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活動のきっかけ
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ここ

次女はるかの闘病生活から始まりました。（1997年）



8月1日 千葉県鴨川市

「朝だけ頭痛がする。吐き気がある。」

小児クリニックで診察受けるも風邪の診断。



8月30日

「右足を引きずる、右手に力が入らない。」

関東労災病院で診断。余命半年を告げられる。



「治療方法はありません。
残された時間を家族で楽しむことです。」

9月3日こども医療センター



何万回も考えたこと

なぜ私の娘が？
10万人に一人発症といわれる
悪性脳腫瘍になったのか？



10月15日 放射線治療を終え一時退院

ハムスターを飼い始める。

左手で文字が書けるようになる。鼓笛隊でのピアニカの練習



12月15日 家族旅行（静岡県伊東市）



1998年1月30日 最後の小旅行（千葉県鴨川市）

「家族でお泊りに行きたい」
と懇願され房総へ。



1月31日 最後の夜（自宅）

頭痛を訴えるも翌朝に病院へ行くという
希望を言い、家族4人で川の字で眠る。



2月1日 最後の入院 （こども医療センター）

（呼吸停止、人工呼吸器装着、脳死判定へ）

24時間付き添う

胃潰瘍のような状態で出血が！

自然の流れに逆らうことは本人の辛い負担に
なることが理解できた。



何万回も考えたこと

娘の身代わりになることができないのか？



2月7日 人生最大の決断

いつ娘の呼吸器を外すのかの決断。

麻酔科医師からの寄り添い



長女に妹が亡くなることを伝えた。

「なぜもっと早く教えてくれなかったのか？」

と抗議された。とても悪いことをした。
子どもなりの理解があることにあとで気が付く。



2月14日 最終脳死判定

幼稚園の先生など関係者との別れ



2月15日 人工呼吸器を外し家族で看取る。
（こども医療センター）



2月15日（世界小児がんデー）

娘は旅立ちました。



親としての
後悔の念と
感謝の念

子どもにとっての最善の時間（思い出作
り）が過ごせたのか？

子どもの「最善の利益」を親として代弁
することができたのか？

治療方法を探したが見つからなかった
こと。

医療スタッフの寄り添いへの感謝の気
持ち



（愛に包まれた）

普通の毎日を送ることが
幸せな時間



娘の使命とは？（mission)

人には必ずある・・・この子は何を伝えに来たのか？
呼吸が止まるまでけなげに生きた娘の人生

娘に気付かされ
た。



娘から与えられた課題を解決したい

「小さな命の旅立ちは、社会へ多くの課題の提案をしている」



2003年からNPO法人スマイルオブキッズを立ち上げ

小児医療の隙間の部分の支援

・滞在施設「リラのいえ」の運営（2008年募金で開設）

・患児のきょうだい児預かり保育事業
・重症心身障がい児と家族対象

地域がささえるふれあいコンサート主催

スマイルオブキッズの活動



我が国の現状
１．現行制度における、はざまの存在や限界
（１） 片麻痺が生じた場合、多くの医療機関では「障害者手帳の取得」を求められるが、主治医の認識不足等に
より、固定的麻痺と認定してもらえず、手帳取得が困難な疾患がある。そもそも、障害者手帳の申請・認定には
約２～３か月必要とされ、余命に限りがある子どもにとって、その期間必要なサービスが受けられない。

（２） 小児慢性特定疾病の医療費助成は原則18歳未満までしか利用できず、介護保険の適用は40歳以上であ
ることから18歳～39歳までの方が利用できる制度がない。また、病気や障害がある子が介護保険を利用する
ことができない。

（２） ０～17歳 18歳～39歳 40歳～
小児慢性特定疾病
難病
介護保険

（１） ０～１か月 １～２か月 ２～３か月 ３～４か月 ４～５か月 ５～６か月

病気の進行

障害者手帳

発症

申請

治療・療養（入退院）の繰り返し

認定

余命

制度を利用できる期間が少ない

利用できる制度がない
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２．はざまにいる子どもや家族の課題
① LTCの子どもの「生きる」を支える環境や用意が、社会の側にありません。
② 子どもの死が社会から見えづらくなった今、思いを周囲に理解してもらえず、孤立し
てしまう子どもや家族がいます。
③ 日本では、医療の中にも、地域の中にも、小児緩和ケアの実践イメージが十分にあり
ません。

