子どものための夢の病院。
10 億円集めるのは、
それを夢では
終わらせないためです。

医療の先進国である日本で、
まだひとつもない、
小児がん専門病院。
それを、まずひとつ、つくりたい。
つくるならば、
中途半端なものではなく、
夢の詰まった病院にしたい。
そして、そのひとつは、子どもたち
全員と関わることはできないけれど、
全員にとっての、
ひとつの希望にはなる。
そう信じています。

そのために必要なお金が、
１０億円です。
チャイルド・ケモ・ハウス。
知る人は少ないかもしれませんが、それは、
小児がんを治療する子どもと、その家族のための NPO 法人。
小児がんの専門病院設立をめざしています。
そのチャイルド・ケモ・ハウスと、
チャイルド・ケモ・ハウスの考えに賛同する人たちが集まって、

すぐに集まる金額ではないことは
わかっていますが、だからこそ
ひとりでも多くの人に参加してもらうために、
寄付のしくみを工夫しました。
むずかしいやり方ではありませんが、
この冊子でひと通りご説明します。

「夢の病院をつくろう PROJECT」は生まれました。
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03

寄付しないでください。
かわりに、
買ってください。

寄付をすることが、買い物をするように、
ワクワクする出来事になったら。
しかも、自分のお金がどんな夢に使われるのか、
ちゃんとわかったら。寄付という行為が、
ちょっと身近になるかもしれない。そう思うのです。

夢の病院をつくるために、たくさんの、夢のアイテムを考えました。
「たしかにこれは必要だ」「私ならこれほしい！」「こんな苦労があるなんて」
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夢のアイテムを実現するために、私たちは、
いろいろな企業や団体にコラボレーションを呼びかける予定です。

なんでも構いません、心に響いたアイテムを、まるで買い物をするように、

その成果はかならず、私たちのホームページでお伝えします。

楽しみながら、悩みながら、選んでください。

他にも、できたこと、できなかったこと、集まっているお金のことなど、

そしてその「合計金額の寄付」をお願いいたします。

すべてを、できる限りそのまま、お伝えしてゆくつもりです。
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入院している子にとって、
夢の病院は、家かもしれない。

ITEM
お母さんの手料理みたいな
「レストラン」
食べることが楽しみになる食事。
たっぷりの愛情をかくし味に。
栄養バランスも、もちろん大事だけれど、
子どもの食事には、もっと大切なことがあります。
何よりもまず、愛情をたっぷり、ひとつまみ。

