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聖路加国際病院
小児総合医療センター長

になっています。先天性心疾

なかった子どもが助かるよう

難病の子どもと
ご家族に
楽しい日々を
タケダ・ウェルビーイング・プログラムは︑長期にわたり
病気療養する子どもたちとそのご家族をサポートする
NPOやNGOを応援しています︒長期療養の子どもた
ちを取り巻く環境の現状と課題を︑聖路加国際病院・小
児総合医療センター長の細谷亮太先生にうかがいました︒

ら専門を決めることになって
いたんですけれど、医者にな

なら、 年後のお母さんはま
だ 歳ですよね。それまでの
年間、家の中だけにずっと

ってしまう人たちのそばにい

って短い時間のうちに亡くな
を作り直して、 年 年動く

年しか生きられなかった心臓

ごいですよ。これまでなら数
領域に、そういう大変な人が

んまりだと思います。色々な

いるような生活というのはあ

患の治療技術の進歩なんかす

私が大学を卒業して聖路加
たい、という気分が強かった

りたての私は、頑張って頑張

に来たのは1972年、もう

子どもたちとの
向き合い方について
教えてください。
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んですね。それで「小児がん
す。ただそれでも、 歳にな

ようにすることもできるんで
おけないなと思うんです。

いるんだと考えると、放って

目に決めました。

る頃には、心臓移植が必要に

てきた難病の子どもたちとそ

でも診られるようになってか

ます。でも、昔はボランティ

院も少しずつ開かれてきてい

がんに限らず、昔なら助から

い思いをしている人もいます

っておかれて、かえってつら

思うようになったことから放

色々な所にあります。多分、

信 仰 み た い な も の が、全 国

して考えようという土俗的な

より先に死んでしまうかもし

の親が、
“生まれてきて良か
アが比較的自由な感じで入れ
よね。

つらい思いをしないで、ちゃ

なったりします。

ったな”
、
“楽しかったな”と
ていたのが、今はボランティ

私は仏教徒ですけど、キリ

が卒業をした時は、公費負担

くなってきたと思います。私

お金や制度の面はだいぶ良

いですから、とてもいい方向

るのが大変になっているくら

てくれる方が多過ぎて整理す

たとは言え、お手伝いをして

必要なことだし、厳しくなっ

れは子どものことを考えれば

な気がしますね。しかし、こ

管理が厳しくなっているよう

もちゃんとやってと、段々と

す。

の文化はとても貴重で重要で

いく、そういう感性の日本人

ごと形を変えて時間も過ぎて

つながりの周りで自然が季節

で人と人がつながって、その

が一番大事なことだと。ご縁

対してどう接するかというの

つくづく思います。弱い人に

す。

にしないといけないと思いま

るという誇りを失わないよう

い人を守ろうとした国民であ

そういうことをしてでも、弱

したのだと思うんですよね。

の知恵として、言い伝えを残

ます。聖路加は昔からボラン

病院自体も変わってきてい

げるのが申し訳ないかな」と

思 う ん で す け ど、
「構って あ

にするようになったからだと

プライバシーの侵害などを気

持った子が集落に生まれたら、

日本では、例えば障がいを

ていくはずです。けれども、

いうものが自然と醸し出され

たちが集まった時には、そう

親より先に死ぬかもしれない
そんな運命を背負った子どもと親に
生まれて良かったと感じてもらいたい

集落に幸せを運んでくる人と

同じフィーリングを持った人

今でも恐らく、地域の中で

の仕組みがちゃんとでき上が

に向かっています。

仲間になった難病の人たちが

れない運命を背負って生まれ

感じてくれるような日をでき
アコーディネーターがきちっ

んと生きていけるための生活

お母さんが 歳で産んだ子

るだけ多くしたいと考えて、

スト教の病院に 年もいて、

25

40

ってなかったから、小児がん
って大変でした。けれども

昔は昔で社会に偏見はいっ

社会や個人の
関わり方という面では
いかがでしょうか。

ように神経疾患の難病の人た

ぱいあったけれど、人情もあ

ティアを積極的に受け入れて

りました。今は世の中の人が

いましたけれど、国公立の病

るようになりました。

ちもそういう仕組みで診られ

き上がっていきました。同じ

年後ぐらいには、仕組みがで

4

の治療にはとてもお金がかか

子どもたちを
取り巻く環境、
特に医療まわりでの
変化を感じていますか。

といて、保険も入れて、講習

それから 年経って、小児

だから、お父さんお母さん

をやろう」と、 年目か 年

30

30

年も前のことです。当時、

小児がんの患者さんは、ほぼ
全員亡くなっていました。小

4

活動しています。

児科医は、一通りどんな病気
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なければなりません。

は、とても大事なことと考え

社会に発信し続けるというの

せんよ」というようなことを

私たちはそんなんじゃありま

と だ と 思 い ま す し、
「元々の

るわけです。とても寂しいこ

ど、今は道を訊かれたら逃げ

って教えてもらっていたけれ

は、別の大人の所に連れて行

から道を訊かれて知らない時

昔だったら、子どもが大人

そうもいきませんよね。

日本全体としては、なかなか

た。それ以来、いいことをす

ようなことが書いてありまし

ている親は恥を知れ」という

「偽善者の卵みたいのを育て

団よろしく開けて読んだら、

手紙だなんて感じで少年探偵

たので、匿名の手紙は怪しい

がたまたま机の上に置いてい

の封書が届いて、それを親父

た。ところが親父の所に匿名

いことをしたと思っていまし

町の役場に持って行って、い

いいから」と言って集めて、

しの洋服でも毛布でも何でも

だけ持ってこようね、使い古

す。次の朝、まだ誰にも公開

という取り組みを行っていま

で一緒に一晩泊まってもらう

どもとご家族、医師と看護師

寮に、人工呼吸器を着けた子

水取りの時お坊さんを泊める

例えば、東大寺さんは、お

んど要らないものもあります。

活動の中には、お金がほと

ます。

たちと連帯を組もうとしてい

てもらおうと活動している人

ら今でも難病の子どもにも対

なれると実感しました。だか

の中で人間と触れ合って強く

している子どもたちも、自然

通じて、とてもつらい思いを

企画しています。キャンプを

どもたちを集めたキャンプを

ということで、小児がんの子

代を過ごせないのは気の毒だ

ードです。そういう子ども時

いような気もします。

もちろん他人に構うのを躊
る時には相当気をつけるよう
されていない早い時間に大仏

歳末か台風の後だったかの助

にトラウマがありましてね。

すごく厭でした。小学生の時

も、偽善的だと言われるのが

に見える形で何かをする人た

困っている人たちのために目

しょうがない”と思いながら、

ても、
“そう言われることは

ると、たとえ偽善者と言われ

それでも日本の今後を考え

所の奥さんたちがお粥を作っ

てくれるものを出したり、近

は、地場の企業が現物支給し

て、朝ご飯を食べます。ご飯

らって、お参りして帰ってき

のすぐお膝の所まで上げても

殿を開けてもらって、大仏様

した。財団法人になる時、変

プは、公益財団法人になりま

の「そらぷち」というキャン

私たちのやっている北海道

金がかかります。

が大きくなればなるほど、お

すけれども、やはりキャンプ

象を広げて続けているわけで

た私にとって、自然はキーワ

ぱいあった時に時代を過ごし

せん。まだ日本に自然がいっ

うとばかりも言っていられま

するようなことになると、そ

でも、自然の中でキャンプ

躇してしまうという気持ちも
になりました。

け合い運動の時に、
「みんな
ちが出てこないといけない時
てくれたりします。そういう

NPOなどの団体を
運営する上で、大切な
ことはありますか。

分かるんですよ。実は私自身

で何とかしてあげよう」とク
代なのでしょう。

室の後ろの方に段ボール箱を
子どもたちに楽しい思いをし

そんなわけで私も、難病の

か理解されません。例えば

るというのが、本当は一番い

小さな気持ち、あるものでや

しまうので、モデルになるよ

な組織だとグズグズになって

学級委員か何かをしていて、

ラスで決議したんですね。教
置 い て、
「持って こ ら れ る 人

なあとは思いますよね。

キャンプ」というポール・ニ

イン・ザ・オール・ギャング

えました。そこで、
「ホール・

をしたら潰れないだろうと考

るというのも大変に重要なこ

裏付けのために、お金を集め

とがあります。その経済的な

あれもしてあげたいというこ

すから、これもしてあげたい、

〝想い〟で溢れているわけで

運営をやってくれればとても

プロのような人たちが組織の

とか税理士さんとか、会計の

そのためにも、弁護士さん

寄付者に怒られますよね。

いう広告に使ったら、きっと

円 を、
「ご 寄 付 く だ さ い」と

の私の偽善者と言われたくな

なさっている。でも、さっき

ようになって、色々なことを

そんな課がどの会社にもある

ってそういうことですよね、

支 援 す る 企 業 に どん な
期待をされますか。

うな既存の財団を一つ決めて、

億円の寄付収入のうち 千万

ューマンが作ったキャンプ場
とですよね。アメリカ的な感

いいと思うんですけど、気持

いというのと同じだと思うん

現場で働いている人たちは

と提携することにしました。

覚で言えば、 億円の資金を

ちはいっぱいあるような人が

ですけど、企業のイメージア

いうことを理解してもらえる

言うところの「経営のできる

ップのためと言われたくない

しよう課」ができて、CSR

最近は各企業に「いいこと

でも、やっぱりものすごく大

集める時に、経費として 千

たくさん集まっても、会社で

ることもできたんですけど、

うようなこと、ありませんか。

から、隠れてやっているとい
どのNPOもそういうところ

もっともっと、いいことをし

ことだと思います。そういう

いますし、それは素晴らしい

ちは増え続けていると感じて

いう資金を提供してくださっ

世の中にたくさんいて、そう

しようと思っている人たちは

人たち自身が、
“いいことを

本当は、お金を受け取った

ていると言った方がいいんじ

現場の人たちが持っている熱

ている人たちもたくさんいる

ります。

い〝想い〟を消さないように、

んですよ”と言えるような社

ゃないでしょうか。

何とかしてでもNPOや財団

会になれば、一番いいんでし
ょうね。

法人などを運営するというこ
です。

とが、すごく重要なことなん

〝想 い〟を 持って い る 人 た

に、ちょっとした大変さがあ

人」がなかなかいないんです。

現場の人の熱い想い
消さないことが
NPOや財団では重要

わけですが、日本ではなかな

1

やっぱりお金がもっとあれば

変なんです。みんな一生懸命
頑張ってやってくれたので、

万円から 千万円は必要だと

それと同じような組織で運営

1

何とかできあがって、提携す

3

3

4
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プログラムの
5年間を振り返る。
そして未来へ
タケダ・ウェルビーイング・プログラムの5年間を終えるに
あたり︑その運営を支えてきた4人に︑それぞれの立場か
ら振り返っていただきました︒
︵写真左から︶
武田薬品工業 コーポレート・コミュニケーション部 金田晃一シニアマネジャー

