とともに看護師やCLS（チャイルドライフスペシャリスト）、MSW（メディ
カルソーシャルワーカー）のようなコメディカルによるチーム医療によって、充分な
時間と情報をもって、患児や家族が安心できる入院の説明をすることが理想だと改め
て実感しました。 
 
 
 
メインカラーコンセプト  2006/08/24 
 
～緑・・・健康・生命力・生命復活・調和とバランス・安らぎ・平和・安全～ 
 
 ロゴマークのデザインを引き受けた下さった、sirushiの笹さんに、緑の色の特性を
教えて頂きました。「今回のロゴマークの緑色は、健康を表して休息を与えてくれま
す。調和とバランス・自由や平和・中立的なイメージを表現し、良心的・理解力・生
命復活の意味合いがあります。寛容さ、しっかりした良識、良心的行動、理解力をも
たらします。安全や保護といったイメージがあり、決断を下すのに適切な雰囲気を作
り出してくれます。緑は生命復活のきっかけとなり発展の精神を示しています。」と
いうことでした。 
 
 ひとつの色のもつ深い意味を知ったことにより、緑色に愛着がわいてきました。 
 
田村亜紀子 
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ロゴマークの形  2006/08/24 
 
       ～ 成長と基盤 ～ 
 
 テーマカラーに引き続き、ロゴマークの形の説明です。child chemo house の頭文
字をとった「CCH 」をベースにマークを作って下さいました。Cからびゅんと上に伸
びているhの線は、種から力強く芽を出し成長する子どもたちのイメージ。hの下に向
かう線は、しっかり大地に根をはることを表しています。空に向かってすくすく成長
していくには、しっかりと守られた安定した基盤が必要です。 
小児がんを経験した子どもたちが自分の力で力強く成長していくための基盤を作る

こと、それはチャイケモの大きな役割だと考えています。 
 

田村亜紀子 
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代表日記 
 
 
自己紹介  2006/07/12 
 
みなさま、はじめまして。 
チャイルド・ケモ・ハウスの代表を務めさせていただきます、楠木重範（くすきし
げのり）です。 
現在、大阪大学医学部附属病院小児科血液腫瘍グループで、主に病棟を担当しており
ます。 
 
医学の進歩が目覚しいにもかかわらず、十分に患者様に還元できていないのが『小児
血液腫瘍』の分野だと思います。 
 
小児科医不足などの医療分野での問題点、患者家族の生活にかかる負担、子供に
優しくない無機質な病院建築、入院中の子供の発達・教育、経営上の問題点
（小児科は赤字です）など、非常に多くの問題点があります。 
 
それぞれの問題点を浮き彫りにし、誰にとっても理想的な病院（われわれは『夢の病
院』とよんでいます。）を創り、現在の病院のあり方に問題提起できればと考えてい
ます。 
 
s.kusuki 
 
 
 
「世界の中心で愛をさけぶ」がヒットした理由  2006/07/16 
 
少し前に「世界の中心で愛をさけぶ」（略してセカチュー）が流行りましたが、その
理由を考えてみました。 
 
女子高生が白血病になり、彼氏とがんばって闘病するという、比較的単純なストーリ
ーだと思います。 
その女子高生は明朗活発で、ごく普通の女の子であり、楽しい高校生活を送っていま
した。そんな彼女に視聴者は、親近感をもち、その闘病生活に涙したのではないでし
ょうか。 
 
現実も同様で、「小児がん」になる子ども達は、ごく普通の子です。 
テレビなどでは、髪の毛がぬけ、いかにも「闘病してます」っていう映像がよく流れ
ますが、普通に保育所・幼稚園・小中学校に通っている子供たちとなんら変わりませ
ん。 
そして、闘病生活が終わると、普通の生活に戻れます。 
 
また、ドラマ、映画などでは不幸な結末に終わることが多いですが、実際は治癒する
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ことの方が多いです。 
 
小児科血液腫瘍医は、「小児がん」に対する正しい認識を世間に広めたいと考えてい
ます。 
 
s.kusuki 
 
 
 
チャイケモな一日  2006/07/28 
 
テリーフォックスラン日本の上村 眞由氏と会談。 
 
テリーフォックスランは、カナダの有名な小児癌研究に対するチャリティーマラソン
です。それを日本で三重県松阪を中心に毎年されている上村氏とお会いすることがで
きた。 
地道に１０年間このランを続けておられ、地方では定着してきたとのこと。 
こんなにすばらしいイベントが普及していないのはおかしい！！。我々のプロジェク
トと協力できればと思います。 
 
大阪城南ロータリークラブの卓話にてプレゼンテーション 
 
ロータリークラブで30分間プレゼンテーションする機会を得た。 
田村太郎氏と、私でプレゼンテーションをさせてもらった。 
帰り際、開業医の医師より『非常にすばらしいプロジェクトだと思います。』とのこ
と。 
今後、こういう機会が増えてくると思われるが、是非寄付につなげたいものです。 
 
大阪府立母子センター河敬世院長と会談 
 
大阪府立母子センター院長で、私も非常にお世話になった河先生とチャイケモの件に
ついて、田村夫妻と一緒に会って来ました。 
１時間ちょっと時間を割いていただき、真剣に話を聞いてもらえました。 
こども病院院長ならではの、経営上の厳しい意見もいただいた。 
しかし、小児科は何も贅沢していないのにこんなに赤字なのでしょう？ 
河先生にも応援していただけるとのことで、心強い味方ができました。 
 
s.kusuki 
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子供が「治る」ということは、、  2006/09/01 
 
小児がんの子供が「治る」ということは、 
 
小学校、中学校、高校、大学を卒業し、社会人となり、結婚し、社会に貢献し、、と
通常の人生を送れるということです。 
 
今年の正月に、私が診ていた男の子が年賀状をくれました。 
 
その年賀状には、彼女と仲良くクリスマスケーキを食べている写真がありました。 
 
子供が「治る」というのは、こういうことなのだと思いました。 
 
s.kusuki  
 
 
 
赤ちゃんの泣き声はうるさい、、  2006/09/02  
 
30歳前半の子持ちパパ小児科医の会話です。 
 
子持ちパパ小児科医A  「なんで赤ん坊って、あんなに泣くんやろな～」 
子持ちパパ小児科医B 「アホちゃうか、と思うな～。」 
独身小児科医C 「アホちゃうかってそんな、、、」 
子持ちパパ小児科医B 「いや、ほんまにアホちゃうかって思うくらい泣くねんっ
て」 
 
小児科医でも、赤ちゃんの泣き声はうるさいし、夜泣きはつらいです。 
 
しかし、仕事の時は、赤ちゃんが大声で泣いてくれると少し安心します。 
ほんとにしんどい子は、注射しても何しても泣きません、、、、泣かない赤ちゃんほ
ど怖いものはありません。 
 
そう自分に言い聞かせながら、子育てを頑張っている小児科医は結構いるのではない
でしょうか？ 
 
s.kusuki 
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小児白血病の治癒率は？  2006/09/09 
 
小児がんで、一番頻度の多いものが白血病です。 
どれくらい治癒すると思いますか？ 
 
一言に『白血病』と言っても、化学療法のみで治癒するものから、 
骨髄移植をしないと治癒しないものまで様々です。 
治りやすいものから、治りにくいものまで全てあわせて 
約８０％が治癒します。 
 
化学療法のみで、治癒するものであれば通常約6ヶ月間の入院治療と、 
約1年半の通院で治療は終了します。（1年弱の入院治療で終了するものもあるので、
白血病と言っても、ほんとにいろいろあるのです。） 
 
つまり約2年間の『闘病生活』 があるわけです。 
それでは、『闘病』 って何と闘うのでしょうか？ 
 
白血病細胞が体にあると、骨痛があったり、感染症で熱がでたりします。 
しかし、この苦痛は通常、入院して少し治療すればすぐに改善します。 
 
その次に闘わなければならないのは、 
『化学療法の副作用』です。具体的には、吐き気、嘔吐が一番でしょう。 
しかし、医学の進歩によりこの副作用を緩和する良い薬もありますし、 
こどもは大人に比べて、副作用に強いです。 
 
それでは、白血病による苦しみ、化学療法の副作用も克服した子供が次に闘わなけれ
ばならない相手はなんでしょうか？ 
おそらくそれは、『退屈』です。 
ベッドの上でしか生活できないような環境が、何ヶ月も続いたら、、、、、 
そりゃーーお腹も空きません。でてくる食事はお世辞にも、おいしそうとは言えない
病院食ですし、、、、 
ご飯を食べないから、カロリーの入った点滴をし続けないといけません。 
点滴にず～～とつながれているから、ますますストレスが溜まります、、、 
 
『保育士の充実 』『 院内学級の充実 』 『 CLS（チャイルドライフスペシャリス
ト）の充実』なども『 夢の病院 』 の 大きなテーマのひとつです。 
 
（苦い薬の内服とも闘わないといけませんね、、、） 
 
s.kusuki 
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ワクチンはうつべきか？  2006/09/10 
 
水疱瘡、おたふくかぜなどは実際にかかっても自分の力で治癒します。 
だったら、ワクチンなんてうたなくてもよいか？ 
 
小児科医によっていろいろ意見はあると思います。 
 
しかし、小児がんの分野を診ている立場からいうと、できるだけワクチンはうって欲
しいです。 
 
化学療法中の子どもや、移植後の子どもは、免疫能が通常より低下しています。 
 
その状態で、水疱瘡や、おたふく風邪にかかると、時には重症化することもあります。 
 
自分たちの周りに、化学療法をしている子どもや、移植後の子どもがいるかもしれな
いと、思ったらワクチンうっておこうと思いませんか？ 
 
と、数年前にウイルスグループの先生に教えてもらいました。 
 
ちなみに、麻疹のワクチンは1歳になったらすぐうちましょう。 
麻疹は本当にしんどいですよ！！ 
 
ｓ．ｋｕｓｕｋｉ 
 
 
 
日記  2006/09/15 
 
いつもは、代表日記というタイトルでありながら、エッセイになってますが、今回は
日記です。 
 
昨日、小児救急当直に行ってきました。 
すると、『今日、NHKの取材来るらしいで』とのこと。 
『聞いてないよ～～ひげそってないよ～』と思いましたが、取材のメインは、もう一
人の医師会の医師だったので一安心。 
 
一応、僕も取材を受けました。 
記者： 『先生は何時まで勤務ですか』 
 
僕： 『朝7時です』 
 
記者： 『明日のお仕事は？』 
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僕： 『大学病院で朝8時からです』 
 
記者： 『えっ休みじゃないんですか？昼間とか眠たくならないですか？』 
 
僕： 『眠たくなりますけど、ばたばた忙しくしてるので、眠れないです』 
 
ここで、『子供のために、眠たいなんていってられません。』とか言うと放送される
のでしょうが、僕はその類のセリフは言えません、、なので今回のインタビューもき
っと放送されないと思います。（実は以前も小児救急の取材で同じ類のインタビュー
を受けたのですが、愛想の無い返事をして放送されませんでした。） 
 
放送予定は、9月22日NHKのクローズアップ関西らしいです。 
小児救急の特集みたいです。 
僕が映る可能性は低いですが、もしよければご覧ください。 
記者さんと話している印象では、しっかり取材されていたような気がしました。 
 
s.kusuki 
 
 
 
本日お伝えしたいこと  2006/09/17  
 
以前ブログで書いたように、先日 ロータリークラブでチャイケモの寄付を募るため
にプレゼンテーションしてきました。 
 
今後もこのような機会が増えると思います。 
 
寄付を募るためだけでなく、小児がんに対する、正しい認識を持ってもらうために 
 
次のような文章の書いたスライドを必ずつけたいと思っています。 
 
【本日お伝えしたいこと】 
 
「病気なんだから仕方が無い」という、古い日本的考え方を払拭したい。 
病気になったのは誰のせいでもないのだから･･･ 
 
もし、子、孫が小児がんになったら･･･ 
それは誰の責任でもなく、運命のいたずらです。 
 
「うちの家系にそんな病気になった人はいない」などと絶対に言わないで欲しい。  
 
「こども」は、いつまでも「こども」ではありません。 
 
将来大人になり社会に出て行きます。 
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若い時の苦労は買ってでもしろと言いますが、小児がんの治療を乗り越えた子供たち
は、きっと立派な社会人になることでしょう。 
 
s.kusuki 
 
 
 