ITEM

あたたかい手料理が毎日食べられたり、

家のような「病院」

体調に合わせて選べるメニューがあるだけで、
ご飯の時間が待ち遠しくなるはずです。

子どもたちにとって、病院は
治療の現場であるだけでなく、
毎日を暮らす大切な生活空間でもあります。
でも実際の環境は、決して
恵まれているとは言えません。

VOICE
入院中はレトルト、

飛んだり、跳ねたり、歌ったり、大きな声で笑ったり。

インスタントに、

そんなあたりまえのことを、子どもたちに。

患児である娘も

ほんの少しでも安らげる時間を、

頼っていました。

毎日付きそう家族のみんなに。

カレーとカボチャス—プ、

病院に笑顔がふえるほど、病気と闘う勇気だって、

グラタンが

きっともっと沸いてくるはずです。

大好きだった娘に、
一度も私の料理を
食べさせることが
できませんでした。

ITEM
寝転べる「床」
狭い病室で、床は貴重なスペース。
土足厳禁もひとつのアイデアです。
ベッドがそのスペースの大半を占める病室。

VOICE
ベッドから降りると、
そこは子どもにとって
『不潔な場所』となり、

大声が出せる「部屋」
泣いたり、笑ったり、はしゃいだり。
感情表現も子どもの仕事です。

VOICE
病気が再発して入院し、
それでもめげずに明るく楽しく
がんばろうと笑っていた息子に、
お隣の子の付き添いのお母さんが

たたでさえ、狭いうえに床が汚くては、

点滴のルートが

のんびり過ごすこともままなりません。

床につかないか

悲しいときは、きちんと泣いて、

と何度も言いました。

理想は、家のように寝転べる床。

気にしながら動きます。

うれしいときには、大声で笑う。

とてもショックでしたが、

そんなあたり前の環境が、

面会者は外靴で

感情の発散ができないと、

後から聞くとお隣の子どもさんは

今の病室にはないのです。

来ることもあり、

子どもたちの心には、

目が見えず、音に敏感で

ベッドを降りると

大きなストレスが溜まってしまいます。

息子の声にびくびくしていたらしい。

泣くのも、笑うのも子どもの仕事。

どちらも悪くない、

気持ちをリセットできる部屋が必要です。

どちらもかわいそうです

『外』のように行動
しないといけません。
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ITEM

カーテン越しに「うっさいなぁ」

07

ITEM
VOICE

こわくない「白衣」

診察室に入るときに

ITEM

白衣じゃなきゃダメだなんて

娘を抱いていると

誰が決めたんでしょう？

診察室に見えない「診察室」

わかるのですが、

子どもたちのドキドキをワクワクに変えるために。

泣くことはなくても、

医療者は、白衣を着ないといけないのでしょうか？

体にグッと

大人にとっては、あたり前のことでも

力が入りました。

子どもたちには、必要以上のプレッシャーを

緊張していたんだ

与えてしまっているのかも。

VOICE

と思います。

もしかしたら、色や柄を変えるだけで、

白衣を見るだけで、なぜかそこに

子どもたちの笑顔が増えるかもしれません。

壁があるような気になりました。

大人でも診察室という響きに、
ドキドキして緊張してしまうもの。
まして、小さな子どもであればなおさらです。
大切なのは、不安を取り除くこと。

私服になったときの先生や

例えば、インテリアを明るく、楽しく。

看護師さんを見ると「同じ人間だ〜」と

医療者と患者の距離を縮める努力が必要です。

安心したことを思い出します。

ITEM

ITEM
子どもが中をのぞける

冷たくない「聴診器」

ITEM

「ナースステーション」

見上げていても

子どもが大丈夫なら、大人にとっても有効です。

「ありがとう」って、いつでも言える。

飽きない「天井」

冷たい聴診器を胸に押し当てられるのは、

それだけで、いつもの毎日が変わります。

ちょっとした想像力とアイデアで、

患者の立場に立って、聴診器を温めてから

病院で暮らす子どもたちにとって、

見慣れた天井だって楽しくなります。

当ててくれる医療者もいますが、

身の回りの世話をしてくれる看護師さんは、

ベッドの上で一日の大半を過ごす

いつでも頼れる家族のような存在です。
だからこそ、ナースステーションをオープンに。
気軽に挨拶できたり、おしゃべりするだけで、
気が晴れることもあるはずです。

大人だって、イヤなものですよね。

それでは、根本的な解決策にはなりません。
子どもがイヤがらない聴診器、

子どもたちにとって、

きっと大人にとってもありがたいはずです。

天井は退屈なものでしかありません。
例えば、天井がスクリーンになって
好きな時に映画が見られたら、
きっと楽しいですよね。
カワイイ照明があるだけでも、
見慣れた風景が違って見えるはずです。

VOICE
天井の模様はすっかり覚えてしまうほどです。
見つめていた時間は長かったと思います。
特にしんどい時には、ずっと
寝転びながら天井をみつめていました。
私は、アイソレーターという大きな
空気清浄機を使うときにだけ、

VOICE
閉鎖的なナースステーションのドアや窓から
首をのばして、大きな声で看護師さんを
呼ばなければいけませんでした。
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アクリルの天井になることを利用し、
お姉ちゃんの写真や
好きなキャラクターを描いた
絵などで天井を飾りました。

VOICE
教授回診の診察など、患者サイドから見ると
『本当にその診察いるのか』と思うことがあります。
非常に重要なことなのですが、
しんどい患者さんにはつらいのも事実です。
また、子どもが泣くと診察所見を取るのに
時間がかかり、かえって診察時間が長引きます。
そして、ますます子どもは泣きます。

そこには夜勤の疲れ切った

そして所見が取れないと悪循環です。

看護師さんの姿があったことも……。

診察してほしくなる聴診器ほしいです。
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ITEM
どこまでも歩きたくなる「点滴台」