市民社会創造ファンド 山岡義典運営委員長

慶應義塾大学大学院 戈木クレイグヒル滋子教授

経団連事業サービス 総合企画室 長沢恵美子室長

き届いていない課題に光を当

まりある対象として認識され

は要請はあったものの、まと

めたテーマが、時々、個別に

山岡 金田さんと相談して決

られていないために支援が行

ことにあります。世の中に知

くことができないかと考えた

対して、長期的に関わってい

患者さんの抱えている課題に

点は、企業市民の立場から、

金田 このプログラムの出発

ういう中で、今回、タケダさ

くいということなのです。そ

な要望が入って、筋を通しに

を検討して」というさまざま

「こんな団体があるけど支援

ました。

っていただきたいとお願いし

ァンドさんにパートナーにな

さんを訪ね、市民社会創造フ

の分野に深い知見のある山岡

重ねていました。そこで、こ

いができればと社内で議論を

があると思っています。一つ

活動には、大きく二つの役割

長沢 私は、企業の社会貢献

と思いました。

私も参加させていただければ

は素晴らしいと思い、ぜひ、

どうしても病院や医師になり

も、従業員が見ているのは、

誠実でいい会社なのだけれど

かつての私の印象としては、

ました。タケダさんに対する

ったとき、私もいいなと思い

て、支援の輪を広げるお手伝

ていなかった「長期療養の子
んが思い切った決断をしてく

スタート時のいきさ つ

どもたちの支援」でした。

り意味を持つことを世の中に

ていて、計画型助成がしっか

た。それに私たちは猛反対し

ないという雰囲気がありまし

公募でなければ公益事業じゃ

当時は、世の中の風潮として、

がいいだろうと。2009年

中で企画を作っていくやり方

を探していく、そして対話の

しろこちらから助成対象団体

募して受け身でするより、む

の規模で行うのであれば、公

ですが、子どもは未来そのも

ちらに流れてしまいがちなの

注目されていて、助成金はそ

世の中では、高齢化ばかりが

これは面白いなと思いました。

お話をしてくださったとき、

さんが私の研究室に来られて

戈木 市民社会創造ファンド

ドバイザーをお願いしました。

性を入れるため、お二人にア

ロセスの中に、公益性・客観

りかねません。そこで運営プ

トロールしてしまうことにな

助成する側が好き勝手にコン

のは難しくて、下手をすると

ただし、計画型助成という

くると思っています。

ービスや商品の質が変わって

ことによって、その企業のサ

て敏感になり、感度が上がる

従業員が、社会の課題に対し

活動を通じて、企業つまりは

企業自身を変えることです。

るということ。もう一つは、

めに企業のリソースを投入す

は、社会の課題を解決するた

さらにもう一ついいなと思

なことだろうと思いました。

と関わっていくことは、必要

生きているお子さんやご家族

ためには、長期療養しながら

そういう企業が変わっていく

るのかなということでした。

までは寄り添いにくい面もあ

がちで、患者さんの気持ちに

私たちの方からは、計画型

見せたいという想いで、提案

のですから、社会にとってす

ださいました。

させてもらいました。企業の

ごく重要です。
「長期療養の

イントを絞って 千万円程度

のプログラムが計画型助成で

タケダ・
ウェルビーイング・
プログラム
※対象となるプロジェクトの具体的内容を、課題解決に
取り組む人々と相談しながら決めていく助成方式

助成 （※）を提案しました。ポ

方は、大抵、公募にしてもら

子どもたちにより良い生活を

ったことがあって、それはこ

った方がいいとおっしゃいま

提供する」というコンセプト

このプログラムのお話を伺

す。公募型にしないと、お付

プログラムの5年間を振り返る。そして未来へ

7

き合いの関係で社内外から、

計画型助成の
ダイナミックな利点活かし
皆さんとよりよい
プログラムを考えてきた

1

団体への助成について、
「い

にしっかり活かしました。各

すが、実行するプロセスの中

厳しいご意見が多かったので

アドバイザリーコメントは、

山岡 皆さんからいただいた

形で実現していただきました。

ホルダー・ダイアログという

すよ」と提案して、ステーク

を聴く場を設けた方がいいで

造 ファン ド さ ん に は、
「意 見

ています。だから市民社会創

その上で次のステップを考え

わった人たちと意見交換し、

ことが多い中で、人件費も必

織が疲れ切っちゃってという

山岡 助成が終わったら、組

ではないかと思います。

いい意味の緊張感もあったの

とやらなきゃいけないという、

かり見られている分、きちん

くけれど、対話を通じてしっ

し、やり抜くことで自信もつ

らすると、助成金をもらえる

たと感じています。団体側か

団体との距離はとても近かっ

たかと思いますが、助成対象

たっては難しい面も多くあっ

戈木 計画型助成の運営にあ

かなと思います。

グラムではできたのではない

る」ということが、このプロ

ゃっている「人も組織も育て

ナーシップのようなものがあ

このプログラムに対してオー

長沢 助成を受けた団体も、

見えやすかったと思います。

ことが、このプログラムでは

たちが、一緒に協働している

する企業、助成対象団体の方

ずつ育っていく必要はあるな

っかり対応できる団体も少し

その辺の幅広い課題にも、し

認識できてきたことでした。

という新たな側面が少しずつ

院だけの問題じゃないよね、

いる子どもたちもいるね、病

そういう場面で課題を抱えて

た後とか在宅治療であるとか、

していましたけれど、退院し

る子どもたちをターゲットに

最初、私たちは病院の中にい

いく中で一番変わったのは、

また、プログラムを進めて

を通せたと思いますね。

出しますよということは、筋

要なら出しますよ、運営費も

んでいただいたということで、

際に来てもらったら皆さん喜

困ると言っていた方々が、実

院外の人に入ってもらっては

きたかもしれません。以前は、

たちに勇気を与えることはで

山岡 病院で頑張っている人

だと思います。

を変えることは、とても重要

化が進んだことも、いい意味

中で、各団体のネットワーク

ダー・ダイアログを実施する

います。また、ステークホル

は、すごく面白いことだと思

題が新たに出てきたというの

り起こしたら、いろいろな課

ありますが、計画型助成で掘

しか出てこなかった可能性も

ら、最初に想定していたもの

応募を待っているだけだった

が果たせたということですね。

課題を可視化するという役割

バーとか、だんだんと領域の

長沢 きょうだいとかサバイ

に見えてきました。

決められる、そんな計画型助

つ始めていつ終わる」という

あるということを、担保して

ったのではと思います。ただ

それなら次からも来てもらい

あるということです。日本で

ことまで対話の中で流動的に

おきたいという意図もあるの

助成してもらっているという

たいというように、病院側の

成のダイナミックな利点を活

での変化として挙げられると
ではないでしょうか。本当は、

だけではなくて、自分たちも

変化も少しずつ進んできたよ

は少ないですが、アメリカの

思います。
団体に足繁く通って、コミュ

プログラムに参加しているん

うに感じています。

かして、皆さんと一緒により

戈木 このプログラム自体が、
ニケーションを取りながらプ

だと。だからステークホルダ

金田 病院の受け入れに関す

財団などでは当たり前に行わ

どう進化していったのかを示
ログラムを作っていくことが

ー・ダ イ ア ロ グ で、
「タ ケ ダ

る環境変化も、ここ数年ある

よいプログラムを考えてきま