ほんわか病棟  2006/09/22 
 
２才の男の子 
 
医師  『はい、おくち おおきく あけて。 上手に出来たね 』 
 
男の子  『それなに』 
 
医師  『懐中電灯』 
 
男の子  『それ なに』 
 
医師  『か い ちゅう でん とう』 
 
男の子  『それ ナニ 』 
 
医師  『カ イ チュ ウ デ ン ト ウ』 
 
男の子  『それ なぁに 』 
 
医師  『 ライト 』 
 
男の子  『それ 懐中電灯 』 
 
医師  『言えるんかい！！』 （一同爆笑 ） 
 
小児科医の疲れを癒してくれるのは、子どもです。 
 
s.kusuki 
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小児科医の注射の技術  2006/10/01 
 
『子どものあんな細い血管に、よく注射や点滴ができますねぇ』 
 
と他科の医師から言われる事がよくあります。 
 
小児科医になりたての頃は、点滴が入るかどうか、というのが日々の悩みでした。 
 
深夜に、赤ちゃんの点滴が入らず、3時間ぐらいベビー室にとじこもっていたことも
ありました。 
 
救急外来で多くの患者さんが待っているのに、30分以上点滴に時間がかかったり、 
 
『まだ（点滴）入らへんのか！！！』と、どなりこんでこられることもありました。 
 
子どもを見ると、手の血管を見る癖がつくようになりました。 
 
また、新しく入ってくる研修医に自ら点滴の練習台になることもあります。 
普通の肘の血管では練習にならないので、指の血管に点滴をとる練習をさせます。 
 
まあ、そんなこんなで小児科医は注射の技術を磨いていくわけです。 
 
こうして、4年くらいするとそれなりの注射の技術が身につくと思います。 
 
そして、4年目以降になると点滴というのはその日の『調子』・『気分』が一番影響
すると思います。 
いつもだったら、絶対入りそうな血管も、何故か失敗する時があります。 
 
そういう時は、『手を代える』のが一番です。 
つまり、点滴する医師（または看護師）を代えるのです。 
それが後輩であっても恥ずかしがらず代わってもらうのがポイントです。 
 
ですので、点滴が失敗したあと他の医者に代わっても 
『あの医者は点滴が下手だ』とか言わないでくださいね。 
きっとその日は調子が悪いのです、、、、、 
 
s.kusuki 
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記憶に残る子供たち  2006/10/08  
 
小児がんになった子供たちの中には、治癒して元気にされている子もいれば、亡くな
られた子もいます。 
 
どちらが記憶に残っているかというと、私は亡くなられた子です。 
 
『この番組楽しみにしてたなあ』とか、 
『このキャラクター好きやったなあ。』とか 
『この料理好きやったな』とか 
『あの子のお母さん、怖かったなあ』とか 
いろいろ思い出します。 
 
小児がんになることは、「不運」ではあると思いますが、「不幸」ではないと思いま
す。 
 
小児がんになることによって、学ぶこともあるし、人の優しさに触れる機会もあるし、
またその子自身が人に優しくなれるかもしれません。 
 
そんなに甘いものじゃない、と思われるかもしれませんが、 
 
小児がんになることは、「不運」ではあるが、「不幸」ではないと、私は信じたいで
す。 
たとえ、治癒することができなかったとしても、、、 
 
患者さん・患者家族の方にもそう思ってもらえるようなスタッフ育成、設備が必要だ
と考えたのも、このプロジェクトをはじめたきっかけの一つです。 
 
ｓ．ｋｕｓｕｋｉ 
 
 
 
時間銀行  2006/10/24 
 
私の尊敬する医師（というより、人として尊敬してます）の１人に、森正彦さんとい
う方がいます。最初に勤めた病院で知り合った後輩の内科医です。 
 
今も時々メールをし、刺激を受けています！！ 
彼は今、熱帯医学研究所に勤務しています。 
日本語、英語、ドイツ語がぺらぺらでフランス語にも挑戦しているはずです。 
中国人の患者さんを受け持っていたときは、すぐに中国語入門書を買って勉強し、中
国語で話をしていました。 
つまり、語学マニアです。それ以外にも、数え切れないくらいの資格をもっています。 
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しかし、彼の本当にすごいところは、『何事においてもモチベーションを高く持
ち、真剣にとりくむところです。』 
 
彼は自身のホームページ（今は閉鎖されています）で、『森よ、おまえのモチベー
ションはどこから来るのか？』という質問に『時間銀行』の話を載せていました。 
結構有名な話らしいです。みなさんご存知ですか？ 
 
次のような銀行があると、考えてみましょう。 
その銀行は、 毎朝あなたの口座へ86,400ドルを振り込んでくれます。 
同時に、その口座の残高は毎日ゼロになります。 
つまり、86,400ドルの中で,あなたがその日に使い切らなかった金額はすべて消され
てしまいます。 
あなただったらどうしますか。 
もちろん、毎日86400ドル全額を引き出しますよね。 
 
僕たちは一人一人が同じような銀行を持っています。 
 
それは時間です。 
 
毎朝、あなたに86,400秒が与えられます。 
毎晩、あなたが上手く使い切らなかった時間は消されてしまいます。 
それは、翌日に繰り越されません。 
それは貸し越しできません。 
毎日、あなたの為に新しい口座が開かれます。 
そして、毎晩、その日の残りは消されてしまいます。 
もし、あなたがその日の預金を全て使い切らなければ、あなたはそれを失ったことに
なります。 
 
過去にさかのぼることはできません。 
あなたは今日与えられた預金のなかから今を生きないといけません。 
だから、与えられた時間に最大限の投資をしましょう。 
そして、そこから健康、幸せ、成功のために最大の物を引き出しましょう。 
時計の針は走り続けてます。今日という日に最大限の物を作り出しましょう。 
 
１年の価値を理解するには、落第した学生に聞いてみるといいでしょう。 
 
１ヶ月の価値を理解するには、未熟児を産んだ母親に聞いてみるといいでしう。 
 
１週間の価値を理解するには、週間新聞の編集者に聞いてみるといいでしょう。 
 
１時間の価値を理解するには、待ち合わせをしている恋人たちに聞いてみるといいで
しょう。 
 
１分の価値を理解するには、電車をちょうど乗り過ごした人に聞いてみるといいでし
ょう。 
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１ 秒の価値を理解するには、たった今、事故を避けることができた人に聞いてみると
いいでしょう。 
 
１０分の１秒の価値を理解するためには、オリンピックで銀メダルに終わってしまっ
た人に聞いてみるといいでしょう。 
 
だから、あなたの持っている一瞬一瞬を大切にしましょう。 
 
そして、あなたはその時を誰か特別な人と過ごしているのだから、十分に大切にしま
しょう。 
 
その人は、あなたの時間を使うのに十分ふさわしい人でしょうから。 
そして、時は誰も待ってくれないことを覚えましょう。昨日は、もう過ぎ去ってしま
いました。 
 
明日は、まだわからないのです。 
今日は与えられるものです。 
 
だから、英語では今をプレゼント(=present)と言います 
 
ｓ．ｋｕｓｕｋｉ 
 
 
 
ケモってなあに？  2006/10/27 
 
月日が経つのは早いもので、チャイルドケモハウス設立記念イベントである、 
『かえっこバザール ａｎｄ チャイルドケモハウス』まであと１５日になりま
した。 
 
そこで、シンポジウムに来ていただける方に前もって、ある程度の情報を提供したい
と思います。 
 
まずチャイルドケモハウスの『ケモ』ってなんでしょう？ 
ケモとは、日本語で言うと、『化学療法』のことです。 
『化学療法』とは、抗がん剤を使用して悪い細胞をやっつけることです。 
 
人間の体は、たくさんの細胞のかたまりで形成され、その細胞は日々生まれ変わって
います。髪の毛がのびたり、爪がのびたり、体を洗ったら垢がでるのも古い細胞がな
くなり、新しい細胞が作られている証拠です（いわゆる新陳代謝です）。がん細胞も
日々生まれ変わっていますが、正常の細胞との違いは、その増殖のスピードが速く、
無秩序なことです。 
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抗がん剤は、この増殖する力を邪魔することよって、がん細胞をやっつけます。この
作用は正常の細胞にもおこるので、抗がん剤を使用すると髪の毛が抜けるのです。し
かし、がん細胞の方が増殖する力が強いので、正常細胞よりも抗がん剤の影響を強く
受けて、がん細胞が死んでいきます。髪の毛などの正常の細胞は体から抗がん剤がぬ
けてしまえば、大抵の場合また生えてきます。 
 
それでは抗がん剤と、風邪薬の違いはなんでしょう？ それは、副作用の重篤さ
（強さ）です。薬の副作用の出かたには個人差があります。風邪薬を飲んで眠たくな
る人もいれば、ならない人もいますよね。抗がん剤も同じです。抗がん剤を使用して
も、吐き気が強く出る人もいれば、平気な人もいます。ほとんど誰にでも起こる副作
用としては、脱毛と骨髄抑制があります。骨髄抑制とは、ばい菌をやっつける白血球
や、酸素を全身に運んでくれている赤血球や、出血を止めてかさぶたを作ってくれる
血小板が少なくなることです。赤血球が減りすぎると、いわゆる貧血の状態になり、
全身に十分な酸素をとどけることができなくなります。血小板が少なくなると、鼻血
などの出血がとまりにくくなります。ですから、ある程度赤血球や、血小板が減った
時には輸血で補充してあげないといけません。しかし、白血球は輸血で補充してあげ
ることができません。白血球がないとばい菌をやっつけることができませんから、感
染には十分気をつけないといけません。手洗いやうがいをしたり、マスクをしたりし
て感染を予防します。ばい菌をやっつけるために抗生物質を使うこともあります。体
から抗がん剤がぬけると血をつくる骨髄も回復（＝白血球、赤血球、血小板が造られ
て増えてくる）してきます。また脱毛は多くの抗がん剤の副作用として、ほとんどの
方に起こりますが、抗がん剤が体からでていってしまえば、髪の毛は生えてきます。 
 
抗がん剤の副作用は、他にもたくさんあります。薬の本を見るとたくさん書いてあり
ますよね。しかし、この副作用が全て起こるわけではないですし、先ほども書いたよ
うに非常に個人差があります。また、吐き気などの副作用を抑える薬もたくさんあり
ます。 
 
抗がん剤はがん細胞が耐性（薬が初めは効いていてもやがて効かなくなること）を持
たないように通常数種類を組み合わせておこないます。組み合わせは腫瘍の種類によ
って変わります。 
抗がん剤の多くは注射で投与されますが内服のお薬もあります。 
数種類の組み合わせによる治療が終了すると骨髄機能が低下し、やがて回復したら次
の化学療法を開始する、といったことを通常数回繰り返します。 
 
それぞれの抗がん剤に特徴的な副作用があるので、その事に気をつけながら治
療することが非常に重要です。ですから小児血液腫瘍科医による治療が受けら
れる専門病院での治療が必要です。                              
 ｓ．ｋｕｓｕｋｉ 
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長期入院が必要な理由  2006/10/29 
 
前回、書かせていただいたように、化学療法をすると白血球数が下がります。 
そうすると、免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなります。 
免疫力が低下している時に風邪にかかると、通常なら2.3日安静にしていたら簡単に
治るような軽い風邪でも、重症化する恐れがあります。 
また、その風邪が治るまで次の治療に進めません。 
 
一般的に小児血液腫瘍の化学療法は、１週間化学療法を施行し、その後２～３週間は
骨髄抑制（＝免疫力の低下）の期間があります。 
 
化学療法というと、『しんどくなる』というイメージがあると思いますが、副作用対
策の薬剤が飛躍的に進歩したことにより、かなり軽減されていますし、子どもは大人
より副作用に強いです。化学療法中も点滴をしながら院内学級に通っている子も大勢
います。 
 
骨髄抑制期間中は、『感染症にかかりやすい状態』ではありますが、『感染症にかか
っている』わけではないので、元気にしている子は大勢います。また、ある一定の確
率で感染症にかかります（その時、迅速に対応するために入院してもらっているので
す）が、抗生剤（ばい菌をやっつける薬）の進歩により、ほとんどの場合2.3日で改
善します。 
 
つまり、小児血液腫瘍の治療は 
 
①化学療法の副作用対策。 
 
②免疫力低下時の感染症の治療。 
 
が二つの大きな柱です。 
 
化学療法1コースで3-5週間かかり、それを4-6回繰り返すので 
半年～1年間の入院生活が必要です。（時々外泊は可能です） 
 
その長期間の入院生活を 
『子ども達がいかに快適に過ごせるか』 
『付き添い家族の生活をいかにストレスの少ないものにするか』 
というのが、今回のプロジェクトの大きなテーマのひとつです。 
 
ｓ．ｋｕｓｕｋｉ 
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スマートな医療とは？  2006/10/31 
 
先日、チャイルドケモハウスの件で、毎日新聞の取材を受けました。その時に、記者
さんに『スマート』と言う言葉は目指している病院のイメージと合わないのでは？と
言われました。 
確かに、『スマートな病院』であればイメージと合わないかもしれません。 
 