我が国の現状

こどもホスピスの必要性がここにある！



見えない力の存在

滞在施設の設立を目指す。（病院OBたちと共に）

・県議会で友人の県知事への質問
・チャリティーコンサート等で3500万円
・篤志家の小児科医からの5000万円の寄付で県有地の無償貸与

2008年、活動後3年半で開設



患者家族宿泊滞在施設リラのいえ



横浜こどもホスピスプロジェクトとは？

遺贈がきっかけとなり募金で建築・運営費（約3億円）を捻出し、
横浜市より2019年11月15日に生命の脅かされた子どもと家族の療養支援施設
（仮称:こどもホスピス）の事業者に選定された。



横浜こどもホスピスプロジェクトとは？



こどもホスピス（命に関わる病気の子どもと家族の支
援施設）設立へのきっかけ

元看護師 川崎市生まれの石川好枝さんとの共通の
思い。
2013年3月と10月に合計10,500万円の
遺贈を受けた。



「治療方法はありません。
残された時間を家族で楽しむことです。」

こども医療センター
関戸医師からの言葉



家族を支える 小児緩和ケア

我が国では理解し始められてから、まだ10年しかたっていない。



小児緩和ケアの定義
生命を制限する病気を持つ子どものための緩和ケアと
は、身体的、心理的、社会的、スピリチュアルな要素を含
む積極的かつ全人的な取り組みである。
それは子どものQOLの向上と家族のサポートに焦点を
当て、苦痛を与える症状の管理、レスパイトケア、臨死期
を経て、死別後のケアの提供を含むものである。

A Guide to the Development of Children’s Palliative Care Services, 
ACT/RCPCH  2003



Knapp et al. (2011) Pediatr Blood Cancer. 57:361−8

LEVEL 2
世界の小児緩和ケア提供体制



各国の小児緩和ケア提供体制のレベル

レベル1 取り組みなし
レベル2 初期的な取り組み ロシア、中国、イン

ド、ブラジル、メキシコ、ケニア、トル
コ、北欧3国他

カンファレンスの開催、参加
国外での個人的なトレーニング
初期段階のサービス

レベル3 ローカルに存在 フランス、スペイン、ギ
リシャ、ルーマニア、サウジアラビア、
タイ、アルゼンチン、ウクライナ 他
（2012年小児がんを重点項目追加 日本）

国内数か所での小児緩和ケア活動
組織化、経済基盤の確立
研修機会の提供

レベル4 高度に組織化 イギリス、ドイツ、ポー
ランド、オランダ、イタリア、アメリカ、
カナダ、オーストラリア、ニュージーラ
ンド、南アフリカ 他

複数の大規模なケア提供システム
地域コミュニティへの浸透
政策への影響力
教育機関整備と学際的研究全国規模の
組織

Knapp,2011



先進国の小児緩和ケア

• 小児がん対象の専門的緩和チームの存在…小児専門病院

• 地域での慈善活動…小児ホスピスなどの在宅支援施設

先進国では、在宅の家族もしっかりとフォローされている。



英国のこどものホスピス

こどものホスピスの全国分布

マンチェスター・Francis houseは（2019年）
運営費415万ポンド（約６億５百万円）の内、
イギリス国民健康サービス（NHS）から審査
を受け毎年39万ポンド（約5600万円）の助成
金を受け取っている。
対象年齢０歳～16歳までに小児がん罹患者は、
30歳代まで利用可

（医療保険・介護保険は全年齢対象）





施設



施設



施設（Francis lodge）16歳～39歳まで



Chiristmas Ball
（December ６）

年間最大イベント
1日で1,500万円売り上げ！



ドイツのこどもホスピス18施設

（医療保険・介護保険は全年齢対象）

43



ドイツ
Regenbogenland Children’s Hospice



施設 本館2004年建設(小児)
新館 2017年建設(AYA)



施設



看取り



世界のこどもホスピスの特性

・「地域主導の理念」“Local initiative”
地域に根差した自発的な活動

・「施設の理念」 “Home from home”
病院でなく家である

・「サービスの理念」“Friendship”
友として寄り添う

・「事業の理念」”Free-standing”
制度に依拠しない独立した施設…財源を寄付に頼った慈善事業



公的制度では解決し難い課題

子どもは病気や障害のために、
• やりたいことができない（成長の機会が奪われる）
• 仲間と一緒に過ごせない（社会に参加できない）
• 親から自立できない（自尊心が損なわれる）