していくことは、とても意味
大事だと思いますが、企業の

さんに対する宿題」も出てく

のでしょうか。

れていて、プログラムを大き

があることだと思います。

るのだと思います。子ども支

戈木 すごく変わってきてい

した。こちらも勉強させても

金田 現在の助成のあり方と
助成プログラムでそこまでで

援への情熱や想いを、企業も

ると思います。例えばこのよ

くしていく前に、計画型助成

しては、やはり公募型助成が
きるものは多くないと思いま

助成対象団体も中間支援組織

うな助成をいただいた団体の

らいながら走ってきたという

主流でしょうか。
す。今回は、中間支援組織の

も共有しているということが、

方々が、なかなか難しいのだ

をパイロット的に実施して、

山岡 主流というか圧倒的。

市民社会創造ファンドさんと

このプログラムの強さではな

けれども、何とかして病院に

感じです。

ほとんどそれしかないという

企業が組んでいることによっ

いでしょうか。

入っていく。いったん入った

設定した課題解決のためには

状況ですね。

て、各団体との密なコミュニ

戈木 助成された団体だけで

ら、皆さん頑張られるじゃな

長沢 山岡さんが常々おっし

金田 それは企業側が、公募

ケーションと選考の透明性が

なく、その団体が活動した病

いですか。それでうまくいく、

どういう方法が最適かを、関

活動を通じて知名度を上げた

担保できたと思います。

院側の人を育てる効果もあっ

病院側はそれを見て、じゃあ

ということが、この 年の間

いということでしょうか。

戈木 運営主体としての市民

たのではと感じています。今

もう少し入れてもいいかなと

くて、選定プロセスが公平で

良かったこと 、
見えてきた課 題

長沢 知名度向上だけではな

社会創造ファンドさん、支援

のところ、病院はアクセスす

考えるという風に、変わって

5

ることが難しい場所です。病

光の届いていない
課題に支援の輪を広げる
お手伝いができれば
院側の受け入れ体制や考え方

子ども支援への情熱を
助成対象団体・企業
中間支援組織が
共有していることが強さ

8
プログラムの5年間を振り返る。そして未来へ

9

タケダ・
ウェルビーイング・
プログラム

きていると思います。

今後の課題
金田 プログラムを 年間続
けて、新たに見えてきた課題

ます。
長沢 例えば、就労問題など
ですね。
戈木 現在、医療制度も変わ
ってきて、だんだんと在院期

上がると思います。

に病院そのものの付加価値も

間が短縮されていることもあ

りやすくなり、子どもの闘病

は何でしょうか。

います。さらに、子どもの周
環境が良くなる、という良い

り、その後の子どもの状況へ

辺の大人たち、ご家族はもち

戈木 病院側の方々に、さら
切だと思います。
ろん医療関係者も、とても疲
山岡 お医者さんたちは、今、

の目配りはとても大切だと思

長沢 過去のステークホルダ
循環が起きるのではないでし

に影響を与えていくことが大

ー・ダイアログの場でも、大
弊しています。そういう方々

る先生はいらっしゃると思い

学などの教育現場や病院関係

ます。そういう熱心な先生も

ものすごく忙しいです。その

大版のようなものはできない
参加できるようなオープンフ

ょうか。

でしょうか。
ォーラムがあって、少人数で

に対するサポートも、取り組

それからもう一つ、皆さん
山岡 公開のフォーラム的な
もいいから積み重ねていくと、

者へのアプローチを強めてい

戈木 時間はかかることです
がお持ちのさまざまなノウハ
ものですね。
だんだんとそうなっていくの

中でも、フォーラムがあるの

が、医学・薬学・看護学系の
ウを、もっと医療関係者に伝
戈木 医療の世界の人たちに、

長沢 そのためにも、ステー

大学生への働きかけを始める
え て い た だ く と、
「だった ら、
ボランティア学やボランティ

んでいかなくてはいけない課

ことが必要ではないでしょう
これがあるじゃない」という
かもしれませんね。

きたい、ということが課題と

か。また、病院でのボランテ
ようなアイデアが病院側から
アマネジメント学の知識を与
金田 今回、皆さんからいた

であれば聴きにいこうとされ

ィア活動のコーディネートや
も出てくるかもしれません。
えていただけるような仕組み

クホルダー・ダイアログの拡

マネージメントに関わるイベ
今回の 年間のプログラムで

題だと思います。

ントが全国的にあればいいと

して出ていましたね。

蓄積されたノウハウを
医療関係者に
伝えていく必要がある

思います。
かの形で医療関係者にインフ

蓄積されたノウハウを、何ら
長沢 そういうことができる

ができるとありがたいですね。

として、検討していきたいと

だいたご意見は、今後の課題

年間助成総額 1,000万円程度

山岡 子どもたちが健康を回

1年以内（継続助成の可能性有り）

思います。本日はありがとう

助成期間

と、病院側の方々も楽になる

療養の過程で子どもたちや

計画型助成+ステークホルダー・ダイアログ

ォームしていただくと、病院

在、小児がんなどの難
家族が直面している困難や悩

2009〜2013年（助成による活動が終了するのは2014年）

支援の仕組み

復された後の人生へのサポー

病により、長期（※）
みに寄り添い、楽しみやくつ

文化的・社会的な生活の質の向上と生きる力につながるような活動。

ございました。

にわたって入院・療養する子
ろぎなどを提供する活動とと

日本国内で病気療養の子どもたちと家族を支援する市民活動で、心理的・

よねということですね。さら

どもたちがいます。子どもた

もに、それを支える人々を育

なお本プログラムは、武田

長期療養の子どもたちに 生きる力 を

対象分野

という場が変わり、もっと入

ちは自宅・学校や友だちなど

てる活動なども支援すること

薬品工業株式会社の毎年度の

タケダ・ウェルビーイング・プログラム

テーマ

トも課題に挙げられると思い

から離れて病気と闘うことが

により、子どもたちと家族の

そのため一人ひとりの子ど

プログラム名

タケダ・
ウェルビーイング・
プログラムの概要

多 く、支 え る 家 族 に も 肉 体

“生きる力”につながること

もとその家族に、より包括的

寄付を原資に、特定非営利活

※このプログラムでは︑
﹁長期﹂
ます︒在宅療養を含み︑場合に

実施期間

現

的・精神的・経済的に大きな

できめ細やかなケアが必要と

動法人市民社会創造ファンド

を願っています。

されており、そこには医療だ

が実施しました。

負担があります。

けでなく、文化的・社会的な
サポートも含まれます。
病気療養する子どもたちと家

を概ね カ月以上と想定してい

このような長期にわたって
族のウェルビーイングを支え
る市民活動をこの助成プログ

ることがあります︒

助成対象団体数 14団体

5

よっては予後の生活も対象とす

助成件数 26件（新規助成14件、2年目助成10件、3年目助成2件）
助成実績

1件当たりの年間助成額50〜200万円程度
助成額

1

10
タケダ・ウェルビーイング・プログラム

11

5

ラムでは応援してきました。

プログラムの概要

タケダ・
ウェルビーイング・
プログラム

助成額累計 4,430万円

次頁より、各助成対象団体によるプロジェクト紹介を掲載しています。

認定特定非営利活動法人
者家族とボランティアの交流
の場を企画しました。

日々が 日でも頭の中からな
くなり、良い気分転換にもな

かったので……今回、会えて

ラになって、なかなか会えな

退院してからはみんなバラバ

友だちと一緒にいたけれど、

――入院していたころは、お

ます。