しかし、私が目指したいのは『スマートな医療』です。 
私の考える『スマートな医療』の対義語は『不細工な医療＝後手にまわる医療』です。 
よくテレビでは、忙しそうに医師が『酸素3リットル！』とか『ボスミン１アンプル
投与！』とか叫んでいますが、 
焦ってこのように叫ばなければならない状況はできるだけ減らしたいです。 
（テレビドラマで医師が叫んでいる内容は、わざわざ叫ぶような内容ではないことが
多いです。） 
 
具体的な例を挙げると、 
化学療法後、免疫力が低下しているときに、発熱したとします。 
発熱したことにすぐ気づき、適切な抗生剤に変更すれば、それで事無きを得ることが
ほとんどです。 
 
しかし、発熱したことを見逃し、血圧が下がってショック状態になってから気がつい
たとすると、 
抗生剤の変更だけでなく、血圧を上げる薬も投与しないといけないし、時には人工呼
吸器や、透析が必要になるときがあります。 
 
今の医療技術があれば、後者の場合でもなんとか救えることも多いと思います。 
そして、『危険な状況でしたが、奇跡の回復をしました』なんて言われても患者さん
は、うれしくないでしょう。 
 
上記のような、免疫低下時の発熱というのはよくあることです。 
抗生剤の進歩により後者のようになる頻度は減りましたが、抗生剤の効きにくい菌で
あれば現在でもありえる話です。 
免疫低下時の感染は、急変する可能性があり、かなり気を使って治療をしています。 
抗生剤の効きにくい菌であればともかく、抗生剤の効く菌の感染なのに、対応が遅れ
たために、患者さんが重症になり、医療者も忙しくなり、他の患者さんがおろそかに
なる、と言うのは、誰にとってもメリットはありません。 
 
先手必勝の『スマートな医療』は、小児血液腫瘍に関わるすべての人のQOLを向上す
ると考えます。 
 
（注意）上記の例は、あくまでわかりやすく説明したものです。『熱が出たら、絶対
に抗生剤を変更しないといけない』という事ではありません。医療はそんな単純なも
のではありません。今回のブログを書くことは、医療者に対し非常にプレッシャーを
与えてしまうので、公開しようか悩みました。また、免疫低下時の感染の対応は血液
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腫瘍に関わっている医療者にとっては基本中の基本です。早く対応した方がよいに決
まってますし、対応が遅れれば医療者も忙しくなり、誰も得しません。 
無責任な医療者は当然批判されるべきだと思いますが、責任感のある医療者も、様々
な事情から理想の医療ができていないのが現状です。 
何か問題が起これば、医療者個人の責任にされがちな世の中ですが、医療ミスをした
くてミスしている医療者はいないし、その事によって医療者だって損をします。 
 
小児科は、患者家族はもちろん、医療者も『子どもを助ける。』『子どもを守る』と
いう同じ目標に向かって行動しています。 
 
同じ目標に向かって頑張っている、医療者と患者家族・患者が対立することほど虚し
い事はありません。 
 
ｓ．ｋｕｓｕｋｉ 
 
 
 
「笑う」こと。  2006/11/04 
 
先日、「国境なき芸能団」というＮＰＯ法人の存在をニュースで知りました。 
 
落語家、笑福亭鶴笑（かくしょう）さんが代表で、「笑いに国境はない。地球のすみ
ずみに芸人を派遣し、元気を取り戻してもらおう」と、災害や紛争、貧困に苦しむ
人々に励ましの笑いを世界各国に届けているらしいです。 
 
共感したので、書類を取り寄せ、入会金2000円と、年会費3000円を払って、正会員
になってみました。 
 
「笑い」というのは、本当に大切です。 
 
「笑う」 ことは、癌を抑制する効果もあると言われ、がん細胞を攻撃する血液中のナ
チュラルキラー（NK）細胞の働きが、笑うことで高まることは医学的にも証明され
ています。 
 
「この薬で免疫力アップ」 とか、いろいろな宣伝がありますが、 
その前に、笑いましょう！！  
 
ちなみに、私のお勧めは「Ｍ１グランプリ」「ダイナマイト関西」です。 
 
ｓ．ｋｕｓｕｋｉ 
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こどもが小児がんと言われたら。  2006/11/11 
 
『患者・患者家族の気持ちは、医師にはわからない。所詮他人なのだから』 
 
私が医師1年目の時に、ある医師から言われた言葉です。 
 
私も、その通りだと思います。 
 
でも、『考えること』・『想像すること』はできます。 
 
もし、自分のこども（または身内のこども）が、風邪だと思って病院に行くと、 
『小児がんです』と言われたら、、、 
3分だけでもいいです。想像してみてください。 
 
『こどもができた』とわかった時の、よろこび、不安。 
 
お母さんのお腹を、あかちゃんが蹴って、『きっと、やんちゃな元気な子やな』と、
楽しみにしていたこと。 
 
出産の苦しみ、よろこび。 
 
初めて笑ってくれたときに、なんとも言えない穏やかな気持ちになったこと。 
 
首がすわって、抱っこしやすくなったこと。 
 
夜泣きに悩まされたこと。 
 
初めて、寝返りをした時のこと。 
 
初めて、立った時のこと。 
 
歩いてはこける姿を、ドキドキしながら見ていたこと。 
 
風邪をひいたとき、必死で看病したこと。 
 
保育園、幼稚園、小学校、中学校の思い出、、、、 
 
たくさんの思い出の詰まった、そして、たくさんの幸せをくれた、こどもの命が奪
われるかもしれない、、、 
 
3分いや、1分でも想像するのが嫌になって、逃避したくなりませんか？ 
 
しかし、この絶望の状況に陥った時に、その家族、お父さん、お母さんを前向きな気
持ちにさせてくれるのも、 
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また『こどもの笑顔』なのです。 
 
『こどもにしてあげられることより、教えられることの方が多い』 こどもに関わる
仕事をしている方は、みなさん実感されているのではないでしょうか？ 
 
『こどもが笑っていられる環境』をつくるにはどうしたらいいか？ 
 
明日のイベントで考えていただければ、幸いです。 
 
ｓ．ｋｕｓｕｋｉ 
 
 
 
イベントを終えて。  2006/11/13 
 
昨日開催いたしましたチャイルド・ケモ・ハウスの設立記念イベントには、交通の便
が悪く不安定な天候にもかかわりませず、多くの皆さまにご出席いただき、誠にあり
がとうございました。 
 
今回のイベントで私自身、新たな発見が多くありました。 
そのひとつとして、医師のワークショップの○×クイズに、 
お父さん、お母さんの言うことを聞かないと病気になる。○か×か？ 
という、クイズに半分くらいの子どもが ○ と答えていました。 
答えは当然×です。 
病気に対するこのような認識が、病気を患っている子どもに対する偏見・差別を生ん
でいるのではないでしょうか？ 
親御さんも、無意識のうちにそのように教育しているのだと思います。 
今後も、『病気・小児がんに対する正しい知識』 をみなさんに持ってもらえるよう、
積極的に活動していきたいと考えております。 
 
（ちなみに、大人の世界でも『たるんでるから、風邪なんかひくんや』 とかいいます
が、風邪はウイルスが原因です。しいて言うなら『手洗い、うがいせえへんから、風
邪ひくんや』 です。これは、日本人の悪しき文化ですね。』 
 
末筆ながら 
後援をいただきました企業や団体の皆さま、チャリティーオークションに出品してく
ださいましたガンバ大阪さま、山本愛さま、心より感謝申し上げます。また、ご寄付
を賜りました皆さま、賛助会員にご入会いただきました皆さま、本当にありがとうご
ざいました。主催者一同、厚く御礼申しあげます。皆さまの温かい励ましを糧として、
「夢の病院」の実現へ向け、今後もなお一層、邁進していく所存でございます。ます
ますのご支援のほど、よろしくお願い申しあげます。 ｓ．ｋｕｓｕｋｉ 
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祝ブログ大賞！！  2006/11/15 
 
チャイルドケモハウスのブログは、名誉ある第１回ＣＡＮＰＡＮブログ大賞に選ばれ
ました!! 
 
これもひとえに、今まで支援してくださった皆様のおかげであり、感謝の気持ちでい
っぱいです。 
 
『チャイルド・ケモ・ハウス』は、小児がんで闘病中の子どもとその家族、そして医
療者にとっても理想の病院（われわれは、『夢の病院 』 と呼んでいます。）の設立
を目指すＮＰＯ法人です。 
 
メンバーには、医師、看護師、患者家族、建築家、院内学級の先生、チャイルドライ
フスペシャリストなどその他にも様々な分野の方に参加していただいています。 
そして、約１年前より『夢の病院』 とは何かを考えるため、１回／月の研究会を開い
てきました。 
 
◯ 今までの研究会の成果を公表するため 
◯ 『小児がん』に対する、正しい認識をもってもらうため 
◯ 『夢の病院』設立の資金集めのため 
にブログを立ち上げた次第です。 
 
ブログは、私たちが考えていたより影響力が強く、すぐに多くの方々より応援メッセ
ージ、時にはご寄付をいただき、我々の『元気の源』 となりました。 
 
研究会では、患者家族の闘病日記、患者家族からの医療者へのアンケートなども集め、
みんなが本音を言い合って、お互いの立場に対する理解を深めてきました。この内容
についても、今後ブログで公開していきたいと考えていますが、あまりにも本音すぎ
て只今編集中です。 
 
我々が研究会で学んだことは、どんな状況であれ一番大切なのは『コミュニケーシ
ョン』だということです。 
『医療者と患者・家族』 
『医師と看護師』 
『医療者とコメディカルの方』 
『医療者と臨床検査部』 
『医療者と院内清掃業者の方』など、 
病院に関わる全ての人同士のコミュニケーションが夢の病院を創る上で一番大切なこ
とだと考えております。 
 
今回、このブログが大賞をいただけた理由は、様々な角度から、様々な表現で、共通
の思いを書いていることが評価されたのではないかと思っております。 
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ＣＡＮＰＡＮブログ上には 『子どもに優しい社会』をつくるために多くの方がブロ
グを公開されています（『しぶたねのたねhttps://blog.canpan.info/sib-tane/』
『こどもは社会の宝ですhttps://blog.canpan.info/midori_gakuen/』など、紹介で
きなかった方申し訳ありません。） 
 
当然我々も全く同じ気持ちです。現在の小児医療の現場は『子どもに優しくない社
会』の象徴だと考えますので、このテーマについて考えることが、『子どもに優し
い社会』をつくる第一歩になればと考えております。（代表毒舌日記風） 
 
今月正式にＮＰＯ法人に認可され、これからが本当の勝負だと考えております。今後
とも皆様のご支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 
 
 
 
暗いイメージをぶっとばせ！！  2006/11/17 
 
先日毎日新聞にチャイルドケモハウスの事が掲載されました。 
 
紙面には家族ワーキンググループの２人のお母さんが『満面の笑み』で写っていまし
た。 
 
記事の内容はシリアスなものでしたが、写真は先日のイベントの準備を楽しそうにす
る２人のお母さんでした。 
『とても、子どもを亡くしたお母さんの写真には見えない』と周りから言われたそう
です。 
私は、小児がんの暗いイメージを吹き飛ばす、この写真を選んでくれた毎日新聞の記
者さんに感謝します。 
 
きっと天使になった子ども達も、元気なお母さんの笑顔を見て安心していると思いま
す。 
 
s.kusuki 
 
 
 
アメリカからの応援！！  2006/11/18 
 
アメリカのMemphisに、St.Jude (セントジュード)病院というのがあります。 
 
小児血液腫瘍専門医なら誰でも知っている、企業・一般からの寄付でまかなわれてい
る小児血液腫瘍専門病院です。 
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つまり、チャイルドケモハウスのモデルのような病院です。 
（当然チャイルドケモハウスの方が、規模は小さいですが、、） 
 
St.Jude病院に先輩医師が留学しているのですが、先日の毎日新聞のweb記事を見て、
激励のメールをくれました。 
 
St.Judeには、他にも日本人医師が留学していて、 
｢日本にもSt.Judeみたいな病院を創ろう！！」と話していたそうです。 
 
その最初のアクションとして、5月に小泉前首相にメールを送ったそうです。 
許可をいただいたので、そのメールを下記に示します。 
  
みなさま、アメリカにもチャイケモを応援してくれてる人達がいますよ！！頑張って
いきましょう！！ 
  
s.kusuki  
  
 
小泉首相殿 
  
初めまして。私どもは、現在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； 以下St. Jude病院）において、臨床あ
るいは研究の仕事に従事している日本小児科医です。この病院には、現在27名（内；
小児科医 9名（3名 臨床、6名 研究））の日本人が勤務しています。この度、一
部報道並びに首相官邸ホームページより6月30日、ここメンフィス市に貴殿が米国大
統領と共に御訪問されることを検討中であることを知りました。大変ご多忙とは存じ
ますが、是非ともここSt. Jude病院にも足をお運びになって頂きたく、本日失礼とは
存じ上げましたがメールを送らせて頂きました。 
  
