
            ほほえみの会   ２００３年度 活動報告

◆「ほほえみの会」２００３年度 活動記録
会員   ＮＯ１４９  （１１０人）

参加者
２００３年 7月13日 第９７回会合  ２００３年度総会 人

8月10日 第９８回会合 ３人

9月14日 第９９回会合 ４人

10月12日 第１００回会合 ３１人
のぞみの会静岡支部と合同開催

11月9日 第１０１回会合 ７人

12月14日 第１０２回会合 ５人

２００４年 1月11日 第１０３回会合 ９人

2月8日 第１０４回会合 １２人

3月14日 第１０５回会合 １１人

4月11日 第１０６回会合 ８人

5月9日 第８回小児がん院内親の会連絡会  東海大付属病院

5月9日 第１０７回会合 ８人

6月13日 第１０８回会合 ６人

7月11日 第１０９回会合    ２００４年度総会

◆２００３年度会計報告

収入 支出
繰越金 245,389 会議費 22,650
会費 145,000 通信費 105,600
寄付 28,000 文具費 1,785
預金利息 8 交通費 26,700
のぞみの会 5,000 謝礼 30,000

423,397 186,735

収入金額 423,397



支出金額 186,735
残高 236,662

上記の通り報告致します
2003年7月13日

会計  小嶋  隆



２００３年７月２５日 
 
静岡県立こども病院 
院長 横田 通夫 様 
 

                    静岡県立こども病院 血液腫瘍科親の会 
「ほほえみの会」 代表 

静岡県地域医療支援連携事業運営委員会 委員  
池田恵一 

 
 

病棟保母さん配置のお願い 
 

 
拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。日頃は「ほほえみの会」の活動

にご協力、ご支援いただき大変感謝をいたしております。 
さてこの春、新病棟完成に伴い北５(Ｂ１)病棟の保母さんが異動され不在となりました。
限られた人員の中で保母さんはさらに必要な病棟に移られたと聞きました。しかし、そ

のためにせっかく明るくきれいな新病棟に移ったにもかかわらず入院している子供た

ちの表情は暗くなってしまったと会員の母親たちは嘆いています。 
是非、病棟への保母さんの設置をお願いいたします。 
難病と闘う子供たちは辛い治療に耐え、家族とも離れ一人病棟でストレスの多い生活を

余儀なくされています。そうした中で保母さんは痛いことはしない、子供たちにとって

唯一安心できる存在です。医療者には言えない事も保母さんには言えることもあり、ド

クター、ナースとは違う役割があります。毎日一人一人の体調を把握してくれる中で、

遊び相手になってくれ、食事の面倒を見てくれ、躾にも気を配ってくれる。また、病棟

内の飾りを作ったり、食堂内での小さな運動会、夏祭りなどのイベントはストレスの多

い子供たちにとって大きな喜びであり、治療への前向きな気持ちが持てる大きな要素で

す。 
現在、ボランティアの方が面倒を見てくれ、またナースに保育担当の方も決めていただ

いていますが、やはり専任の保母さんに毎日いて頂きたいというのが親の切実な思いで

す。 
アメリカの病院では患児の精神的ケアには力を入れており、チャイルドライフスペシャ

リストをドクター、ナースと同格に位置付けているとも伺います。是非、日本で有数の

医療を誇る静岡県立こども病院で、国内で先駆けてそうした取り組みを実践していただ

ければ幸いです。 
諸般ご事情があるとは存じますが、何卒保母さん設置の実現ができますよう重ねてお願

い申し上げます。 
 

敬具 
  



２００４年２月２７日 
 
静岡県 病院局 
局長 岡野 敦 様 
 

静岡県立こども病院 血液腫瘍科親の会 
「ほほえみの会」 代表 

静岡県地域医療支援連携事業運営委員会 委員 
 池田恵一 

 
 

病棟保育士配置のお願い 
 

 
拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。 
私ども「ほほえみの会」は静岡県立こども病院で小児がんの治療を受ける子供の親の会

です。日頃は病院を通じまして「ほほえみの会」の活動にご協力、ご支援いただき大変

感謝をいたしております。 
さて昨年、新病棟完成に伴い北５(Ｂ１)病棟の保育士さんが異動され不在となりました。

限られた人員の中で保育士さんはさらに必要な病棟に移られたと聞きました。しかし、

そのためにせっかく明るくきれいな新病棟に移ったにもかかわらず入院している子供

たちの表情は暗くなってしまったと会員の母親たちは嘆いています。 
是非、病棟への保育士さんの設置をお願いいたします。 
難病と闘う子供たちは辛い治療に耐え、家族とも離れ一人病棟でストレスの多い生活を