した、それぞれの声を紹介し

して一緒の時間を過ごし、つ

いました。退院した後もこう

いるからこそ本当に嬉しく思

とは、闘病中の様子を知って

ことができ、一緒に遊べたこ

にせず遊んでいる様子を見る

てきて、病気ということを気

笑い声があちこちから聴こえ

――伊豆の森で走り回ったり、

りました。
（父親）

す。親は安心してベッドサイ
旅行に行くことができて、と

夏休みのお泊まり会に参加

ドを離れ、自分の用事を済ま

病気の子ども支援ネット
遊びのボランティア

（小
すことができます。 年の間、 て も う れ し かった で す。

長期入院の子どもと家族の生活の質を高めるための
遊びのボランティア派遣とその普及啓発
［団体について］
毎週土曜日に国立国際医療

期活動の他、白血病など長期

で立ち上げました。現在は定

1991年に保育士たち 人

ボランティアをしています。

に入院している子どもと遊ぶ

できました。通院途中の親子

マ」事業を立ち上げることが

動 と し て、
「ハ ウ ス・グ ラ ン

退院後の支援を強化する活

［助成を受けた活動と成果］

ません。

とは一度もなく、事故もあり

ボランティアが無断で休むこ

遊び、走り回り、闘病中の家

り、時間を気にせずゲームで

旅行中は、豪華な食事をした

てとても嬉しく感じました。

子を見ることができ、親とし

とても楽しそうにしている息

ちはずっと遊びっぱなしで、

――久しぶりに会う子どもた

す。
（ボランティア）

産になることを実感していま

ティアにとっても、大きな財

子どもたちにとってもボラン

私たちの活動では、 人の

後の支援も行っています。

ながりを感じ合えたことは、

入院の必要な子どもに対して

が気軽に立ち寄ってくつろげ
族がこんな旅行を考えたり計

子どもに 人のボランティア
がつきます。これは点滴を着
こ と で、こ の よ う な 機 会 を

来の子どもらしさと、自ら関

また、退院後も支援が必要

まう者がいたりと、思ったよ

わろうとする力を引き出しま

NPOを通してつくっていた

うな成果を出せませんでした

す。闘病中の子どもにとって、

な小児がんなどの子どもたち

たがっている子どもの 割以

が、そのような苦しい時期に

肉体的な苦痛や精神的な不安

だき、本当に有り難うござい

活動の意義を認めてご支援い

を伴う病院での生活の中で、

に対して、夏休みのお泊まり

ただけたことが大きな励みに

とても貴重であり、それによ

「笑うことができる時間」は

その後、クラウンワークシ

スタッフにも働きかけること

た周囲を取り巻く家族や病院

って治療に立ち向かう気力を

したが、クラウンが足りず対

ョップを賛助会員イベントに

ことにも、大変感謝いたして

応しきれていなかったことか

取り戻すことがあります。ま

クラウン（道化師）が平日

だけでなく、病室内に入りベ

地区で 回のワークショップ

関東、東北、関西、東北の各

年には認定クラウン 人増

しました。その結果、201

2013年は認定クラウン

名増員、定期訪問病院 病院
増院となりました。
現在は、全国 病院で 人

の認定クラウンが活動し、

人のクラウンがトレーニング
を受けています。

からも続けていきます。

みを残す、そんな活動をこれ

員、定期訪問病院 施設増院、 イズになり、次に会える楽し

つらい状況での嬉しいサプラ

外から吹き込む風のように、

くなって人間関係が円滑にな

により、病棟の雰囲気が明る

ッドサイドを訪れ、子どもた

を開催、計 人が受講しまし

会員になってもらってから次

形を変え、興味のある方には

ち一人ひとりと丁寧に関わる

た。うち 人が本部研修・病

ることも期待されます。

ら、クラウン育成にご支援を

ことを基本としています。ま

院研修に進み、 人（翌年以

のステップへ進むシステムに

の病院を訪問し、子どもを中

2009年 月から201

た、感染対策や衛生に関する

降に 人追加合格）の認定ク

年 月にかけて、北信越、

知識を学び、ナーバスになり

ラウンが誕生しています。

エントランスやプレイルーム

がちな子どもの心を傷つける

当初は育成方法について試
行錯誤していた時期というこ

ことのないようなトレーニン
グも行っています。

私たちは、闘病中の子ども
を主役に引き立てクラウンが

ともあり、日にちをかけ内容

脇役として接することで、本

を充実させても受講者が少な
かったり、途中で放棄してし

活動の広がりに伴い、病院

5

からの訪問要請も増えていま

［助成を受けた活動と成果］

4

4

54

フォーマンスを行っています。

いただきました。

おります。

なりました。有識者の方々が

上が乳幼児という状況から、

特定非営利活動法人

日本ホスピタル・
クラウン協会

7

心とした患者さんを対象にパ

［団体について］

親身にアドバイスくださった

ます。今までの苦痛、苦悩の

4

会、花見、映画鑑賞など、患

けている子どもが 割、遊び

学 年生の子ども本人）

は平日に訪問し、さらに退院

る場所を、病院そばのマンシ
画したりするのはあり得ない

研究センター病院の小児病棟

1

ョンに開設したものです。

24

安全を最優先しているためで

8

12
タケダ・ウェルビーイング・プログラム
タケダ・ウェルビーイング・プログラム

13

6

1

1

闘病中の子どもたちに明るい笑顔を届ける
ホスピタル・クラウンの育成

大棟耕介理事長

遊びのボランティアによる読み聞かせ
病院におけるクラウン活動

14

4

60

1

10

5

62

2

3

5

2

12

坂上和子理事長

01
団体紹介

02
団体紹介

特定非営利活動法人

子ども劇場千葉県センター

病院は新規）で開催したほ
しんだ後に、友だちになって

みんなが集まって一緒に楽

修会も開催しました。

ーターが継続して定期的に病
互いの病室を行き来するなど

か、研修を受けたコーディネ
院に関われるよう、地域の人
の子ども同士のつながりや、
舞台芸術に触れた感動や思い

材から講師を発掘し、 病院
につき 回ずつ計 回ワーク

子どもを応援する人材を増や
「普 段 と 違 う 表 情 が 見 ら れ

に欠かせない糧となります。

っきり笑顔になれる心の開放

すことができたと考えていま
た。
」
「笑っている子どもを見

ショップを実施しました。外

院内で子どもらしい文化的な
す。さらに、ワークショップ

感は、すべての子どもの成長

遊びを楽しめるよう、プロに
病院で、工作や音楽などベッ

「千葉県内の子どもの発達
ていると勇気が出た」という

くり」をミッションに活動し
ドサイドでも遊ぶことができ

よるパフォーマンス公演を

て い る「子 ど も 」
「文 化 」
「地
るワークショップを 病院で、

権を保障する生活文化環境づ

域」を専門分野とするNPO

ル化しました。
年目はワークショップを

病院で 回実施し、ワーク

医療関係者、長期入院を経験

ショップ プログラムを追加

他にプロのパフォーマンス

の綿密なコミュニケーション

いう声もありました。

く未来への希望や病気に立ち

です。千葉県小児科医会はじ
でファイル化しました。また、 向かう活力にもなっていると
年間の実績から、病院側と

した家族、地域のNPOと連

舞台芸術関係者、有識者と連
を最大のポイントと捉え、関

参加型ワークショップ プロ
質の高い事業を継続するため

係者への安心と信頼を保障し、

作品をファイル化し、また

もが笑顔になる贈り物事業」
グラムを開発しファイル化し
に、医療関係者や専門家の視

を作成しました。コーディネ
ーターブラッシュアップの研

て、子どもの自己の育ちを支
当協会の活動が始まったの