ここSt. Jude病院は約45年前、喜劇役者のレバノン系アメリカ人、ダニー・トーマス
によって小児の致死的疾患（悪性腫瘍、エイズ、遺伝的疾患）の治療および研究を目
的に開かれ、世界に先駆けて化学療法で小児がんを治すことができることを示し、現
在では米国だけでなく世界をリードする病院として知られています。しかし、この病
院のユニークな点はこうした業績のみでなく、人種、民族、宗教、治療費の支払い能
力の有無にかかわらず、どの子供も同じ治療を受けることができ、患者は、治療費，
通院費（海外の患者も含む）、メンフィスでの滞在費および食費を支払う必要はない
ということです。これは、病院の理念に賛同した方々から寄せられる多額の寄付金に
より成り立っており、これらの寄付金は、患者の治療に加え、病気の治癒率向上のた
めに行われる研究にも使われています。 
  
私どもは、将来こうした施設を日本にも建てられればと夢を抱いています。また、最
近の日本における小児医療に関する報道を遠く米国より見聞きする度に、なおさらこ
うした施設が存在することを日本国民に是非知ってもらいたいと感じています。 
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現時点では病院首脳部に相談したわけでなく、全くの個人レベルからのお願いなので
すが、以上の理由から、今回メンフィス市にいらっしゃっることが決まりましたら、
是非ここSt. Jude病院にも立ち寄って頂けないでしょうか？ 内閣総理大臣である貴殿
にこうした施設を直接見ていただくことは、将来の日本小児（がん）病院像の一例と
して、日本国民に大いなる参考になることと信じています。 
  
St. Jude日本人小児科医一同、お越し下さることを心より願っております。 
               
                                      St. Jude日本人小児科医一同 
                                代表   XXXX (   病院出身) 
                                 XXXX (        大学小児科出身) 
                                           XXXX (        大学小児科出身) 
                                                    XXXX (        大学小児科出身) 
                                                    XXXX (        大学小児科出身) 
                                                    XXXX (        大学小児科出身) 
                                  XXXX (        大学小児科出身) 
                                  XXXX (        大学小児科出身) 
  
メールをお送りいただきまして、ありがとうございました。 
ご要望について、秘書官を通じて総理官邸にお伝えしたところ、 
残念ながら、米国滞在時の日程が極めてタイトであるため、 
訪問する日程を確保することができないとのことでしたので、 
ご理解ください。 
今後の皆様のご活躍を心よりお祈り申し上げます。 
  
平成18年6月9日 
首相官邸ホームページ「ご意見募集」コーナー担当 
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代表毒舌日記 
 
 
こども好きですか？  2006/08/25 
 
こういう仕事をしていると、 
「子供が好きだから小児科医になったのですか？」とよく聞かれます。 
当然、子供は好きです。 
 
逆に、「子供は嫌いです」 と堂々と言う人の気持ちがわかりません。 
「 じゃあ、あなたは生まれた時から大人だったのか？」と聞きたいです。 
自分だってさんざん、子供のときに大人に世話になったはずで、自分が大人になった
ら「子供は嫌い」ではただの「勝手な人」 です。 
 
「子供」 というのは、確かに「手間」がかかります。 
普通に子育てするだけでも大変です。 
 
採血、血圧測定、診察など、それぞれ大人であればスムーズにできることでも、時間
と人手が必要です。 
（採血は子供を抑える人が必要ですし、血圧測定、診察も機嫌が悪いとなかなかさせ
てくれなかたり、動きまわって所見がとれません。） 
忙しい時に、子供にわがままを言われると、イライラする気持ちはわかりますが、 
だからといって、「子供が嫌い」とはならないと思います。 
 
残念ながら、私たちの職場では、たまにこのような発言をする人がいます。 
小児科医、小児を診たい看護師にとって、この発言を耳にすることは非常に悲しい気
持ちになるし、 
その人のあまりの無神経さに腹が立つし、すごいストレスです。 
せめて、思っても口にださないで欲しいです。 
 
このような、つまらないストレスのない病院で働きたいものです。 
 
s.kusuki 
 
 
 
医師は必要か？  2006/09/01 
 
医学生の時、ある教授から「医師は世の中に必要か？」との質問を受けました。 
もし医師がいなければ、病気が治らなくて大変だ、、思いましたが、 
 
医師がいなくても治る病気はたくさんあるし（風邪など）、 
医師がいても治せない病気もあるし、 
医師がいなければ、不治の病になった時、つらい延命治療をすることなく、残りの人
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生を有意義に過ごそうと思えるかもしれません。 
 
「病気を治しているのだらか必要だ」と思われるかもしれませんが、治すためには多
かれ少なかれリスクがあります。 
例えば、がんを治すためには、抗がん剤の副作用に耐えないといけないし、100％治
るわけではありません。 
治療による苦しみもあります。 
治療をすることによって、患者を苦しめることほど無意味なことはありません。 
 
医師は世の中に必要ないのかもしれない、、、、と思ったこともありましたが、 
 
しかし当然ながら医学が、明らかに世の中に貢献していることもあります。 
 
例えば、疼痛管理です。 
がんが全身に広がると、がんによる激しい痛みがあります。 
抗がん剤による治療では、時にはひどい口内炎になり、その痛みもかなりつらいです。 
この痛みを、「痛み止め」を使うことにより和らげることができます。 
 
つまり、この教授の言いたかったことは、「世の中に必要とされる医師になりなさ
い」ということだったのではないかと思います。 
 
現状は、 
①必ず必要な医師 
②必ず必要ではないが、世の中にいると便利な医師 
③それほど必要ではない医師 
 
に分けられると思います。 
そして、①.②.③のどの医師も給料、待遇に差が無い、または③＞②＞①の順に待遇、
給料が良いというのが現状です。 
 
少なくとも①＞②＞③の順に給料、待遇を良くしないかぎり日本の医療は良くならな
いのではないでしょうか。 
 
s.kusuki 
 
 
 
忙しいと医師は言うけれど、、  2006/09/29 
 
医師が暇なのは悪いことでしょうか？ 
 
医学生の時代は、忙しそうに働いている医師は格好良く見え憧れるものです。 
（最近は、そうでもなく、入学早々『楽で儲かる科にいきたいです。』という学生も、
たまにいました。普通思ってても、言わないような気がしますが、、、） 
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しかし、医師、看護師などが忙しいのは、良いことでしょうか？ 
 
がむしゃらに、忙しく働くのが勉強になることも当然あるのですが、 
急変、緊急入院などがある仕事です。 
ぎりぎりの状態で働いていたのでは、このような緊急時に対応できません。 
 
また、医療者も人間ですから、風邪もひきますし、インフルエンザにもなりますし、
時には癌にだってなります。 
 
しかし、現実は風邪などを患っても他の人に迷惑がかかると思い、休めないことも多
いです。 
例えば、看護師さんが深夜勤務前に39度の発熱でインフルエンザの疑いがあっても、
深夜勤務を休むと、3人勤務が2人、または2人勤務が1人になってしまうので、『と
ても休めない』と、大抵の看護師さんは考えると思います。 
 
しかし、インフルエンザにかかっている医療者に診てもらいたくないですよね。 
 
『病気は急に襲ってくるものですよ』といいながら、一番その事がわかっていないの
は、 
医療者、（医療経営者？）ではないでしょうか？ 
 
特に、小児がんの子供は免疫能が低下しているので、風邪なんかもらったら大変です。 
 
誰かが病気になっても、それをカバーしてくれる暇な医療者＝【充電医師 充電看護
師】がほしいです。 
 
医師と警察は暇な方がいいですよね。 
 
s.kusuki 
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家族代表の気持ち 
 
 
知る事  2006/09/30 
 
チャイケモ家族ワーキンググループを代表してブログを担当させていただくことにな
りました。 
 
私のチャイケモブログデビューを記念して… 
 
まず最初に皆さんにお伝えしたい事は「知ることの大切さ」です。 
我が子が「白血病」になり、わずか2年半という短い生涯を終えた、その闘病を通し
て、私は普通に生活をしていれば知り得ないだろう事をたくさん知る機会がありまし
た。 
そして、今思うのです。「この世の中には私の知らない事がどれだけあるのだろう
…？」「ただ私が知らないというだけで、改善されなければならない場所で苦しんで
いる人がどれだけいるのだろう…？」と。 
 
誰でも、まずは『知る事』から始めなければ何も出来ないと思うのです。 
 
小児癌闘病についてほんの一部ですが、「知っている」私は、このチャイケモブログ
を通して少しでも多くのみなさんに知って頂くために、『伝える事』、頑張って行こ
うと思います。 
よろしくお願いします！ 
 
まさみさま 
 
 
 
あらすじ  2006/10/03 
 
今日は私たちがチャイケモに参加するようになった頃から、今日までのあらすじを私
の視点からお伝えすることにします。 
 
 昨年末、我が家に当時の闘病仲間数人があつまり、娘の主治医だった 現 当プロ
ジェクト代表s.kusuki先生から「夢の病院を作りたいので、協力してほしい・・・」
と言うお話がありました。 
お話を聞けば聞くほど涙が出る思いでした。 
私の中で「患者」と「医師」との間に立ちはだかっていた大きな壁が、音を立てて崩
れて行きました。「小児癌にかかわる全ての人のQOLを高くする施設を造りた
い」。。。というs.kusuki先生の言葉に、一気に色んなイメージが湧きだしました。 
「あれをもっとこうしてほしい」「この設備がほしかった」「スタッフのあの言葉は
きつかった、、、」。。。 
そして その日は共通のエピソードを時間が許す限り、当時の本音で語り合いました。 
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「先生…アノ時のアレはあかんかったと思うわ～」「そやけど、お母さん、そんな患
者さんもいるんですよ…」「先生、あんな事もあったねぇ…」「そうですね～」。。。 
 
 娘を亡くしたあの時から、心にぽっかりと開いたままの大きな穴をどうしたら埋め
る事が出来るのか、、、闘病仲間の夕子ちゃんと紅茶を飲みながらよく話したもので
した。 
「何かしたいな～。何をしたらいいのかね？何かあの頃の私たちのような人たちの役
に立てるような事ないのかね～？」「いくら考えても、いい考えが浮かばんなぁ～嫌
になっちゃうなぁ。。。」 
 
そんな中、『夢の病院』のお話が急に飛び込んできました。「これや！！うれし
い！！やりたい！！これしかない！！」 
と。。。こうして、『夢の病院プロジェクト』へ本格的に参加する事になりました。 
 
  私たちは「医師」「看護師」「CLS＝チャイルドライフスペシャリスト」「建築
家」「患児家族」その他このプロジェクトに賛同し、協力を惜しまない各分野のプロ
の方々の参加で成り立っており、月に1回の研究会ではそのメンバーがひとつのテー
ブルにつき、時にはぶつかり合いながら、お互いの率直な意見を交換しあっています。 
 
 このプロジェクトが発足されなければ、おそらく各自の「想像」と「分野」の壁を
越えられなかっただろう事や誤解や夢が、ひとつひとつ丁寧に明らかにされ、共有さ
れて行きます。 
 
発足当時は『夢の病院プロジェクト』とまだ名前も決まっていませんでしたが、『チ
ャイルドケモハウス』と名称も決まり、NPO申請も済ませ、順調に進んでいます。 
 
今は１１月に開催されるチャイケモ発足初のイベントへ向けて各ＷＧ全力で取り組ん
でいます！ 
では、また。 
 
まさみさま 
 
 
 
賛否両論 2006/10/07 
 
経験者（小児癌闘病経験者）が職（闘病にかかわる専門職）に就く事、どう思います
か？ 
その場合、「経験者」であると前面に出すべきか否か、、、 
 
経験者が看護師やカウンセラー、医師などの専門職に就いて仕事をする場合（そのよ
うな方、結構多いようです）私の身近におられた方々は、多くの場合「経験者」であ
る事を伏せながら仕事をしておられました。 
それを知った時には（かなり後になって人伝いに知らされる事が多いです）いつも
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「そうだったのか…なんで教えてくれなかったの・・・？」と不思議に思いました。 
 