VOICE
酸素はゴムのような

ちょっとした改善と工夫で、誰もが安全に使えます。
大人であっても、コントロールが難しい点滴台。
非力な子どもや女性ならばなおさらです。
欲しいのは、軽くて、安全、段差もスムーズに乗り越えられる点滴台。
たとえ、点滴につながれたって、元気な時は、どこまでも歩いていけそうです。

匂いがしました。

ITEM

こんなにしんどい時に

いい匂いのする

これをずっと吸っているのか、
と情けない気持ちになりました。

「酸素マスク」
苦しみを和らげるための道具が
苦痛になってしまっている矛盾。

ITEM

苦しいときにつけるものなのに、

はがすとき痛くない

それをつけること自体が
苦痛になってしまっている

「テープ」

酸素マスク。これでは、本末転倒です。
難しい課題かもしれませんが、

はがすのが恐くなくなるだけで、

改善の余地は多いにありそうです。

治療にも前向きになれます。

ITEM
見てもお金のかからない「テレビ」

バンドエイドをはがすとき、
苦い思いをしたことありませんか？

インターネットでさえタダなのに、

その何倍も粘着力の強い

どうしてテレビにお金がかかるのでしょう？

医療用テープは、はがすのに一苦労。
時には、注射より痛みが走ることも。
痛くないテープ、
子どもたちの切実な願いです。

VOICE

インターネットだって、世界と無料で繋がる時代なのに、

押すと、行きたい方とは違う方向へ行ってしまう点滴台。

テレビを見るのにお金がかかるなんて、やっぱりおかしいですよね。

段差があればヒューっと向こう側へ倒れて

テレビは入院中の数少ない楽しみのひとつ。高速道路の前に、

しまいそうになる点滴台。片手で点滴台を押しながら、

今日からでもすぐに無料にしてほしいところです。

片手でベビーカーを押す労力は想像以上です。
点滴につながれるだけで、動こうという気がなくなります。

VOICE

つながれて束縛されているような気持ちになります。

特別な検査や治療以外に、

点滴をしているからといって、しんどいとは限りません。

治療費はほとんど

点滴をしても元気に動こうと思える点滴台が欲しいです。

かからない小児がんですが、
何にお金がかかるか
というと、これです。
テレビと洗濯機と冷蔵庫。

VOICE

入院中はテレビで

娘は検査と同じくらい、テープをはがすことを
いやがりました。看護師さんがはがすと痛いから、
私がはがすことをいつも希望しました。
なので、私があれこれ考えながらはがしていました。
病院に予算があれば、テープをはがす時に
痛くない医療品を買うことができるそうです。

ITEM

VOICE

頭を打っても痛くない「ベッド柵」

小児がんの子どもたちは、化学療法の副作用で

ちょっとしたケガが命に関わることもあるのです。

ほかなかったので、
とても大きな負担でした。

血小板という、かさぶたの役割をする血液の一部が
減少します。つまり、出血しやすい状態になります。

寝相の問題だけでは、済まされません。

とくに頭蓋内出血は命に関わります。だから頭をうったり、

ひとつだけ見つけて、こっそり娘に使ってくれました。

症状によっては、ベッド柵に頭をぶつけることで、

おなかをうったりしないように注意しなければなりません。

驚くほど楽にはがせました。

命に関わることだってあるのです。

しかし、1 歳くらいの子どもが、柵に閉じ込められたベッドで

子どもが安心して眠れるベッドがあれば、

安静にしているはずがありません。暴れ回って、

介護する親だって、ゆっくり眠れます。

柵をがんがん叩いたり、ダダをこねて頭をうつこともあります。

『昔はあったんですけどね』と担当の看護師が
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退屈をしのぐより
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ITEM
付き添う人がくつろげる
「ソファベッド」
ITEM