院の状況やクリニクラウンと
族、医療スタッフの思いを伝

は2005年 月のことで、

えていきます。

える「クリニクラウン特別派

当初は カ所だった派遣先も、

2013年度から 年計画で

年が経過した現在では、近
畿地方や関東地方を中心に全
北支援事業は継続しています。 国 病院に広がり、年間の訪

現在も、クリニクラウン東

ご支援をいただきました。

遣報告書」の作成と配布にも

子どもたちの交流の様子や家

プロによるパフォーマンス公演

携し、
「病気と向き合う子ど
を実施しています。
ました。コーディネーターを

［助成を受けた活動と成果］
点を入れて、子どもに笑顔を

VD作成も行いました。
年目もプロによるパフォ

ーマンス公演を 病院（うち

贈るための「ガイドライン」

人養成し、普及のためのD

年目には、長期療養を余

儀なくされ、家族や友達とふ
れ合うことや遊ぶことを制限
されている子どもたちが、病

特定非営利活動法人

日本クリニクラウン協会

［団体について］
クリニクラウンとは、病院

2

5

タケダクリニクラウン東北支

派遣要請は増加傾向にあり、

年度実績）を数えています。

問回数は284回（2012

して、東北地域の小児医療施

援ファンドからもご支援をい

で訪問し、時には一緒に音楽

ラ ウ ン は、小 児 病 棟 の 総 室

合わせた造語です。クリニク

道化師をさす「クラウン」を

フと協働し、東北地域に入院

ス解消をめざし、医療スタッ

もたちの不安の軽減とストレ

どの心のケアや入院中の子ど

トレス症候群（PTSD）な

この事業は、心的外傷後ス

ような遊びやコミュニケーシ

いきます。重要なのは、どの

した生活を送るようになって

性を深めることでいきいきと

な体験や発見をし、その関係

他者との関わりの中で、様々

たいと考えております。

届けられるよう、努めていき

間」を入院中の子どもたちに

もらしく過ごせる「こども時

これからも、子どもが子ど

医療施設からの要請にどう応

設にクリニクラウンの派遣を

ただいています。

を演奏し、時には会話を中心

している子どもが安心できる

ョンであっても、必ず子ども

実施しました。

としたユーモラスなやりとり

療養環境を支えるためにクリ

が中心となってその活動に参
う点です。クリニクラウンは

（相部屋）や個室を 名 組

2011年度に、被災地域

医療スタッフと連携を図りな
［助成を受けた活動と成果］

になります。また、当時の病

子どもたちは延べ1349名

せる効果が期待されています。 した。訪問によって関わった

特徴や興味・関心に焦点をあ

っている疾患以外の個人的な

がら、子ども一人ひとりが持

39
東日本大震災の災害支援と

5

になっています。

じていけるかが、新たな課題

で子どもや家族のストレス軽

ニクラウンが訪問するという

子どもは、家族や地域など

減を図ります。クリニクラウ

ものです。

の自己効力感を高め、治療に

の 病院を年間 回訪問しま

1

向かう意識そのものを向上さ

加できるように配慮するとい

ンの定期訪問は、患児と家族

を意味する「クリニック」と

8

33

どからの情報提供を踏まえて、 携･協力して実施しました。

め病院関係者、千葉県行政な

張るなど、気分転換だけでな

いつも以上につらい治療を頑

多くの声が寄せられ、また、

プログラムを追加でファイ

長期入院の子どもが笑顔になる生の舞台のプレゼントと︑
病院と地域をつなぐ病院プログラム開発と人材育成
1

の風を運び、地域から病棟の

2

11 14

5

［団体について］

2
8
3
6
2

5

病院におけるクラウン活動

2
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1

被災地域を中心とした小児医療施設への
クリニクラウンの特別派遣

塚原成幸芸術監督

8

3

宇野京子理事長
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特定非営利活動法人

絵本カーニバル
相談しながら、絵本作家を招

治療による制限などを病院と
定期開催を実現するなど、活

学部附属病院では、継続して

長期療養の子どもたちやそ

動内容を発展させることがで

器を楽しむワークショップ、
の家族に向けた「絵本カーニ

いた工作ワークショップや、

また誰でも簡単にできる「も
バル」では、
「絵本を楽しむ」

きました。

のつくりワークショップ」な
「空 間 が 変 わ る 」
「コ ミュニ

人形劇、音楽療法士と歌や楽

どを実施しました。

棟、埼玉県立小児医療センタ

梨大学医学部附属病院小児病

の動きに手にとって分かる程

の方からも、子どもたちの心

見られました。医療スタッフ

たちや保護者同士での交流が

集まる機会のなかった子ども

で絵本を読み合う姿や、普段

療に対する本人の意識や、見

向上に貢献するとともに、治

として、病院生活のQOLの

絵本を大切な日常との架け橋

ミュニケーションを提案し、

います。絵本を媒介にしたコ

つを実現できるよう心がけて

ケーションが生まれる」の

ーの 病院で計 回（201

の変化があり、この場を共有
守る家族や周囲の人にも肯定

年 月時点）の「絵本カー

覚の発達を促す、また地域や
きました。

ニバル」を開催することがで

子ども同士、子どもと大人の
コミュニケーションのありか

［助成を受けた活動と成果］

にNPO法人化しました。

地で開催し、2010年 月

体験型絵本イベントを全国各

となる団体で1997年から

に活動を行っています。前身

域社会に貢献することを目的

由に絵本を楽しんでもらうと

室に持ち帰って読んだり、自

自由に閲覧したり、選んで病

を彩ります。その中で絵本を

紙が見えるように並べて空間

次元的表現）となるよう、表

ン（展示空間全体を使った

ある什器にインスタレーショ

ることができ、また島根大学

で新しいネットワークを広げ

書館などとの協働を行うこと

Oやボランティア、地域の図

団体としても、地域のNP

いう意見をいただきました。

ンでプラネタリウム︶

喜びを少しでも感じてもらえ
◯入院中の子どもたちおよび

るようにする。

ーンに映像を投影して行いま
ワークショップ風にして、子

◯プログラムの中で、感じた

ンが活発になる。

す。人数の制限はありません。 家族の間でコミュニケーショ
どもたちの主体的な活動につ

ことをできるだけ、言葉にし、
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自ら表現し、周囲とのつなが

書いて残してもらうことで、

なげることも可能です。

•

コラボレバージョン

山梨県立科学館プラネタリウ

を提供します。病院は様々な

てもらえるようなプログラム

2013年 月まで 年間、 「ある」ことの奇跡を実感し

て行います。感動の度合いは

コラボレーションライブとし

影するとともに、ピアノとの

壁やスクリーンに映像を投

ハウを確立し、さらに他団体

切り口での）出張活動のノウ

野における（星や音楽という

◯アルリシャとして、病院分

りをより深めていくきっかけ

ムに勤務し、多くの仲間と共

制限のある場所ですので、現

このパターンが最も大きいで

などにもそのノウハウを共有

︵生演奏つき︶

に、多種多様な星や宇宙に関

場の要望に寄り添う形でプロ

す。

のそばまで行って、天井に星

これらのプログラムを通し
て、以下のことを達成したい
と考えています。
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◯生きることの感謝や希望、