我々が闘病中に抱える「相談事」は、誰にでも軽く相談できる事ではなく、「こんな
恐ろしい話、経験した人にしかわかるわけないし、第一、返事のしようもないと思う
わ、、、」と、家族や身近な友達にも相談できずに自分の中に閉じ込めてしまうこと
が多いと思うのです。 
そしてそれが大きなストレスの原因のひとつになっていたのだと思うのです。 
 
闘病中は我が子の命に関する究極の選択をする場面が幾度となくあり、しかもそれは
できるだけ早く、たった一人、もしくは夫婦だけで乗り越えなければならない事が多
く、それはそれは恐ろしく辛いものです。 
 
そんな時、専門職であり経験者である人が、身近にいて話を聞いてくれるだけで、私
の場合すごく貴重な存在になっただろうと思うのです。 
 
経験者である事を前面に出して仕事をすれば必ずクリアしなければならない数々の問
題も起きてくるでしょう。 
しかし、伏せながら仕事をする場合、私のように感じてしまう人間がいる限り、その
人の力を１００パーセント発揮出来ずにいるように思えてしかたありません。もった
いない、、、 
 
 
「賛否両論」、、、 
 
まさみさま 
 
 
 
最初の取り組み課題  2006/10/10 
 
まず、家族ワーキンググループ（以下家族WG）が最初に取り組んだ課題は、「闘病
記」を書くことでした。 
家族WGのあっこちゃんが項目を考えてくれました。それに各々が体験談を書き込ん
でいきました、、、 
いつまでたってもリアルな記憶に涙しながら、みんながんばって書きました。 
ありがたいことに、チャイケモでは、この闘病記を教科書のように大切に扱っていた
だいています。 
 
またもうひとつの利用法として、現場で研修医の研修時に教科書のひとつとして利用
していただいたようにも聞いております。。。 
看護師WGの方からは同じく現場で看護研修の際に使わせてほしいというありがたい
お話もいただいております。。。 
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今日は私が書きました闘病記の一部、「再発・再入院」という項目をご紹介します。 
 
娘は初発の入院の際、臍帯血移植までの治療を順調に終え、半年の闘病後、無事に退
院しました。その後たった1ヶ月半で再発が確認され再入院を強いられました。 
当時の長女は２歳、次女は１歳でした。 
 
少し長くなりますがお付き合いください。。。 
 
「再発・再入院」 
現状から何とかして逃げ出したかったが、それも叶わずただ求められる事は、もう一
度奇跡を信じて病気に立ち向かう覚悟を決めるだけだった。「もう一度やり直
し・・・」もう二度とこんなところにくるものか！！と、飛び出すように退院した場
へまた戻る事になってしまった。 
しかも医師からは、今度は完治する見込みはほとんどないと告知された。 
「お母さん…もう退院はプランには入らないと思います。」・・・ 
 
 再入院まで約一週間。家で何も知らずにその日を迎えようとしている我が子たちが
無邪気に遊ぶ姿を見ながら涙を必死にこらえる毎秒だった。少しでも長く当たり前の
家族が過ごす、当たり前の時間を過ごさせてやりたいという一心で過ごした一週間だ
った。 
 
 いよいよ明日からまた離れ離れの生活が始まる・・・荷造りするときの気持ちは筆
舌に尽くしがたい。子供達を寝かせたあと、声を出し泣き続けながら荷造りしたのを
忘れない。 
 
 当日娘達を両腕に抱きしめ「大丈夫やからな！もう一回だけ頑張ろうな！」と声を
かけ家を後にした。何が起こっているか娘達は病棟に到着するまで気づかず、引き離
されるときに長女は手を伸ばし泣き叫んだ。 
それでも私は次女を抱き、振り返らずに病棟へ進んだ。後ろで「お母さん！お母さ
ん！」と長女が泣き叫ぶのが嫌でも聞こえた。そして私は、まだ入院中だった親友に
次女ごと「大丈夫やで！」と抱きしめられた。何の確信もない励ましだったが、それ
だけがたったひとつの救いだった。 
そしてまた、当たり前の入院生活が始まった。 
 
24時間監視カメラが作動している通称「重症部屋」に入れられ、監視カメラの都合、
泣く事も許されない環境だった。涙がカメラに映らないよう、うつむいて生活をした。 
 
 すぐに次女の病状が悪化。一週間も家で待機させられていたのにあまりにお粗末な
準備態勢。痛み止めがなかなか届かない。これもまたお粗末な研修医による採血の腕
前・・・泣き叫ぶ次女・・・出血斑だらけになって帰ってきた次女を見て私は次回か
らの採血を拒んだ。数時間後、病棟担当医師からの説得の結果ベテランの医師による
採血のみ承諾した。生き地獄だ・・・と思った。 
 
でも、私は自分で自分の気持ちをコントロールするほかなかった。誰も助けてくれな
い・・・そう思った。同じような環境に暮らす友達に必要以上に甘えるわけにもいか
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ず、ただただ耐えた。ひたすら耐えた。「また心が麻痺する時までなんとか頑張ろ
う」と思ったのを覚えている。 
 
 親の気持ちへの配慮の欠如・・・。親も患者。医師には求めないが、プロまたは経
験者の助けが必要。人のぬくもりが必要だった。 
 
 
まさみさま 
 
 
 
人間同士  2006/10/30 
 
なぜ、世間では医師や看護師を見上げなければならないような風潮が未だ、残るので
しょうか… 
 
なぜ患者は言いたい事をなかなか言えない環境におかれる事が多いのでしょうか… 
 
お互い、同じ「病気」と闘う人間同士なのに。。。 
 
 
 
患者は自分の為に一生懸命治療してくれる医師、看護師を「ありがとう」と労う。 
 
医師、看護師は厳しい治療に立ち向かう患者を労う。 
 
 
 
人間同士。これが当たり前にあるべき姿… 
 
 
目指すは人間同士、心の通い合う温かい病院。 
 
 
まさみさま 
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心を込めて。。。  2006/10/31 
 
「夢の病院が立派に立ち上がりますように。。。」 
 
「イベントが成功しますように。。。」 
 
「スタッフみんな仲良しでいれますように。。。」 
 
「闘病中の方々に私たちの活動が少しでも励みになりますように。。。」 
 
「世界中の小児がんにかかわるすべての人達へ私たちの想いが届きますよう
に。。。」 
 
「天国の子供達が喜んでくれますように。。。」 
 
＜手作りしたTシャツの写真：ブログをご覧ください＞ 
 
色々な思いと心をこめて、イベント当日にメンバーが着る「チャイケモTシャツ」を
一枚一枚、手作りしています。 
 
悲しいかな、色むらやはみ出しや、、、少々難ありですが、（メンバーのみなさんご
めんなさい）それぞれ世界に一枚しかないTシャツです。 
 
まさみさま 
 
 
 
イベントまで秒読み！！  2006/11/04 
 
イベントまであと少し！！ 
 
はさみを持つ手に豆ができ、皮がめくれた夕子ちゃん。 
 
事務局の仕事を休むまもなくこなしているあっこちゃん。 
 
遠く広島の看護学校から精一杯エールを送るよしこちゃん。 
 
娘がずっとひざの上から降りてくれないのに寝る間を惜しんで材料を５００人分用意
してくれたともこちゃん。 
 
そして、Tシャツ、最後の追い込みのまさみさま。 
 
 
大薗先生、河先生からのエールが届き、家族ワーキンググループも元気を取り戻し、
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最後の追い込みに入りました 
 
どうか、たくさんの人が来てくださいますように。。。 
たくさんの人がチャイケモの存在を知ってくれますように。。。 
 
Yoshi体調大丈夫かなぁ、、、 
 
まさみさま 
 
 
 
命より大切なもの？  2006/11/10 
 
先日、看護師をしている友人のお父様がお亡くなりになりました。 
癌の闘病の末、ターミナル期を自宅で迎えられ、とても穏やかに永眠されたのとのこ
と。。。 
友人は仕事の都合、最期には立ち会えなかった、、、と。 
 
 
友人はお父様が亡くなる前から「仕事の都合上（明らかに人員不足）、どうしても休
めない。最期は看取れないことは覚悟している。」と言っていましたが、悲しい
ね。。。 
たかが仕事。されど仕事、、、だけど命より大事？？？と言いたいところだけど、医
療者は仕事自体が命を預かるもの。。。 
今の体制では、どれだけの人がこのように寂しい思いをされているのだろう、、、と
思います。 
 
夢の病院では、そんな時はめいいっぱい温かい対応をしたい。「必要時には心置きな
く仕事を休める環境」患者のケアだけではなく、スタッフのケアも、とってもとって
も大切なこと。 
 
全てにおいて、今、当たり前とされている事の中から「本当に？これでいい？おかし
くない？」と改めて考え直し、新しく「温かく、優しく、強く芯を持ったもの」を作
り出さなければならない。。。強くそう思います。 
 
今回、お亡くなりになった、友人のお父様のおかげで私の中の気持ちを改めて確認し
ました。。。 
 
I さんのお父様、I さんをはじめとするご家族の皆様、、、お疲れ様でした。 
どうかゆっくり心を癒してください。。。 
 
まさみさま 
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イベント大成功！！  2006/11/13 
 
当日、行く道の車で「あっ！！虹やっ！」と長女が窓の外を指さしました。 
なんと！会場近くの空に見事な虹がかかっていました。。。 
「天国の子供達からの応援だなぁ。。。」と胸がきゅんとなりました。 
「よし！何が何でもがんばらねば！！」と気合を入れなおし再び運転に集中。 
少し迷いながら無事に会場へ到着。 
 
とても素敵な小学校でした。メンバー全員で大慌てで準備に取り掛かり、いよいよイ
ベントがスタート！たくさんの子供達が遊びに来てくれました。 
 
家族のワークショップは「工作を作ろう！！」でした。入院中の子供達のベットの上
での限られた遊びの中の大きな割合を占めた「工作」をみんなにも体験してもらおう
という試みでした。 
みんな夢中になって一生懸命に作ってくれました。。。 
 
あっという間に時間は過ぎ、同時進行のシンポジウムも無事終了、かえっこオークシ
ョンを経て、もう片付けの時間。。。 
 
「あ～いっぱいの人が来てくれてよかった。。。みんな楽しそうにしてくれていてよ
かった。。。」感無量です。。。 
 
天国の子供達。残された兄弟、姉妹をもちろん含むチャイケモメンバー、そのほか必
死に応援してくれる人たちみんなが一丸となってやり遂げたイベントでした。 
 
ご協力いただきました皆様、チャイケモメンバー一同心よりお礼申し上げます。。。 
本当にありがとうございました。これからも引き続き応援よろしくお願いします！！ 
 
すばらしい！！ 気分爽快！！ 
 
 
まさみさま 

 
 
 

ホッと一息。。。  2006/11/16 
 
イベント大成功！祝ブログ大賞受賞！！ 
 
。。。とおめでたいことが続きました。。。 
事務局その他は相変わらず忙しいけど、、、 
ここらでホッと一息。。。と勝手に休憩しているまさみさま。（ちなみに今日はマネ
ジメント会議） 
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いつの間にか本格的な秋になり、次に来るのは寒い寒い冬。。。 
毎年この季節になると、天使達のことをとってもたくさん想います。。。 
今頃どうしてるかなぁ、、、寒くないかなぁ、、、 
切なくて、寂しくて涙がぽろぽろ流れるときがたくさんあります。 
 
長女や三女のようにしてやれない、、、もう何もしてやれないのです、、、 
ご飯を作ってやる事も、公園に連れて行ってやる事も、お風呂に入れてやる事も、、、 
抱っこしてやる事さえも、、、 
ただ、お仏壇の前でお花の水を替え、好きだったおやつを供え、手をあわせるだけ。 
いつまでも２歳の写真を見ながら、大きくなっただろうな、、、と想像し、返事が返
ってこないとわかっていながらのお話もむなしく、、、 
 
ここ数年、そのような思いでこの季節を乗り切ってきました。 
が、今年は少し違います。。。 
チャイケモが稼動しだしてから次女にしてやれることがたくさん増えました。。。 
このブログもその中の一つです。。。 
チャイケモの活動で忙しくしていると、次女の世話をしてやれているような気さえし
ます。 
 
毎日次女に報告します。「母さん、今日もがんばってるよ！」 
 
まさみさま 
 
 
 
みんな違ってみんないい  2006/11/18 
 
小児癌の子供達は、感染予防の為に外出時には必ずマスクを着用します。 
薬の副作用で髪の毛が抜け落ちるので帽子もかぶります。 
帽子をかぶってマスクをすると子供の小さな顔はほとんど隠れて見えません。 
なので、よく特別な視線を感じたものです。 
長女が「なんでみんな○○（次女）のこと、何回も見るの？」と私に聞いた事があり
ました。「めっちゃ、かわいいからちゃう？」と答えると、「ふぅ～ん」と単純に二
人とも嬉しそうにしていました。。。 
 
