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クリニクラウン特別派遣DATA

ような錯覚を生み︑多くの人々が間接的で

した︒それはあたかも自分自身が被災した

支えることにつながっていくと確信し︑高度

設を守ることが︑被災地で生きる子どもを

訪問時の子どもたちの様子を病
棟スタッフと共有。子どもの成
長や発達という視点で子どもた
ちのことを話し合い、日々の看
護ケアに役立ててもらいます。

東日本大震災から一年半が経過し︑メ

❺後カンファレンス

ハーモニカを鳴らし、踊りなが
ら病棟へ。子ども一人ひとりの
状況に合わせて関わります。子
どもや家族、医療スタッフと一
緒に楽しい時間を届けています。

もがその眼を疑った未曽有の大災害・

❹いざ、病棟へ

クリニクラウンの象徴は赤
い鼻。衛生面への配慮、豊
かなコミュニケーションを
育むための工夫として派手
なメイクはしません。

早急に立てました︒

❸ノーズオン

子どもたち一人ひとりの体調や心の
状態を病棟スタッフに確認。マスクの
着用の有無などの安全に子どもと関
わるための衛生面にも気を配り、遊び
方や訪問の順番などの参考にします。

小児医療施設の環境保全に寄与する方針を

❷前カンファレンス

衣裳やおもちゃなどはすべて消
毒します。感染の媒介者にならな
いように訪問終了後も同様に消
毒します。

あっても心に大きなダメージを受けたこと
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❶道具の消毒

が特徴です︒

■クリニクラウンの病棟訪問の流れ

を活用する場面が増えてきました︒しかし︑

※クリニクラウンは原則として2名1組で訪問します。
（※1）病院主催の夏祭りでは、2人１組のクリニクラウンが２チーム（計４名）訪問しました。

ディアの世界では早くも︑
﹁復興﹂の二文字

約11名

﹁私たち人間はどのような困難な状態︑状

2名

況下であっても笑顔を忘れず生き抜くこと

14:00～16:00

また︑人類史上最悪の原発事故と称され

計1回

いわき市立総合磐城
共立病院（福島県いわき市）

る福島第一原子力発電所事故は天災と人災

約60人
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年前に発生した阪神・淡路大震災

6名

今から

14:00～16:30

505人

で︑災害支援活動︵神戸市長田区担当︶に

計3回

岩手県立大船渡病院
（岩手県大船渡市）

26名

（※1）

どもから私たちクリニクラウンが学んだ最

14:00～16:30

ができる﹂それこそが︑闘病生活を送る子

計12回

が複合的に絡み合い︑いまだかつて遭遇した

茨城県立こども病院
（茨城県水戸市）

ことのない規模の放射性物質の拡散が今日

389人

を忘れないことが大切です︒私たちは人間

22名

そんな時こそ私たちは傍に誰かがいること

14:30～16:30

当協会では︑震災発生直後から﹁臨床道

計11回

災した人々にとって悲しみが終息するという

宮城県立こども病院
（宮城県仙台市）

そして笑い︑未来を創造していきます︒被

384人

ならないと思います︒

24名

化師としてどのような支援が必要か﹂を検

し、2005年から活動しています。

14:00～16:00

同士の関わりの中でのみ生きていける存在

スタッフと協働し、子どもの療育環境向上を目指

計12回

です︒人は誰かと関わることで︑共に泣き︑

長や発達をサポートするという視点を持ち、医療

東北大学病院
（宮城県仙台市）