する。

になる。

する企画、プラネタリウム番

グラム実施をしたいと考えて

空気を入れて自立する4m

空を映し出してお話します。

ない子どもたちには、ベッド
エアドームを使用し、観覧者

• 移動プラネタリウム

共有スペースに出てこられ

います。具体的には、以下の

して設立しました。地上の星
空から宇宙の果てまで自由自
できるスペースエンジンを携

周りが暗くなった夜間帯に行
科の学習」の一環にもできま
す。

•

人バージョン︵スクリー

います。

はその中で、星空を鑑賞しま

特に長期入院している子ど
もたちやその家族を対象に、
美しい星空に心を開放する時

1

［助成を受ける活動］

「届ける」活動をしています。 す。院内学級で行う場合、
「理

え、星 や 宇 宙 を ど こ に で も

在に宇宙の姿を見せることの

種類です。

組の制作などを行ってきまし

間をもつとともに、今ここに

部屋を暗くし、壁やスクリ

ともに、子どもたちの年齢や、 医学部附属病院と山梨大学医

星空工房アルリシャ

部附属病院小児センター、山

3

たが、2013年 月に独立

［団体について］

の効果の大きさを実感したと

助成により、島根大学医学

たを進化させ、文化および地

絵本カーニバルでは、親子

病棟のプレイルームやエレ
することで、家族の方との接
的な影響を期待し活動を行っ

小児病棟における絵本カーニバルの実施と
新規プログラム開発

［団体について］
絵本・アート・音楽・映像
など文化芸術活動を通じて、

ベータホールに200〜30
点も増えた、子どもたちも、

10

医療・教育機関と連携して、

子どもの心と身体、感性と感

冊の絵本を、あたたかみの
ています。

12 3

• 個別プラネタリウム

16

3

ご家族も、
スタッフも〝楽しさ”

3
0
4

4

3
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9

小児病棟におけるサイエンス・とアートが融合した
エンターテイメントプログラムの実施
﹁病院がプラネタリウム〜宇宙と私︑つながっている〜﹂

高橋真理子代表

島根大学病院での絵本カーニバル
スクリーン上のプラネタリウム投影

目黒實代表理事
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たねまきプロジェクト）
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病気の子どもと共に頑張っている﹁きょうだい﹂の支援と
サポート体制の強化︑および 周年プロジェクトの実施
だいにプレゼントしたという

家で帰りを待っているきょう

をしているお母さんから、お

をいただき、病院で付き添い

ってます」など、嬉しい感想

ねがいクーポンをつくって使

す」
「きょう だ い と 一 緒 に お

た一人の大切な子どもなんだ

出会います。
「あなたもたっ

と話すきょうだいにしばしば

る人はいない」と感じてきた

いたけど、自分を守ってくれ

ょうだいを守る人はたくさん

って は い け な い」
「病 気 の き

「健康な自分はつらいと思

していくことになりました。

うだいの日」を、正式に継続
いと、そのご家族、ボランテ

あそびに来てくれたきょうだ

年を迎えるお礼に、これまで

かり伝えたいといつも思いま

人がたくさんいること、しっ

頑張りを知り、支えてくれる

さんいること、きょうだいの

よ」ということ、仲間がたく

お話も聞きました。

行けば大歓迎される場所、安
ィアが一緒に楽しむイベント

2013年 月、設立 周

が安心していられる場所を増
心して過ごせる場所として、
す。病気の子どものためのお

「中学生からのきょうだいの

していったきょうだい向けの

日」を年 回と、これを卒業

ク ショップ「きょう だ い の

学生のきょうだい向けのワー

出会うことのないきょうだい

てくれた大切なことを、直接

中で、きょうだいたちが教え

冊子を発行しました。活動の

いさんのための本」という小

2011年には「きょうだ

ていければと思っています。

持ちが、きょうだいを支えて

び、たくさんの人の温かな気

っぱの寄せ書きも長く長く伸

フトで盛り上がりました。葉

トで人気だったゲームやクラ

加があり、これまでのイベン

ていると思います。

ちの心の中で温かな光になっ

いるということも、子どもた

きょうだいも応援してくれて

薬をつくっている人たちが、

また、 年間の活動のこと、

日」を年 回、大阪市立総合
医療センターで面会中の保護
たちにも渡したいという思い

いと、一緒にあそんで過ごす
病院や保健所、関連団体、講

でつくった冊子は、ブログや
新たにきょうだい支援活動を

まとめた記念誌を発行予定で、

活動を始めるノウハウなどを

者の方を待っているきょうだ
活動を月 回行っています。
演会場などを介して500

［助成を受けた活動と成果］
「誕生日に渡してあげたいで

きょうだい支援に取り組んで

援に関する情報交換を行い、

ではない場で、きょうだい支

できる、研究者のための学会

その目的は、一般市民も参加

のネットワークの強化拡大、

り組んでいる団体・個人の間

共有、③きょうだい支援に取

機能したアクティビィティの

支援プログラムの中でうまく

ることの解消、②きょうだい

④きょうだいの悩みは生涯続

期・成人期のきょうだいのた

援 プ ロ グ ラ ム、並 び に 思 春

どものきょうだいのための支

慢性疾患や障がいのある子

割も担っています。2013

「

」日 本 語 版 の 役

プ ロ ジェク ト の 英 語 M L

L）は、米国きょうだい支援

会のメーリングリスト（M

親 の た め に～』
（N P O 法 人

ック～知的障がいの子を持つ

『親亡きあとの支援ハンドブ

人 が 行 う 予 定 で、講 演 会 は

障がい児関係で3の団体・個

よび育成です。

る会の運営スタッフの発掘お

認、⑤きょうだい支援を広め

支援が必要であることの再確

人期とすべての時期における

らこそ、幼年期・思春期・成

p
u
o
r
G
b
i
S

ことを目的として、2004

での情報交換、サイト運営、

お願いします。これ以外に、

成の中心を担った方に講師を

ら･し･さ、2012年）作

年から活動しています。設立

s
i
e
r
u
t
u
F
e
h
T

私たち「きょうだい支援を広

w
o
N

1年に主催した米国きょうだ

支 援 の 会（東 京）
」が 2 0 0

題『将 来 は 今』
）の 翻 訳・発

押しするプログラム 邦訳仮

の生活設計を立てることを後

のきょうだい（

e b
r
i
u
S
t
u
F
e
h
T

い支援プロジェクトによる2

行の準備です。

めのシブショップ（プログラ

』
（親 亡 き 後 の 障 が い 者

日間トレーニングです。この

［助成を受ける活動］

める会」から、
『

トレーニングに参加した第三

の きっか け は、
「きょう だ い

講 演 活 動、
『

12

w
o
N
s
i

』
、 英 語 M L「
p
u
o
r
G

」上で行われた思春期
s
n
e
e
T

者の立場の方から、当事者以

きょうだい児の支援に関する

日本各地で運営されている

うだい支援に取り組んでいる

達成したい目標は、①きょ

）のた

外も参加できる情報交換の場

実践報告会と、親亡き後のき

する予定です。

ム）に関する質疑応答を紹介
を作って欲しいと要請があり

ょうだい支援に関連する講演

ました。

団体メンバーによる情報交換会

年 月時点での活動は、ML

実践報告は、病児関係で6、 き、そして常に変化し、だか

めることです。

いる団体・個人の支援力を高

会を2014年に開催します。 団体・個人が課題と感じてい

役に立てればと思っています。

始めたいと思っている方のお

これまで番外編として試行
していた「中学生からのきょ

きょうだい支援を
広める会

0

めの集まりを日本にも広める

［団体について］

「きょうだいの日」の遊び

いることを改めて感じました。

70

病気の子どものきょうだい
やしていこうと立ち上げたボ
を開きました。 人ほどの参

［団体について］

10

きょうだいたちの中に存在し

9

ランティアグループです。小

10

冊 ほ ど 配 布 で き ま し た。

10

2

2

2

﹁きょうだい支援実践報告会﹂を通じた︑慢性疾患や
障がいのある子ども・成人のきょうだいへの支援の
経験共有とネットワークの拡大

有馬靖子代表
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清田悠代代表
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特定非営利活動法人