思春期の患児と、そのきょうだいの話です。お兄ちゃんに特別な視線が集まるのに我
慢ならなかった妹が「なんやねん！ジロジロ見るなや！」と涙を流して、くってかか
り、母は何とも言えない複雑な思いをしたと… 
 
アメリカの人気幼児番組には車イスの子供達が普通に出てきますよね。。。 
 



52 

金子みすゞさんのこの詩大好きです。 
 
 
「わたしと小鳥とすずと」金子みすヾ 
 
わたしが両手をひろげても、お空はちっともとべないが、 
とべる小鳥はわたしのように、地面（じべた）を早くは走れない。 
 
わたしがからだをゆすっても、きれいな音はでないけど、 
あの鳴るすずはわたしのように たくさんなうたは知らないよ。 
 
すずと、小鳥と、それからわたし、みんなちがって、みんないい。 
 
 
みんなちがってみんないい。。。 
 
ほんと。。。みんなそれぞれちがって、それぞれみんないい。 
 
まさみさま 
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ナース日記 
 
 
ナース日記①  2006/10/18 
 
看護師ワーキンググループのＹｏｓｈｉです。 
 
日々思っていることを少しずつ書かせていただきます。 
 
私も、理想の小児病院で働きたい！！ 
          
「こども中心の医療」、それが病棟の方針に合わない、点数がとれないから無理、
差別が生じるからダメといってないがしろにされない病院で働きたい！ 
 
思い悩むことは患者様のことを考えるときだけにしたい！なんて私のわがままだろう
か・・・。 
          
でも、小児科は成人とは違うって事をしっかりわかってくれるところで働きたいな
あ。。。 
 
こんな感じでちょっとずつ書いていきます。 
 
ｆｒｏｍ Ｙｏｓｈｉ 
 
 
 
ナース日記②  2006/10/18 
 
採血について 
        
何かの記事を見て、、、3回もさされた、本当に下手だった。というのがあった。そ
の詳細がわからないのでなんともいえないが悲しかった。 
 
こどもの採血は本当に大変なんです。大人と違いじっとしていることは難しいし、押
さえつけて採血となってしまいますが、そのことがさらに恐怖となり大泣きしてしま
う。 
動いてしまい，ずれてしまって，もう一度となると恐怖は倍以上。。。 
そんな悪循環に陥ってしまいがちなんです。。。 
        
こどもが頑張れるようにプリパレーションで説明し、納得してもらい、協力しても
らうことは大切だなあと。。。 
 
みんながこどものことを一番に考えていける環境がやっぱりいいな。 
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新しい病院を自分たちで作るとなると、今まで受動的にやってきた教育研修なども自
分たちでプログラムして実行していかなあかんねんなあ・・・ 
マニュアルも色々作らなあかんし。 
         
もっと色々勉強せなあかんなあ。。。と日々思ってはいるけれど、なかなか進まな
い。。。反省。 
 
 
ｆｒｏｍ Ｙｏｓｈｉ 
 
 
 
ナース日記③  2006/10/18 
 
チャイルドケモハウスが出来たら、将来的には、訪問部門を作って、在宅医療も充実
させたいなあ。 
 
とりあえず、ケアマネ取得を！！ 
        
念願の小児専門の訪問部門の立ち上げのためにとりあえずケアマネを病院設立までに
取得しなあかんなあと思い、ぎりぎりに申し込み、とりあえず本も買ってみた。 
 
しかし、老人のための保険であり、かなり制度がややこしい。。。でも、負けない！
とにかく覚えるしかないのだ。少しずつがんばろうっと。 
 
それはそうと、昨日、仕事の帰り先輩とご飯に行った。 
色々話を聞いてもらった。聞いてもらうだけですっきり、がんばろうって思える。辛
口だけど楽しい先輩だ。 
帰りに食事代を寄付にどうぞって言ってくれた。その心遣いも嬉しかった。 
 
ｆｒｏｍ Ｙｏｓｈｉ 
 
 
 
ナース日記④  2006/10/23 
 
プリパレーションの講習会に行ってきました！！ 
 
講師が大学時代の恩師だったので、びっくりしました。準夜だったのでお話すること
が出来ませんでしたが、とてもいい勉強になりました。 
 
プリパレーションは特別なものではなく、日々のケアの中で、関わるときの姿
勢・気持ちが大切なんだって言っていたのが印象に残りました。 
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先生とまたゆっくり話したいなあ。。。 
 
ｆｒｏｍ Ｙｏｓｈｉ 
 
 
 
ナース日記⑤  2006/11/03 
 
ここ２週間ほど心の風邪をひいてしまっていたら、 
 
体の風邪にもかかってしまいました。 
腸炎です。 
 
深夜勤務直前、嘔吐。。。精神的なもの？と思いつつ、勤務へ。 
やっぱり勤務中にも嘔吐、下痢。。。もう一人のスタッフも同じ症状。 
非常に落ち着いていたので事なきを得ましたが。。。 
 
夢の病院ではやはり突然の事態にも備えた勤務体制を整えたいものです。 
現実的には厳しいかもしれませんが。＋1名での勤務が組めるといいのですが。。。 
 
Yoshi 
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コラム 
 
 
後藤田五訓  2006/09/18 
 
このチャイルド・ケモ・ハウスは、小児がんの子どもとその家族のQOLの向上を目指
していますが、研究会設立時の理念として、小児血液腫瘍に関わる人たちの人材育成
も同時に目標にあげています。 
 
今は亡き後藤田正晴は、警察官僚から政治家へ転身し、副総理、法務大臣などを歴任
した人ですが、中曽根内閣時代に内閣安全保障室の創設に関わり、部下に対して与え
た訓示が後藤田五訓です。 
 
1. 省益を忘れ、国益を想え 
2. 悪い本当の事実を報告せよ 
3. 勇気を以て意見具申せよ 
4. 自分の仕事でないと言うなかれ 
5. 決定が下ったら従い、命令は実行せよ 
（佐々淳行著 重大事件に学ぶ「危機管理」） 
 
これら5つはどのような組織においても、実行する価値のある言葉であると思います。 
医療現場においても大きな視野に立つことは重要であるし、医療行為はまさに危機管
理の連続であるし、またチーム医療の重要性については言うまでもありません。 
 
ここで、私が考え、実際にチームのメンバーに呈示した「十訓＋二訓」を以下に示し
ます。 
 
1) 時間厳守： 社会人としての礼儀、常識 
2) 実効会議： 効率よく、短く、実り多く 
3) 用意周到： 先を読む、後で慌てない 
4) 先手必勝： 後手に回らない、有事を予防 
5) 有事即行： 即断即決、後手に回らない 
6) 一致団結： 三人寄れば文殊の智慧、助け合い 
7) 油断大敵： 最悪の事態を常に考える 
8) 常々勉強： 患者さんのため、患者さんへの礼儀 
9) 時々息抜： 自分のため 
10) 日々疎通： 患者さんのため、皆のため 
 
11) 早寝早起： 早く帰ろう 
12) 一家団欒： 家庭円満、充実した余暇を 
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小児がんの子どもとその家族のQOLのみならず、小児がんの子どもたちに関わるすべ
ての人たちのQOLも大事な問題です。小児科医不足が大きな社会問題になっています
が、過酷な労働環境を改善していくことは、小児血液腫瘍医療を考える上でも大切な
ことだと考えます。 
 
by Ohta 
 
 
 
コウノトリ放鳥1年  2006/09/24 
 
先頃、秋篠宮妃紀子さまのおめでたいご出産がありましたが、ちょうど1年前の今日、
紀子さまは秋篠宮さまとご一緒に、兵庫県豊岡市をご訪問になり、コウノトリの初め
ての放鳥にお立ち会いになりました。 
 
私は同市の出身ですが、昔はそれこそ至るところにたくさんのコウノトリがいたそう
です。私が子どもの頃は、日本産の年老いたコウノトリ１羽がひっそりと飼育されて
いただけで、一般公開もごく限られていたこともあり、国の特別天然記念物とは言え
普段は忘れられている存在でした。 
 
その後、ロシア産のコウノトリを譲り受け初めて繁殖に成功しました。関係者のご努
力により繁殖事業が軌道に乗り、7年前には兵庫県立コウノトリの郷公園としてさら
に環境の整備が進み、現在では100羽以上が飼育されています。昨年から今年にかけ
て数度に分けて10羽以上が放鳥されていますが、いずれも飼育場一帯から離れようと
せず、完全な野生化には至っていないようです。さらなる周辺環境の整備が必要とさ
れています。 
 
翻って、治療が終わった小児がんの子どもたちの巣立ちについて考えてみましょう。
退院後すぐに復学・復園の問題に直面します。身体的、心理的、社会的な事情からう
まく復学・復園できない場合も時に生じます。ここでは、学校、院内学級の先生ある
いは幼稚園・保育園の先生を中心に、親御さん、医療者との間でコミュニケーション
を十分持つことが大切だと思います。級友との継続したコンタクトも復学をスムーズ
にします。就職・結婚といった「自立」は真の意味での大人への巣立ちです。小児が
ん経験者の中には、なかなか思うように就職できなかったり、家にとじこもったりす
る人たちも少なからずいて、心が痛みます。現在、これらの問題に統括的に対処する
組織は存在しません。今後は、外来看護師、臨床心理士、ソーシャルワーカーを含め
て話し合うチームが必要だと考えます。 
 
最後に、秋篠宮ご夫妻が今年の歌会始（うたかいはじめ）の儀で、お詠みになった歌
を紹介します。 
秋篠宮さま 
人々が笑みを堪へて見送りしこふのとり今空に羽ばたく 
秋篠宮妃紀子さま 
飛びたちて大空にまふこふのとり仰ぎておれば笑み栄えくる 
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昨日、豊岡では新たに3羽が秋晴れの大空へ放たれました。 
 
by Ohta 
 
 
 
彩都ふれあい文化祭  2006/10/10 
 
きのうは体育の日、大阪では透き通るような青空がひろがり、すがすがしい１日とな
りました。街には金木犀の香りが漂い、秋を感じていらっしゃる方も多いかと思いま
す。運動の秋、読書の秋、文化の秋、食欲の秋といろいろと楽しみの多い季節ですが、
いかがお過ごしになったでしょうか。 
 
私は久しぶりにお休みをいただいて、千里中央で開催された「彩都ふれあい文化祭」
に行ってきました。プログラムの中のパネルディスカッション「人づくりを考える」
は、彩都の街づくりを前提としたもので、パネリストの先生方のご発表はとても勉強
になりました。 
 
私なりにまとめた概要を書かせていただくと、地域のコミュニティーの中で、老若男
女みながコミュニケーションできる環境づくりがとても大事だということであったか
と思います。また、飾り物の自然ではなく、ありのままの自然を五感で感じることも
大切。ハードとソフトの環境を整える中で、住民が育っていく、街が育っていくこと
が重要。人を育てる・街を育てるのではなくて、自然に自ずから育つことだと。 
 
昔の日本にあった「田舎町」や「下町」によくみられたように、隣近所の人たちがち
ょっとしたおせっかいを焼いてくれて、「ちょっとうっとうしいな」と感じながらも
その目も結局大事で、子どもたちの悪ふざけも少しぐらい大目にみてくれて、それで
いて少し距離をおいて見守ってくれている、「子どもをちょっとの間、面倒を見てや
って」と気軽に言えて、子育ての悩みを相談できる、子どもも大人もお年寄りも社会
で孤立することのない、そんな開かれた社会を持ったホームタウンが理想ですね、と
いう話でした。 
 
なにか、夢の病院づくりにも活かせる話だなと思いながら聞いていました。そして、
彩都の紅葉はどんなかなと少し楽しみになりました。 
 
by Ohta 
 
PS. 詳しい内容は、後援していた読売新聞の紙上で１０月下旬に発表されるそうです。 
 
 
 



59 

 
小児科・病院勤務医の現状  2006/10/15 
 
今年開催された日本小児科学会で、同学会「小児科医のQOL改善プロジェクトチー
ム」による緊急提言がありました。その一、労働時間を週60時間に短縮。その二、完
全休日を月3日。 
 
同チームは無作為に抽出した小児科学会会員のうち、回答が得られた948名を対象に
検討をおこないました。それによると、小児科医は長時間労働にさらされ、短い睡眠
時間（平均5.6時間）、少ない完全休日日数（月平均1.9日）を余儀なくされている現
状が浮き彫りになりました。20代、30代の若手医師の当直回数は月4-5回に及びます。
労働時間については、大学病院勤務医の場合、平均週73時間でした。これらの数字は
あくまでも平均で、地域や専門グループによって大きく幅があると考えます。 
 