月より被災地域の小児

タッフとのカンファレンスを通じて子どもの成

訪問時間

4

討し︑２０１１年

を通して、笑顔を育む道化師のことです。医療ス

派遣回数

病院名

関わった
子どもの数（のべ）

医療施設にむけた特別派遣を行ってきまし

室を定期的に訪問し、遊びや関わり（ユーモア）

派遣クリニ
クラウンのべ数

なぜ︑避難所ではなく病院を訪問するの

■クリニクラウン特別派遣 訪問病院

た︒

■クリニクラウンとは？
クリニクラウンは、入院生活を送る子どもの病

を必死で生きていることを決して忘れては

目的です。

ことはありません︒それでも︑人々は毎日

療育環境の保持・向上を目指すことが本事業の

が︑小児医療の現場で日々活動を行ってき

に、医療スタッフと協働し、子どもが安心できる

か？ と疑問に感じる方もいるかと思います

ちの不安の軽減とストレスを解消させるととも

た私たちにとっては︑医療スタッフや医療施

される震災後の心のケアや、入院中の子どもた

従事した経験から考えた時︑本当の意味で

心的外傷後ストレス症候群（PTSD）などに代表

復興の難しさが噴出するのはこれからが正

1990年、道化師専門の劇団を創設し全国各地で上演を行う。
2005年日本クリニクラウン協会発足と同時に事務局長兼アー
ティスティックディレクターに就任。日本国内における
クリニクラウンの養成と活動の普及を担当してきた。

クリニクラウンが病院を訪問することにより、

高の哲学であり︑私たちの歩みを決める唯

■目的

もなお継続されるという大問題に発展して

をもって突然やっ

塚原 成幸
（臨床道化師 日本クリニクラウン協会 芸術監督）
東京都出身。現在、長野県長野市在住。
清泉女学院短期大学 幼児教育科 助教

念場だと実感しています︒

て き ま す︒ ま た︑

80名
およそ
1349名

たち人力では到底及ばない計り知れない力

そのことによって

派遣クリニクラウンのべ数
訪問によって関わった
子どもの数（のべ）

一の指針であると感じています︒災害は私

恐怖心だけが煽られるというもの事実です︒

見えない相手だけに知らず知らずのうちに

もたらされる被

39回

に恐れる﹂ことが大切と聞きますが︑目に

原子力発電の危険性をどこかで感じながら︑

害と悲劇は想像を絶し︑乗り越えることは

派遣回数

います︒放射能への対処の仕方は﹁理性的

声を大にしてＮＯ！と言えなかった私たち

絶対できないと思うことでしょう︒しかし︑

５病院

この震災は多くの人が職場や学校などに

大人の責任は本当に重いことだと︑あらた

対象病院数

いる時間帯に発生したこと︑地上デジタル

係し︑鮮明な大画面で被災映像を目にしま

放送の移行を間近に控えたタイミングも関

めて考えています︒

■クリニクラウン特別派遣 2011年度実績

誰

クリニクラウンは、
子どもが子どもらしく過ごせる
「こども時間」を届けます！

東日本大震災の災害支援として、2011年４月から2012年３月まで、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を実施いたしました。訪問先
病院は、東北大学病院（宮城県仙台市）、宮城県立こども病院（宮城県仙台市）、茨
城県立こども病院（茨城県水戸市）の計３病院（月１回）。また、岩手県立大船渡病
院（岩手県大船渡市 計３回）といわき市立総合磐城共立病院（福島県いわき市 計１
回）へも派遣しました。2012年3月以降も継続して実施しています。
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文◎新妻秀剛