HOPEプロジェクト
小児がん経験者のための︑社会人デビューを目指した
ソーシャル・スキル・アップ・トレーニング開発に
向けた試行実践
ることができない。

格などを取得しても役に立て

アブランクが原因となり、資

◯治療や後遺症に伴うキャリ

すことができました。

する次のような課題を見いだ

通じて、小児がんと就労に関

また、インターンシップを

人がんの子どもを守る会」と

ことを目標に、
「公益財団法

「裾野を広げ、質を上げる」

ークを有していることから、

特に親の会が強固なネットワ

「患 者 会・ピ ア サ ポーター」
、

また、外部リソースとしての

であると私たちは考えます。

合同での研修会の開催と、支

いるため基本的な社会マナー

◯周囲とのコミュニケーショ

ニング（ホップ・ステップ・
が身に付いていない例が多い。 の社会的注目を浴びています。

援BOOK作成について今後

ップの普及を目的に、小児が
ジャンプ・プロジェクト）を
知らない。治療を続けながら、 場感」が大切です。私たちは

◯雇用に関する自らの権利を
これからも、患者目線に立っ

ンスキルを身に付ける幼少期

んを含めた、働く世代のがん
関係各団体と連携しながら実
働くための社会保障制度に関
た実践的解決をめざし、その

や思春期時代に治療を受けて

経験者・家族が直面する社会
施すると同時に、相談場所・
する情報が不足している。
成果を広め、政策提言してい

に、社会への橋渡し役となる

課題の発見と解決に取り組ん
相談員の確保を目標として小
◯自立に向けた親離れ・子離
くことを考えています。

ソーシャル・スキル・トレー

でいます。
児がん経験者のための就労支
れが双方できていない。

キャンサー・サバイバーシ

［団体について］

［助成を受けた活動と成果］
援ツールを作成、小児がん経
◯以上の問題に関する相談支

ほ ど、
「企 業」と い う 場 か ら
談支援センターを中心に活用

所）内に設置された、がん相
した「相談先の創出」が重要

途中で逃げることなく最後ま
で完遂できました。

ローとサバイバーの一問一答
などの公開討議を実施しまし

人）
、お で
かけプログラム（ 人）

フ ト 教 室（の べ

これらの解決に向けては「現

がんと就労は、今日、多く

小児がん経験者の自立を阻
験者のための就労相談員養成
援窓口が存在しない。

検討を進める予定です。

む課題が、様々に存在してい
研修会の実施を目的に展開し
これらの課題解決に向けて

ています。
インターンシップには白血
は、全国の拠点病院と小児が

ます。強い治療による晩期合
就職先の無理解や相談支援先
病の経験者と脳腫瘍の経験者
ん 治 療 拠 点 病 院（全 国

併症や後遺症の他、治療後の
の不足、復学、就労、家庭環
の 人が参加し、各々 日間

カ

境による影響など重層化して
いるのです。
そこで、思春期・若年期に
なった小児がん経験者を対象

特定非営利活動法人

た。NHKの取材が入り、発

スタッフ全員がプログラムへ参加

⑤支援団体展示コーナー
ーク、ジャパンハート、ホス

関西ピアサポートネットワ

れました。

ピタルクラウン、メイクアウ
ィッシュ、市民社会創造ファ

②特別支援教育の専門家によ
る講座（ 人）

ンドなどの団体や支援企業が、
日間、情報発信を行いまし

に、医療者側と患者側の相互

医学部附属病院の主治医と共

た代表と副代表が、大阪大学

わが子を小児がんで喪失し

を行っています。

とした勉強会「ロスカレッジ」

ティの運営や喪失家族を対象

て小児がん学習支援コミュニ

れ以外にも、主要な活動とし

た活動を展開しています。こ

ークセッション）を実施しま

うだいの顔をもつ医師とのト

ション（ 人、白血病のきょ

③患児家族大集合

きました。

への理解と必要な配慮を、マ

できました。さらに小児がん

ョン（

人）
、 患 児 セッショ
人）
、きょう だ い セッ

人、子ども 人）

来、本大会は、毎回のべ25

脳腫瘍全国大会を開催し、以

年8月に、はじめて小児がん・

プリンスホテルにて開催しま

日間の日程で、びわ湖・大津

児がん・脳腫瘍全国大会を3

児・サバイバーやきょうだい

④ キッズ・ プ ロ グ ラ ム～患

した。

に発信することができました。

スコミ報道も含め、広く社会

の交流、コミュニティづくり
主な内容は以下の通りです。 コンサート（参加者 人、小

た。また、2012年4月に

①小児がんサバイバーによる

り 子 の 歌 と トーク）
、く じ け

児がんサバイバーの歌手 よ

が発足、生きがい農園事業な
ど、エスビューローと連携し

父親 人が発表、エスビュー

イ ン ド ア 縁 日（

人）
、子
人）
、
人）
、ク ラ

ど も マ ジック 教 室（

サバイバー 人（高 男子、 米 プ ロ ジェク ト（

60

高 女子、中 女子）および

3

：

20

した姉妹団体「エスユース」

公開討議（参加者 人）

60

は、小児がん経験者を代表と

夏の恒例イベントとなりまし

した。

ーと家族同士の連帯感を醸成

孤立しがちな患児・サバイバ

と関係者の啓発を促すと共に、

この大会を通じて、当事者

85

0人から350人が参加する

ン（

15

8

7

た。
（来訪者のべ大人232

理解を深めるべく、阪大小児

2010年夏、3回目の小

［助成を受けた活動と成果］

患児家族イブニングセッシ

科親の会として2005年5

鉄郎教授に講師をしていただ

和歌山大学教育学部の武田

60

エスビューロー

11

表の様子がニュースで放映さ

40

7

50

月に発足しました。2008

［団体について］

全国大会の開催を通じた︑小児がん患児の
社会復帰の促進を目的とした啓発・交流事業

安道照子代表理事

第3回小児がん・脳腫瘍全国大会
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タケダ・ウェルビーイング・プログラム
タケダ・ウェルビーイング・プログラム
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3

2

2

1

30
20

3

1

桜井なおみ理事長
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小児がんネットワーク
MN （みんななかまプ
） ロジェクト