私が特に問題と感じているのは、別の調査でも明らかになった「当直翌日が通常業
務」という実態です。当直が明けて翌日の17時まで働くとしたら、連続勤務時間は
24+8=32時間を数えます。これは、人命を預かる職業であることを考えると常軌を
逸脱しています。もちろん仮眠を取れる場合もありますが、熟睡できているわけでは
ありません。疲労は危機管理上最大の敵なのです。 
 
なぜ、これほどまでに小児科医は忙しいのでしょうか。要因は数多くあります。医療
側から視ると、小児救急医療を中心とした小児医療提供体制の構造的欠陥（集約化の
不備）、小児科医志望者数の減少、女性小児科医師の子育てによるセミリタイア、病
院勤務医から開業医へのシフトが背景にあります。患者さんの観点からは、核家族
化・共稼ぎ家庭の増加・生活スタイルの24時間化によるごく軽症のお子さんの夜間受
診の増加、加えて、専門医志向・大病院志向などがあげられます。 
 
なかでも、開業に伴う病院勤務医の中堅医師の激減は大きな問題です。これは、最初
にあげた病院勤務医の過剰労働とともに、収入の低いことがその主な原因です。過剰
労働が病院勤務医の減少をもたらし、残った勤務医の労働環境を悪化させる悪循環が
形成されています。さらに、病院内での立場も弱くストレスを強く感じています。病
院の診療報酬（利益）は診療所（開業医院）に比べ低く抑えられており診療経費も嵩
むため、病院の小児科は赤字部門として常に経営上の圧力にさらされているからです。
同じ理由で、診療報酬の高い時間外診療を余儀なくされている病院も多いと予想され
ます。 
 
小児科病院勤務医は子どもの病気を治したいという職業的使命感と、その過程で得ら
れる満足感のために、少ない収入でも喜んで働いています。しかし、あまりの忙しさ
と患児の病気のリスクゆえ、誇りと士気が低下して、楽で安全で収入も安定している
開業医を選択する医師が増えたと推測されます。この場合、必ずしも多額の報酬を望
んでいるのではなく、それなりに自分の時間が持て余裕のある生活ができれば良いと
思っているのです。 
 
解決策はあるのでしょうか。小児科医を増やす他ありません。小児科医に憧れている
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医学生・研修医は決して少なくはないと私は感じています。小児科の厳しさを前に躊
躇するのです。労働環境の整備は緊急の課題です。働き甲斐のある職場を作る努力を
すべきです。そのためには、厚生労働省や地方自治体が積極的に小児救急体制の整備
をおこない、女性医師が子育てしながらでも十分に働ける環境を作ることも必要でし
ょう。厚生労働省には、小児科の診療報酬を大きく引き上げることも是非お願いした
いところです。私たち現役の小児科医は医学生や若い医師へ、魅力ある教育・指導を
通して小児科の素晴らしさを伝えていかなければなりません。 
 
言い尽くされていることですが、子どもは社会の宝です。将来の日本を背負って立つ
のは子どもなのです。少子化対策も大事です。そして、生まれてきた子どもたちが安
心して受けられる小児医療も大切です。心も身体も大事に育てなくてはなりません。 
 
真剣に将来の小児医療を考えないと、早晩、立ち行かなくなります。現実、小児救急
医療が崩壊した地域はたくさんあります。世間の人たちが小児科医に対して温かい眼
差しを向けてくれるような社会の醸成を期待しています。 
 
最後に、過労と重圧に耐えきれず自殺した小児科医の記事をご紹介します。亡くなっ
た小児科医の娘さんはその翌年医学部へ入学し、亡くなった父が「小児科医にだけは
なるな」と言っていたその小児科医を目指して、この春から研修を始めました。娘さ
んの思いが詰まっています。 
産經新聞：崖っぷちの小児医療(1) 
http://www.sankei.co.jp/life/sonota/060417_001.htm 
 
by Ohta 
 
PS. 上記の産經新聞の記事は5回連載の第1回目のものです。興味のある方は、2回目
から5回目の記事もご覧ください。最終回では、豊能広域こども急病センターを取り
あげています。 
産經新聞：崖っぷちの小児医療(2) 
http://www.sankei.co.jp/life/sonota/060418_001.htm 
産經新聞：崖っぷちの小児医療(3) 
http://www.sankei.co.jp/life/sonota/060419_001.htm 
産經新聞：崖っぷちの小児医療(4) 
http://www.sankei.co.jp/life/sonota/060420_001.htm 
産經新聞：崖っぷちの小児医療(5) 
http://www.sankei.co.jp/life/sonota/060421_001.htm 
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「シャボン玉」と「七つの子」  2006/10/26 
 
先日、ある方からとてもいい話を聞かせていただきました。ご許可を得て、皆さんに
ご紹介させていただきます。 
 
20年以上前の話です。奥様が二人目のお子さまの出産のため、上の男のお子さまを連
れて実家に帰っていらっしゃっていたとき、男のお子さまが白血病を発病されました。
ご夫妻のご苦労、ご心労はいかばかりであったでしょう。奥様が病気のお子さまの看
病をするため、生まれてきた赤ちゃんは乳児院に預けられ、母乳を知らずに育ったそ
うです。当時は輸血製剤の供給が十分でなく、ご主人は献血のお願いに奔走し、また、
ご自身も頻回に献血されたそうです。ご夫妻の願いも届かず、お子さまは3歳７か月
の短い生涯を閉じられました。 
 
失意のなか、ご主人は時間を作ってはいろいろなところに説法やお話を聞いて回る生
活が始まりました。その後、二人目のお子さまと三人目のお子さまが、上のお子さま
が亡くなったちょうど3歳7か月を迎えたところで、どこかの説法で聞いた童謡「七つ
の子」の話が脳裏を巡ったそうです。 
 
のちの詩人、野口雨情は、若い頃は世間に認められず詩作を一度はあきらめ、新聞社
に就職しましたが、そこでもうまくいきませんでした。そのころ、ようやく授かった
最初のお子さまを、可愛がろうとしていた女のお子さまをわずか生後8日目に失った
のです。絶望の中で職を転々とし、次第に酒に溺れるようになりました。そして、さ
らに雨情が39歳の時、四女のお子さんを2歳で亡くしたのです。その後のある日、亡
くなったお嬢ちゃんが夢の中に出てきました。お嬢ちゃんは目に涙を浮かべて泣いて
いたそうです。自分の不甲斐無さを思い知らされ、亡くなった娘さんたちのためにも
頑張ろうと誓ったのでした。そんな中、お二人のお嬢さんへの想いを歌にしたのが
「シャボン玉」でした。早くに亡くなった二人の娘さんをシャボン玉に重ねているの
です。そして、歌の最後、「どうか風が吹いてこわされず、飛んでいって」と願いを
込めているのです。 
 
野口雨情が生きた大正までの時代は、今とは違って乳幼児の死亡率は極めて高く、７
歳を迎えると親は安心したと言います。七・五・三の習わしがそのことを物語ってい
ます。野口雨情は、その後授かった男の子が元気に７歳を迎えることができたとき、
わが子への愛情を精一杯込めて作った歌が「七つの子」なのです。 
 
ご主人はそうした説法を聞きながら、お子さまを失った悲しみを、少しずつ少しずお
癒しになったのです。心の中で一区切りがつくのに10年かかったとおっしゃっていま
した。今でも、時間があればそうした話を聞きにいらっしゃるとのことです。 
 
母乳を知らずに育ったお嬢ちゃん、そして、その後お生まれになったお坊ちゃん、お
二人のお子さまは成人され社会人として働いていらっしゃるそうです。 
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「シャボン玉」 野口雨情 
 
シャボン玉飛んだ 屋根まで飛んだ 屋根まで飛んで こはれて消えた 
 
シャボン玉消えた 飛ばずに消えた 生まれてすぐに こはれて消えた 
 
風々吹くな シャボン玉飛ばそ 
 
「七つの子」 野口雨情 
 
烏 なぜ啼くの 烏は山に 可愛い七つの 子があるからよ 
 
可愛 可愛と 烏は啼くの 可愛 可愛と 啼くんだよ 
 
山の古巣に 行つて見て御覧 丸い眼をした いい子だよ 
 
by Ohta 
 
 

 
人類の叡智  2006/11/05 
 
以前に沖縄の慶良間諸島を旅したとき、夜空に広がる満天の星に感動しました。星は
触ることはできませんが、世界中で簡単に見ることのできるとっても古い考古物です。
今、肉眼であるいは望遠鏡で見ている星の光は、何百年、何万年、何百万年、あるい
は何億年前に星を出ているのです。 
 
宇宙がビックバンによって生まれたのは約140億年前、地球が誕生したのが約46億年
前です。地球上ではその後約38億年前に原始生命が誕生してから、ゆっくりゆっくり
時間をかけて進化が進み、多細胞生物、脊椎動物を経て、初期の人類が誕生したのは
約600万年前です。それでも十分昔の話です。 
 
それから約30万年前にかけて、類人から、原人、新人（現在の人類：ホモ・サピエン
ス）へと進化する中で、最初の重要な出来事はご存知のように二足歩行（直立歩行）
の確立でした。二足歩行を始めたことで手を自由に使うことができ、物を持って歩く
ことが可能となり、石器を作ることができるようになり、火を使うことや料理をする
ことも可能になりました。二足歩行はどう猛な動物の中にあって、体を大きく見せて
威嚇することにも役立ちました。同時に知能を向上させ、脳を大きくしていきました
が、このことは、石器を使ってカロリーの高い肉を食べることができるようになった
ことも関与しています。 
 
二足歩行は、よく知られているように、産道を形成する骨盤を小さくし、体に比べ頭
の比較的大きい赤ちゃんを産むこともあって、妊娠期間は短くなりました。そのため、
未熟な状態で赤ちゃんが生まれ、親の温かいケアが必要になりました。この育児環境
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をうまく機能させるために、家族や親族、さらに、集団での社会が発達していきまし
た。さらに、二足歩行によって声帯を含めた喉頭の位置が下がり、発声することが容
易になりました。また、固い植物ではなく柔らかい肉を食べるようになって、あごの
構造が変化し、口や舌の筋肉の動きが繊細になったことで、さまざまな母音や子音を
発声することが可能になったのです。実際の言葉としての発声が確立していったのは、
約10万年前から約1万年前までの随分後になってのことです。 
 
言葉・言語の獲得は、いうまでもなく、人類の最大の特徴である社会性の醸成に大き
く寄与しました。私たちは、私たちの祖先が気の遠くなるような長い時間をかけて培
ってきた言葉によるコミュニケーションを大事にしていく責務があります。現代社会
におけるさまざまな社会問題に対しても、人間同士のコミュニケーションをもって解
決にあたろうではありませんか。人間の知恵と言葉による対話・議論をもってすれば、
解決に近づくと私は信じています。 
 
余談になるかもしれませんが、何百万年とかけた人類の進化を、1年あまりの間の赤
ちゃんの発達に見ることができます。生後3~4か月で首が座りますが、これは、重力
に抗した垂直方向への姿勢維持の確立で、二足歩行への第一歩です。お座り、ハイハ
イを経て、1歳頃のひとり立ちは二足歩行への準備の完了で、つたい歩きから一人歩
きで二足歩行は完成です。言葉の発達も喃語から始まって、1歳前後で意味のある単
語を発するようになります。その後、2語文から複雑な文へと発達が続き、言葉のキ
ャッチボールができるようになります。 
 
これからの季節、都会の夜空でも冬の代表的な星座、オリオン座を見ることができま
す。調べてみると、向かって左上に赤く輝く1等星・ペテルギウスは500光年のかな
たにあり、対角線上の右下に青白く輝く1等星・リゲルは700光年離れています。私
たちはそれぞれ、500年前、700年前に発せられた光を見ていることになります。 
 
by Ohta 
 
 
 
リード・マネジメント  2006/11/14 
 
先日のNPO法人「チャイルド・ケモ・ハウス」設立記念イベントには、たくさんの
方々にお集りいただき、ありがとうございました。盛況のうちに無事終えることがで
き、関係者一同、胸を撫で下ろしております。今後ともなお一層のご支援を賜ります
よう、よろしくお願い申しあげます。 
 
さて、かえっこバザール会場では、マラカスやティアラを手作りしたり、お絵描きを
したり、聴診器を耳にあてたりしながら、子どもたちは生き生きした表情を出してく
れていました。かえっこオークションでは、お目当てのオモチャが出てくると，大人
顔負けの掛け合いも聞かれました。そこには、普段よくみるゲームボーイやカードゲ
ームに熱中する姿はなく、本来あるべき子どもの「遊び」を見たような気がします。
現代の子どもたちも環境さえ与えてやれば、どうしてどうして立派なものだと感じま
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した。また、子どもたちが主人公で、回りの大人たちが教える・支えるといった構図
はとても素晴らしいものだと再認識しました。社会の「宝」は大切に育てたいですね。 
 