親は介護に追われながら、
• 安心して寛げる時間も場所もない
• 心の苦しみ、体の負担を背負い込むしかない

きょうだいはいつも、
• いろんなことを我慢しなければならない





人としての人生の時間に多職種連携で病児と家族に
寄り添いながら

（理念）

「この瞬間を笑顔に！みんなで支えて叶えたい。」



普及啓発事業
・ 講演会・コンサート

広く一般の市民や大学、地域企業を対象に、「生命を脅かす病気の
子どもとその家族」の抱える課題や支援ニーズ等を啓発するための事
業を展開する。

・ シンポジウム
国内外のこどもホスピス（イギリス、オランダ、ドイツ等の

こどもホスピスを含む）の取組を共有するシンポジウムを
開催する。

52



専門職人材等の育成事業

人材育成プログラム （２０１８～２０20）
• 看護師、保育士、理学療法士や作業療法士、社会福祉士等の専門職、

および当該テーマに関心を有する一般市民を対象とした、「生命を脅
かす病気の子どもとその家族」への支援や、「小児緩和ケア」を体系
的に学ぶセミナーを全国で企画・開催している。

53



第4回全国こどもホスピスサミット開催予定
2022年2月11日（金）はまぎんホール



支援施設に対するニーズの状況と必要性

■神奈川県内の小児がんで子どもを亡くした親のニーズ調査

(小児看護学会にて発表：2019年8月3日札幌）

子ども・家族のEnd-of-Lifeケアへのニーズ



こどもホスピスに望まれる支援

・子どもと家族が、一緒に安心して過ごせるような支援
(自宅のような安心感)

・子どもの好きなものを作り、家族で一緒に食事ができるような支援

・訪問診療・看護を受けて苦痛や症状なく、安心して過ごせるような支援
・子どもの希望を叶えられるような支援 (苦痛をなくしてあげたい）

・きょうだい児と子どもが、これまでと同じように過ごせるような支援
（子どもらしさを大切にしたい）

遺族アンケートより



旅立った後の思いについて
（子どもホスピスに望まれる支援）

・子どもが旅立った後も思いのまま話せるような支援
⇒ 子どものことを知っている人（利用者・スタッフ）

⇒ ご遺族同士



社会制度化が難しい

• 福岡市・札幌市・都内昭島市
• 長野安曇野市・三重県桑名市・福井市
などで設立活動があるが、

ハードルが高い！



2019年11月15日建設用地決定！



イベントや企業からの支援



TOKYO YAMATHON 2021
FIT for charity run 2021 の寄付先に選考された。



横浜こどもホスピスチャリティープロレス



ロシュ・ゆめいろシューズプロジェクト



クラウドファンディング
大鵬薬品㈱とお風呂の資金集め



病院ではなく
家である
• 病気であることを忘れら

れる場所
• アットホームな雰囲気
• 楽しく遊べる部屋

(Play room)
• 団欒できる場所

(Living room)
• みんなで食事ができる

(Dining room)
• 寝泊まりできる

(Bed room)
• 家族や友達が集う場所



ささやかな望みを
かなえる場

• 友達の家族も呼んでご飯を食べたい
• お父さんの誕生会をやりたい
• 家族みんなでお風呂に入りたい
• バーベキューがしたい
• 同級生と一緒にゲームがしたい
• ヨットに乗りたい
• 勉強を教えてもらいたい
• 楽器を習いたい



子ども本人
ご家族

医師
看護師
スタッフ
薬剤師

SW PT OT
心理士
弁護士

ともだち
保育士
教師

地域
ボランティア

「困難」
「課題」

多職種で連携して課題解決



横浜こどもホスピス～うみとそらのおうち



平潟湾と野島を望む



1階みんなのホールと遊具



個室
階段踊り場

2階遊びホール



お風呂と灯り



11月21日（日）落成式

全国で2例目のこどもホスピス横浜に誕生



「こどもホスピス～限りある小さな命が輝く場所」
田川尚登 著（新泉社1700円＋税）



全ての子どもが子どもらしく生きるために

田川はるか6歳 〇川 はるか 30歳？
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