余儀なくされています。そうした中で、保母さんは痛いことはしない、子供たちにとっ

て唯一安心できる存在です。医療者には言えない事も保母さんには言えることもあり、

ドクター、ナースとは違う役割があります。毎日一人一人の体調を把握してくれる中で、

遊び相手になってくれ、食事の面倒を見てくれ、躾にも気を配ってくれる。また、病棟

内の飾りを作ったり、食堂内での小さな運動会、夏祭りなどのイベントはストレスの多

い子供たちにとって大きな喜びであり、治療への前向きな気持ちが持てる大きな要素で

す。 
現在、ボランティアの方が面倒を見てくれ、またナースに保育担当の方も決めていただ

いていますが、やはり専任の保母さんに毎日いて頂きたいというのが親の切実な思いで

す。 
アメリカの病院では患児の精神的ケアには力を入れており、チャイルドライフスペシャ

リストをドクター、ナースと同格に位置付けているとも伺います。是非、日本で有数の

医療を誇る静岡県立こども病院で、国内で先駆けてそうした取り組みを実践していただ

ければ幸いです。 
諸般ご事情があるとは存じますが、何卒保育士さん設置の実現ができますよう重ねてお

願い申し上げます。 
 

敬具 
  



県 がん セン ター 小児 科設 置要 望意 見

静岡 県立 こど も病 院 血液 腫瘍科 親 の会

「 ほほえ みの 会」

◎ これ から 少子 化を 迎え よう とい う時 代に 日本 一を 誇る 「が んセン ター 」に 小児

科が ない のは おか しい 。

◎ 小児 ガン にか かっ た子 ども は治 癒し たあ とも 様々 な病 気が 出るこ とが 多く 継続

して みて もら う必 要が ある 。そ のた めに も小 児科 （こ ども 病院） だけ だな く様

々な 科が 総合 的に 必要 とな る。

◎ 骨髄 移植 で無 菌室 に入 る子 供と 親の 精神 的プ レッ シャ ーは 体験し たも ので ない

とわ から ない 大変 なも のが ある 。せ めて 病院 は近 くに あっ ていつ でも 直ぐ に行

ける 状態 であ って 欲し い。

◎ いま 臍帯 血を 採ろ うと して も東 部の 病院 では 出来 ず、 ガン の兄弟 がい るた めに

採り たく ても 採れ ない とい う人 がま わり に多 くい る。

◎ 陽子 線治 療は 小児 ガン に効 果が ある とい うの に何 故小 児科 がない ので すか 。

◎ 県の 子ど もの ガン に対 する 関心 の低 さに 絶望 する 。

◎ 病棟 は大 人と 子ど もで は違 い、 たと え小 児科 が単 独で 設置 されな くて も小 児用

の病 棟は 是非 最初 から 作っ てお いて 欲し い。

◎ 小児 ガン につ いて はこ ども 病院 で高 度医 療を 目指 すと いう が、と ても 今の こど

も病 院が 満足 でき る状 態で はな い。

・ ２０ 年前 に建 てら れた 病院 は今 の医 療の 進歩 につ いて 行け ず、骨 髄移 植治 療が

当た り前 にな って いる 今、 無菌 室が 一つ とい うの はど うし ようも ない 。タ イミ

ング が重 要な 移植 では 今ま でに 無菌 室が 空い てい ない がた めに治 療が 出来 ず命

を落 とし てい る人 が多 くい る。

・ 昨年 末か ら病 棟内 での 院内 感染 が広 がっ てお り、 既に 二人 が亡く なっ てい る。

遺族 は県 に対 して 訴訟 も考 えて いた が、 本来 の病 気以 外で 何故命 を落 とさ なけ

れば なら ない のか 。徹 底的 に解 明し て欲 しい 。

今の とこ ろ原 因は はっ きり して いな いが 、Ｂ １病 棟に 白血 球が減 り抵 抗力 のな

い血 液腫 瘍科 の患 者以 外に 腎臓 や神 経科 の患 者が いる のも 問題で はな いの か。

◎ 県が んセ ンタ ーは 誰の ため の病 院な のか 。

国立 がん セン ター とは 性格 が違 うだ ろう 。国 立を しの ぐほ どの日 本一 、世 界一

を目 指す 事が 本当 に県 民の ため にな るの だろ うか 。県 のが んセン ター は県 民が

診察 を受 けや すい 事が 大事 で、 ガン 研究 を極 める とこ ろで はない ので はな いか 。

国立 がん セン ター や他 の研 究機 関と のネ ット ワー ク化 を図 ること が出 来る のな

らば 県民 がか かり やす い、 県民 本位 の病 院体 制に すべ きだ 。

◎ 病院 の名 称を 「が んセ ンタ ー」 とい うの は止 めて 欲し い。

本人 や周 りに 対し て病 名を 伝え てお らず 、た とえ 小児 科が 出来て も診 察に は行

けな い。

こど も病 院の 血液 腫瘍 科も 血液 科で 良い ので はな いか 。