「人材」という言葉をよく使いますが、私は「人財」という漢字をあてたいといつも
思っています。「もの」ではなく「たから」と考えて育成することを心がけています。
そして、私の究極的な目標は、そういう考えをもったリーダーを育成することです。
そのためにどうしたらいいかを考え続けています。もちろん、その前に私自身がリー
ダーとしての資質を獲得していないといけませんが。（現実はまだまだです） 
 
「ボス・マネジメント」と「リード・マネジメント」という二つの対立する概念があ
ります。マネジメントにはこれら以外にもいろいろとありますし、場面場面で取るべ
きマネジメントは変わり得ることもあるかと思いますが、ご紹介します。 
 
左側に「ボス・マネジメント」、右側に「リード・マネジメント」の考え方を示しま
す。 
 
「ボス・マネジメント」 ̶ 「リード・マネジメント」 
誰が悪かったかを探す ̶ 何が悪かったかを探す 
欠陥の責任を取らせる ̶ 欠陥を防ぐ方法を調べる 
駆り立てる ̶ 導く 
権威を頼みとする ̶ 協力を頼みとする 
「私」と言う ̶ 「私たち」と言う 
恐れを引き出す ̶ 確信を育む 
どうするかを知っている ̶ どうするかを示す 
責める ̶ 誤りを正す 
けなす ̶ 褒める 
仕事を単調なものにする ̶ 仕事を興味深くする 
個人の達成を強調する ̶ グループの達成を強調する 
「仕事をしろ」と命令する ̶ 「仕事をしやすくする」方法を確立する 
 
[Philip W. Hurst:  One man’s strategy for growth, change, and profit; 邦訳 眞
田茂人：ベスト・リーダーシップ物語] 
 
簡単に言えば、ボス・マネジメントは視点が過去に向いている「後ろ向き」の概念で、
「人を変える」ことを前提にしています。しかし、実際、言われて変わるほど人間は
単純ではありません。「人はそう簡単には変えられない」現実がそこにはあります。
それに対して、リード・マネジメントは将来に向けた「前向き」な考え方で、「人は
変わる」という信念に基づいています。 
 
私はこのリード・マネジメントの考え方を実践しようと心掛けていますが、つまると
ころ、こういったことをごく自然にしていける環境づくりが一番大切ではないかと考
えています。その環境づくりとは二つ。一つは「システムづくり」であり、もう一つ
は「何でも言いあえるコミュニケーション」です。 
 
かえっこバザール会場の「お絵描きコーナー」で描かれていたのは、子どもたちの考
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える「夢の病院」でした。ひとつひとつの作品が、ひとりひとりの視点が「鋭く」表
現された素敵な病院でした。子どもたちの視点も十分に考えた、子どもたちが主人公
だということを忘れない「夢の病院」をつくりたいものですね。 
 
by Ohta 
 
 
 
「シャボン玉」ふたたび  2006/11/15 
 
少し前に、本コラム欄で童謡「シャボン玉」と「七つの子」の話を書きましたが、野
口雨情のお子さんのことでご指摘をいただきました。諸説があり少し混乱しておりま
したので、納得いたしました。ありがとうございました。 
 
野口雨情はお二人のお子さんを幼くして亡くしているそうです。明治41年、雨情が
26歳の時、長女みどりちゃんを生後8日で亡くし、大正10年、39歳の時、四女恒子
ちゃんを2歳で亡くしています。その翌年の大正11年に、仏教雑誌「金の塔」に「シ
ャボン玉」を発表しています。 
 
「シャボン玉」の歌詞の最後、「風々吹くな」の風は、仏教的な考え方による「無常
の風」を表しているそうです。仏教の言葉「諸行無常」にある無常と同じ意味合いを
持っています。 
 
ご指摘を踏まえ、以前のコラムに手を加えました。 
 
＊諸行無常：現実存在はすべて、すがたも本質も常に流動変化するものであり、一瞬
といえども存在は同一性を保持することができないことをいう。（Wikipediaより） 
 
by Ohta 
 
 
 
育む  2006/11/17 
 
栄えあるCANPANブログ大賞をいただきました。ありがとうございました。読者の
皆さまの温かいご支援の賜物と感謝申しあげます。引き続き私たちの想いを精一杯発
信して参りますので、今後とも何卒よろしくお願い申しあげます。 
 
現在、CANPANブログ・トップページのピックアックブログの紹介欄で、当ブログ
をご紹介いただいておりますが、そのなかに以下のような紹介文が載っております。 
 
『小児がん治療中の子供と家族の暮らしを豊かにし、笑顔を育むための「夢の病院」
設立を目標に掲げ、見る者全てを惹き付けてやまない大賞ブログを是非ご覧下さ
い！』 



66 

 
このような過分なご紹介をいただき、身に余る光栄でございます。ありがとうござい
ます。 
 
さて、この中にある「笑顔を育む」という言葉はとても素敵ですね。 
 
「育む」と書いて「はぐくむ」と読む。この日本語の美しい響き。 
 
夢を育む、未来を育む、愛を育む、創造を育む、知を育む、意欲を育む、豊かなここ
ろを育む、豊かな感性を育む、豊かな人間性を育む、 
 
いのちを育む、からだを育む、健康を育む、人を育む、母性を育む、生きる力を育む、 
 
家族を育む、地域で育む、文化を育む、みどりを育む、自然を育む、社会を育む、コ
ミュニケーションを育む、  
 
そして、 
 
子どもの夢を育む、子どもの感性を育む、大人が育む、みんなで育む。 
 
次世代を育む。 
 
by Ohta 
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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. 
 
 
 
Wednesday, October 04, 2006 
  A heartwarming scene in a pediatric ward 
 
A conversation between a two-year-old boy and a pediatrician. 
 
Doc: Open your mouth wide and say aah! Good job! 
Boy: What's that? 
Doc: A flashlight. 
 
Boy: What's that? 
Doc: A flash-light. 
 
Boy: What's that? 
Doc: A fl-a-sh-l-igh-t. 
 
Boy: What's that? 
Doc: An electric torch. 
Boy: That's a flashlight. 
Doc: You're able to say the word, aren't you? – Laughter all around – 
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It is children that really refresh pediatricians. 
 
------- 
Written by S. Kusuki. 
Translated by H. Ohta. 
 
 
 
Monday, October 09, 2006 
  Children in my heart 
 
Some children with cancer survived, but others passed away. I keep rather deceased 
ones in memory. 
 
I recall this and that: 
“He/she used to look forward to watching this program.” 
“He/she loved this character.” 
“This cuisine was his/her favorite.” 
“His/her mother had a fierce temper.” 
 
Falling in with cancer, I think, is out of luck, but not an unhappy incident. Children may 
learn something, feel others’ kindness, and get to be kind to others by experiencing a 
serious illness. You might think it is not so easy, but I believe that. 
 
To share the belief with children and their family, I thought that we needed to educate 
staffs and build up a well-equipped hospital. This is partly why I decided to set up this 
project. 
 
----- 
Written by S. Kusuki. 
Translated by H. Ohta. 
 
 
 
Tuesday, October 10, 2006 
  Pros and cons 
 
Imagine a situation where childhood cancer survivors work for medical service. What 
do you think whether they should talk openly about the illness or not? 
 
In my experience, most cancer survivors seem to hide the fact in their workplace as 
nurses, counselors, or doctors. Knowing the fact, often indirectly after a long while, I 
wonder why they didn’t let me know. 
 
We, parents of a child with cancer, can’t consult others with ease about worries during 
therapy. We tend to pile up worries within ourselves, thinking that others can’t 
understand such a frightening story, and that, first of all, they can’t know how to 
answer. This sense of alienation brings about huge stress of our daily life. 
 
I often had to make an ultimate decision about the life of our child. And besides, as 
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soon as possible, and by myself or by my husband and me only. It was extremely 
daunting and painful. 
 
We would have been relieved a lot if I had talked to medical staff in such a situation 
who had similar experience. 
 
If they work speaking out of a full heart about their experience, they may have to 
overcome various obstacles. If they work hiding the fact, however, I apt to feel that 
they don’t work efficiently. It would be a waste. 
 
What do you think? 
 
------ 
Written by Masami-sama. 
Translated by H. Ohta. 
 
 
 
Thursday, October 12, 2006 
  -One Month Ahead- 
Kaekko Bazaar in Saito, Osaka 
 
Kaekko Bazaaaaar!  
- Let's Play with Exchanging - 
 
Let's get together with toys! And get points and exchange them for another cool toys! 
It's VEEEEERY FUN! Of course, kids without a toy are very welcome. You can get 
points from easy games or lectures. 
 
--------------------------- 
Kaekko Bazaa 
（日本語での案内はこちら） 
 
Date: November 12, 2006 
 
Saito-nishi elementary school 
5-8-1 Asagi, Saito, Ibaraki-shi, Osaka 
 
Kaekko Bazaar 
12:30 - Registration 
15:30 - Auction 
 
Symposium in commemoration of setting up an incorporated NPO, "Child 
Chemo House." 
13:00-14:30 
 
ATTENTION! 
1. Please bring a pair of slippers. You are not allowed to enter the venue with your 
shoes on. 
2. No parking lot is available. You are encouraged to use public transportation. Please 
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get on a bus bound for Saito-asagi at Senri-chuo station, and get off at the terminal. 
 
 
 
Sunday, October 28, 2006 
  Time Bank 
 
Dr. Masahiko Mori, who I respect, always tackles everything in earnest with being 
highly motivated. He introduces a story about “Time Bank” replying to a question what 
motivates him so much. 
 
Imagine the following bank. Every morning the bank empties your account and 
transfers $86,400. Unless you use up the money, it will be gone. What would you do 
with it? Of course, you would withdraw all the money. 
 
Each of us does have a similar bank. It’s a bank of time. 
 
Every morning you receive 86,400 seconds; every night the unused time is gone, 
which is never add to the next day’s time.  
 
Every morning your account is opened; every night the rest of time you left is gone. 
Unless you use up the time, you end up losing it. 
 
You can not go back the past. You have to live in the present using the time given. So, 
make a maximum investment in your time and make a maximum effort for your health, 
happiness, and success. 
 
Clock’s hands never stop running. 
 
To understand the value of one year, ask a failed student. 
 
To understand the value of one month, ask a mother who gave birth to a premature 
baby. 
 
To understand the value of one week, ask an editor of weekly newspaper. 
 
To understand the value of one hour, ask a person waiting for his girlfriend or her 
boyfriend. 
 
To understand the value of one minute, ask a person who has just missed a train. 
 
To understand the value of one second, ask a person who has just escaped an 
accident. 
 
To understand the value of 0.1 second, ask an Olympic silver medalist. 
 
So, do place the importance on every second. 
 
You do not know about tomorrow at all. 
Today is given to you. 
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That’s why now is called “present.” 
 
----- 
Written by S. Kusuki. 
Translated by H. Ohta. 
 
 
 
Wednesday, November 01, 2006 
  Heart to heart - Fellow human being - 
 
Why do patients or their family still tend to stare in awe at medical doctors or nurses? 
 
Why are they stuck in a situation where they could not say what they want to? 
 
Both of patients and medical staffs are fellow human beings who fight the same illness, 
though. 
 
Patients or their family express their thanks to medical staffs who devote themselves 
entirely to care of the patients; doctors or nurses give great comfort to the patients. 
 
Heart-to-heart. Person-to-person. This must be an ideal situation!  
 
It is a warm hospital filled with heart-to-heart relationships that must be aimed for. 
 
----- 
Written by Masami-sama. 
Translated by H. Ohta. 
 
 
 
 







子どもたちの描く「夢の病院」①　



子どもたちの描く「夢の病院」②　



 

 
 

編集後記 
 

最初の研究会から1年、最初は誰もが「そんな夢みたいな話」
と思っていました。私もそうでした。今でも「やっぱり無理ち
ゃうかな」と。 
 
しかし、イベントの成功、CANPANブログ大賞の受賞と、数
多くの皆さまの温かい励ましをいただき、「ひょっとしたらい
けるんちゃうか」とも思うようになってきました。 
 
この冊子は、ブログの内容をカテゴリー別に編集し直したもの
です。「夢の病院」のイメージ図とイベントのちらし、さらに、
イベントで子どもたちが描いた「夢の病院」も入れてあります。 
 
私たちの熱い想いが皆さんの心に届けば幸いです。 
 

（チャイルド・ケモ・ハウス監事 太田秀明） 
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