見守る家族が病気になってしまっては、

プラスチックじゃない「食器」

シャレになりません。

使いやすさよりも大 切なのは、

病気と闘っているのは、患者だけではありません。

食の喜びを教えることです。

家族もまた辛い思いをしながら、

VOICE

何で食べるかも重要です。

友人の子どもが入院中、一日中ずっと

味気のないプラスチック容器では、

スカイプでつないでいた時のことです。

ITEM

食欲も沸いてくるはずがありません。
子どもたちに食の大切さを教える意味でも、
ちゃんとした食器を与えることが重要です。

VOICE
自分の食欲が落ちたので、
自宅の食器を持ち込みました。
すると不思議ですが
少し食べる気になりました。
某市民病院では、
低菌中のフルーツは

家や学校とずっと
つながっている「テレビ電話」
つながっているという安心感が孤独を癒します。

せめて家族が横になれるソファベッドを。
付き添う家族が体を壊してしまっては、
元も子もありません。

お父さんが嘔吐下痢で病室に来ることが
出来なかったからスカイプになったそうなのですが、
画面の向こうの自宅にいるお父さんが、
頻繁にトイレに行く様子を見て『またトイレ行ったわ～』
『あ～出てきたわ～』
『だいじょうぶ～？』

家族や友人と離ればなれで暮らす

と、家では当たり前の出来事を画面を通して

子どもたちは、病気だけでなく、

共有できることで、家族に安心感が生まれる

人知れず孤独と戦っています。

というところに『納得！テレビ電話！』と思いました。

話さなくても、姿が見えるだけでいい。
テレビ電話は、そんな子どもたちの
夢を叶えるライフライン。
早い段階での導入が望まれます。

ITEM

VOICE

元気になる「鏡」

パイプイスで一日過ごすことはかなりの苦痛です。

さすがにこれでは

嘘をつくのではなく、

食べる気になりません。

自信を持たせてあげるために。

できませんでした。入院中は、

缶詰ごとでした。
食べる直前に開封するほうが
いい、とのことでしたが、

戦時中じゃないんだから。

ITEM
お風呂と同じくらい
きれいに拭ける「タオル」
使う人たちの立場に立った
モノづくりをする必要があります。
健康な人にはあたり前のことでも、
病気の人にとっては、難しいことがたくさんあります。
お風呂に入ることも、そのひとつ。蒸しタオルで体を拭いても、
なかなか思うようにキレイになりません。
肌にやさしく、吸水性にも優れたタオル。
素材を見直すことから始める必要があります。
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狭い病室で患者とともに闘っています。

食事は何を食べるかも大事ですが、

しんどい時に横になって休むことも
子どもの隣に座る時間も（寝る時間も）

病気で疲れた自分の顔を見たくない。

少なかったように思います。ターミナル時、

闘病中、鏡を見るのがこわくなってしまう

帰宅した時にそのことに気づきました。

VOICE

子どもたちも少なくないようです。

家ではずっと子どもたちの近くに座るか

頑張って拭いても拭いても、

例えば、ライトの加減で顔色が

寝転ぶかしていました。子どもたちもいつも、

少しだけ良く見える鏡を作ってみる。

私のどこかに触れていたように思います。

１～２週間お風呂に入れないと
入った時には垢まみれでした。

それだけで、自信を持てるかもしれません。

体ふきも毎日できなかった
ときもあります
（予算の都合らしいです）
。
そんな時は泥棒のように
こっそりタオルを
拝借しにいきました。

VOICE
自分自身も子どもの時闘病していましたが、
親が鏡を隠していたことを覚えています
（だから半年ほど自分の顔を見ませんでした）
。
ステロイドによるむくみ、多毛などで
短期間で見た目が激変してしまうのは、
女の子にとっては特にシビアな問題です。
どうすればいいんでしょうね。
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子どもにうれしい病院は、
大人にもうれしい病院です。

http://yumenobyouin.org/

あなたの考える夢のアイテム、
どうか、ホームページにお寄せください。
いただいたアイデアをもとに、
定期的にアイテム数をふやしていきます。
夢のアイテムは、買うことも、考えることも、
それぞれが夢の病院づくりを前進させる、
大きなチカラになるのです。

この病院が完成するとき、そこには数えきれないほどの
夢や、アイデアや、ノウハウが、きっと集まっていることでしょう。
実はそれこそが、このプロジェクトの、もうひとつの宝物になるのです。

夢のアイテム。思えばそれは、小児がんの子どもに限らず、
入院や通院している全ての人と、そこに携わるすべての人が、
心から待ち望むものばかり。子どものことを考えると、
結局は、日本中の大人のためにもなるのですね。
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http://yumenobyouin.org/
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