国の小児がん経験者が集う場

全国小児がん経験者大会の実施を通じた︑
当事者ネットワークの拡充と啓発活動の展開

［団体について］

手渡しました。
さらに2013年 月 日
には、福岡で第 回小児がん
経験者大会を開催し 人の小

い時間だった、勇気をもらえ
た、宣言をぜひ広めたい、広
めてほしいなどの声が届きま

した。この場で「宣言」を実

児がん経験者が集い交流しま
られ、徐々に広がりを見せて

NHK全国放送等で取り上げ

会、 イ ベ ン ト、 国 際 学 会、

した。その他、がん関連勉強

現するための「MY宣言」を
います。
さらに、小児がん医療・支

発 表 し ま し た。今 後、
「M Y
宣言」をベースにした第 弾

が集いました。交流とワーク
ただき、今後それら「MY宣

「MY宣言」カードを記入い

言」を配布、具体的に可能な

は、参加者約150人に「宣

回日本小児血液・がん学会で

ルとして重要な役割を果たし

言」は、小児がん啓発のツー

のメッセージ（DVD）
」
、
「宣

した。成果物である「社会へ

の助力を約束していただきま

を 持 参、
「宣 言」実 現 の た め

研究センター総長へ、
「宣言」

のDVDを作成する予定です。 援体制の中核となる成育医療
翌 月 日に行われた第

ショップ を 行った 後、
「社 会
言」をホームページに載せて

として「全国小児がん経験者

行、出前講演、小児がん啓発
へのメッセージ」と「共に生
いく予定です。

とを目的に、2005年に誕
生しました。年 回の会報発

して関係者に配布しました。

言」はA4用紙サイズに印刷
多数寄せられました。

感、大会継続の希望等の声が

や「宣言」を完成させた達成

に総勢 名の小児がん経験者

2012年 月 日、横浜

シンボルであるゴールドリボ
きよう小児がん横浜宣言（以
参加した小児がん経験者か

がんへの幅広い理解を得るこ

ンのイベントなどを中心に、
下「宣言」
）
」を発表しました。
らは、交流の機会を持てたこ

翌 月 日には、第 回日本

様々な形態があり、どの団体

また、学会セッションへの

るきょうだいの遊び相手、外

に関しても運営資金を継続的

小児血液・がん学会で、厚生

来待合室での遊び相手、NI

に確保する必要がありました。

小児がん経験者自らができ

CUでの抱っこボランティア

なお、交通費については 団

参加者からは、小児がん経験

など、様々な場面で多様に展

体が病院もしくは団体から支

労働省がん対策健康増進課課

開されていました。133人

給されていました。また、

ることを実現するため、また

を登録している団体がある一

団体が通信を発行していまし

者の思いが伝わった素晴らし

方、たった 人で活動してい

長および学会長へ「宣言」を

全国小児病棟遊びの
ボランティアネットワーク
全国小児病棟遊びのボランティアネットワークの
立ち上げ

全国の病院の小児病棟で活

京、神奈川、新潟、山梨、名

体の活動地域は 都府県（東

ラ ン ティア と し て 活 動 し た

もたちから「いつか自分もボ

棟の行事などを担当し、子ど

者当事者たちが集まって、病

ある団体は、小児がん経験

ティアが重要なファクターを

境の構築には、遊びのボラン

て子どもや親が暮せる療養環

今回の交流会から、安心し

ームページを作成しています。

た。当ネットワークでも、ホ

動するボランティアたちが一

古屋、大阪、京都、鹿児島、

る例もありました。

堂に集まり、情報交換、技術

ら 人が参加しました。各団

1

沖縄）に及びます。

［団体について］

ています。

100人の小児がんの仲間た
と、
「社 会 へ の メッセージ」

小児がん経験者が仲間と出

30

2

55

像素材としてDVD化、
「宣

大会」を開催しました。

11

30

「社会へのメッセージ」は映

をモットーに活動を続けてい
ます。

30

54

日常つながることの難しい全

［助成を受けた活動と成果］

11

会うためのお手伝いや、小児

2

支えられながら、
「楽しく」

1

ち、400人のサポーターに

12

6

第1回全国小児がん経験者大会

80

1

支援、悩み相談など交流する

27

6

12

2

どもと遊ぶボランティア活動

屋・奄美大島の小児病棟で子

います。東京・神奈川・名古

上に寄与することをめざして

高め、入院児の療育環境の向

ことでボランティアの力量を

んでしたが、地域や病院施設

を抱えているのか分かりませ

ているのか、またどんな問題

ているのか、どんな工夫をし

んどなく、どんな活動を行っ

ランティア同士の交流がほと

従来は、全国で活動するボ

機能をすべてボランティアが

画・運営・コーディネーター

い て い る 所 が 複 数 あ り、企

けている人もいました。

ボランティアをコツコツと続

の時間帯に毎週 回、 年、

ました。親が帰宅した後、夜

い」と憧れの対象になってい

帰っています。次回2014

の団体が自覚し、課題を持ち

担っていることを、それぞれ

団体の中には 年近く続

バザーやショップの運営で資

フに給料を出している団体、

決定しています。

年は名古屋で開催することが

者、 人が共同で発起人とな

により事情が異なることも分

って設立しました。

［助成を受けた活動と成果］

遊びのボランティアは、入

資金面については、スタッ
院児の遊びだけではなく、病

2013年 月 日に東京

20

のボランティアネットワーク
9

で、第 回全国小児病棟遊び

第1回ボランティアネットワーク交流会

1

20

金を調達している団体など

20

棟や待合室、宿泊施設におけ

1

の交流会が開かれ、 団体か

できました。

担っている団体もありました。

9

かり、繋がりを深めることが

左から、粂野伃至子、渡辺美佐子、大竹由美子、坂上和子共同発起人

22
タケダ・ウェルビーイング・プログラム
タケダ・ウェルビーイング・プログラム
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4

1

9

小俣智子代表

11
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団体紹介

特定非営利活動法人

生きるちからVIVACE
子どものホスピスのボランティア・リーダーの育成

よって、国内初の小児ホスピ
奈川

代 女 性）
」な ど の 感

ちろん、他地域での小児ホス

これからも、神奈川県はも

想が寄せられ、これらのセミ

実際セミナーの参加者から
ピス建設に向けて連携を図り

スの必要性や意義について広

は「イギリスと日本のホスピ
ながら、我が国における小児

ナー受講者が現在各地で施設

ス事情や概念の違いに驚くば
医療の新しい形態や可能性、

く社会に伝えることができ、

かりです。私に出来ることは

のコアスタッフとなり、活動

何か、声を出して発信し続け

寄付や協力者を募ることがで

国内外の難病児支援施設の視
また難病児を在宅看護する家

をされているのは私たちの誇

察を実施することで、運営の
ることも大きな力なのだと思
庭の環境改善に向けて、社会

きたのは大きな成果だったと

1997年から全国の小中
核となるスタッフの育成をめ
いました。病気の方も障がい

りでもあります。

学生や医学生に向けて、いの
ざすプロジェクトを実施しま

思います。

ちの大切さや生きる喜びを考
へ発信して行くことをめざし
ます。

の方も、充実した人生を送れ
る世の中にしていきたいと思

した。
震災の影響により、視察ス
代 男 性）
」
、

2010年度に、我が国初

［助成を受けた活動と成果］

準備をしています。

森」を神奈川県大磯町に作る

家族のための家「海のみえる

関東近郊に住む難病児とその

に取り組む団体への支援や、

全国の子どものホスピス作り

繋がりが生まれたと感じまし

が互いに学び合い、支え合う

緩 和 ケ ア」
「地 域 の 受 け 皿」

「小 児 の 在 宅 医 療」
「小 児 の

れまで交わることのなかった

るなどの機会にも恵まれ、こ

ス参加、他団体との連携を図

がん•脳腫瘍全国大会にブー

のの、大阪で開催された小児

発達課題や家族の役割など、

くの共通点があると思います。

点、レスパイトケアなどの多

ホスピスには家と病院の中間

ませんでした。小児と成人の

組みに遅れがあることを知り

で、これほどまで日本の取り

たことがありませんでしたの

「小児分野はこれまで携わっ

い ま す。
（東 京

の子どものホスピス「海のみ
各々の違いに沿うことは大事

代表、市町村で活躍されてい

わる活動をされている団体の

れぞれの立場から、病院内で

ィアや院内学級担任というそ

公開講座は、院内ボランテ

すぐに役立つものを多く学ぶ

る保健師、おもちゃを扱って

の子どもたちとの関わりと、

講師には、大学や院内学級担

いるプロの方等、様々な職種

子どもの成長に必要不可欠な

ことができました。

の方々を外部よりお招きし、

プロの遊びの技を教えていた

遊びの大切さを教えていただ

プレイワーカー育成のための

だきました。

くの引き出しが持てるよう遊

それぞれの立場から見た子ど

場として
「あそびかた研究会」

パイロット講座とあそびか

びを学び、病気と共に生きる

きました。

イギリスのこどもホスピス

を立ち上げ、ボランティアや

た研究会は、前半 分ほどを

育支援、訪問支援、小旅行支

を推進しています。主に、教

る「こどもホスピス」の活動

め、相互理解と支援を広げる

互いに学ぶことで基礎力を高

係者の知識や経験を共有し、

った遊びを学びました。講演

に充て、前半の講演内容に沿

講演、後半をグループワーク

団体で子どもたちへ還元して

つ方を増やし、その成果を各

への関わりについて興味を持

こどもたちとそのきょうだい

いきたいと考えています。

内容は病気の子どもを取り巻
く環境についてや病気の子ど

くる」と共同で、重い病状の

院内ボランティア「あそぼっ

しています。

や遊びの技を伝えました。あ

が今までの活動で培った経験

から選出し、それぞれの団体

きょうだい支援「しぶたね」
、 の講師には、主に各共催団体

［助成を受けた活動と成果］

そびかた研究会と公開講座の

施しました。パイロット講座

5回のあそびかた研究会を実

ット講座、2回の公開講座、

ボランティア現場での実践に

体一つでできるあそびなど、

どもにも簡単にできる工作や、

身近にあるものを利用し、子

より、新聞紙や紙コップなど

クでは既存のおもちゃはもと

ました。また、グループワー

り方、遊び方など多岐に渡り

もとそのきょうだいへの関わ

子どもたちとそのきょうだい

3年 月までに4回のパイロ

2012年 月から201

ことをめざしました。

や在宅機関と連携しながら、
家庭的な関わりの中で、切れ

への遊びについて学んだり、

目のない小児緩和ケアをめざ

12

援、遺族支援を中心に、病院

研究会を続けながら、より多

今後も、できる限り毎月の

「ヘレン&ダグラスハウス」

保育士、看護師、医師など関

もの遊びについての講演や、

任の教師、病気の子どもに関

なことかと思いました。
（神

た。

セミナーを開催するとともに、

一般社団法人

こどものホスピス
プロジェクト

また、サポーターの育成に

える森」設立に向け、 回の

りに取り組んでいる団体です。 ケジュールは変更になったも

し、
「子 ど も の ホ ス ピ ス」作

える「いのちの授業」を実施

［団体について］

30

との交流を経て、日本におけ

［団体について］
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