「地域医療の最後の砦」
としての役割

る」を合い言葉に、いち早く病院機能を回復さ
医療を提供するとともに、被災地の患者さんを

せた東北大学病院。院内の患者さんに滞りなく
多数受け入れ、医療支援のために医師および医

療スタッフを被災地へ送り、さらには医薬品を
はじめとする支援物資を全国から受け入れ被災
地へと搬送しました。宮城県で唯一の大学病院

として「地域医療の最後の砦」となり、現在も
復興に努めている病院のひとつです。

東北大学病院での協会の活動としては、2009
年12月と2010年9月に「公益財団法人がんの子

どもを守る会・宮城支部」の方からの支援により、
クリニクラウンのデモンストレーション訪問を実

施しました。そして、2011年５月に予定してい

た３回目の訪問を調整している最中にあの震災
が起こりました。このとき同大学病院の新妻秀

（東北大学病院小児科医師）

剛先生からいただいたメールがきっかけとなり、
クリニクラウン特別派遣はスタートしました。こ
こでは、その新妻先生と同じく小児科医師であ

東北大学病院には２００９年から年

てもらいました。

余震の度に病室を巡回して様子を伺い

クリニクラウンに訪問していただくよ

る会・宮城県支部」のご支援によって

ニュースが聞こえて、これは大変な

波が迫っているという冗談のような

ワンセグ放送から６メートル級の津

ました。

うになり、２０１０年も訪問が決まっ

ります。夕方になると沿岸の平野地区

ことになったと感じました。しかし実

その時、私は病室にいました。１分

で何百人もの遺体が発見されたという

て日程調整を始めていました。東日本

を超えても揺れがおさまらず、これは

ニュース速報が流れました。まるで映

際には、それを遥かに上回る巨大津

普通の地震ではないと感じました。数

画のようで、現実感が遠のいていきま

大震災が起こったのは、そんな矢先で

分してようやく揺れがおさまって飛び

した。しかしこれは紛れもない、現実

波が沿岸の多くの町を襲ったことにな

出すと、廊下の角では小学校低学年の

での出来事でした。

がわかってホッとしましたが、患者た

すぐに、病棟の被害が大きくないこと

も皆、不安そうに廊下に出てきました。

や家を喪った多くの方たちのことを思

た。沿岸部の激甚被災地において、命

家や家族を喪った方はいませんでし

い、地 震・ 津 波 の 直 接 の 被 害 に よ り

我々の病棟に入院中の患者では幸

ちは皆、薄暗く寒い病棟で一様に不安

うと、我々が受けた被害や不便という

の制限や薬品不足がありました。とく

よる直接の影響としては、暖房・食事

ライフラインや交通物流網の遮断に

震災後間もない４月中旬に
クリニクラウンたちが来てくれた

があったか、記そうと思います。

病棟で、震災によってどのような影響

小児がんという特殊な疾患を多く扱う

のは、本当に些細なものです。しかし、

そうにしています。私たちは繰り返す

立てなくなっていました。個室の患者

男の子がうずくまってブルブル震え、

した。

１回、
「公益財団法人がんの子供を守

る力石 健先生のお二人に当時の様子を振り返っ

12
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に疲弊させないように全力で裏方に徹す

東

日本大震災では、
「最前線の病院を絶対

たくさんの元気をもらった
クリニクラウン特別派遣

東北大学病院

り、患者も家族もストレスが最高潮に

ない病室に防寒具を羽織って閉じこも

のチャンスが減りました。暖房もつか

ソリン不足もあり、家族の面会や外泊

他県の病院に紹介しました。また、ガ

備の問題で移植自体が不可能となり、

予定されていた一部の患者は、施設設

と思います。直近に造血幹細胞移植が

家族のご心配はどんなに大きかったか

者で１〜２週間の治療延期が生じ、ご

が予定されていたすべての小児がん患

薬品に比べて後回しになり、化学療法

に抗がん剤は抗生物質や補液等の基本

なりました。

ラウンに会った時には、涙が出そうに

バスで仙台に乗り込んで来たクリニク

新幹線も復旧しない４月中旬に、夜行

ました。
』と、熱いお返事が！ まだ

へのクリニクラウン特別派遣を決定し

え、被災地を中心とする小児医療施設

ポートするＮＰＯとして出来る事を考

すると、翌日すぐに『子供の成長をサ

私は震災後の現状をお伝えしました。

した。お見舞いのメールをいただき、

をいただいたのは震災後の早い時期で

日本クリニクラウン協会からご連絡

びます。クリニクラウンが帰った後も、
病棟にはほんわかした空気が残り、「今

遠巻きに恐る恐る様子を伺っていまし

て、引っ込み思案な東北の子供たちは、

しながら行進するクリニクラウンを見

ウン初体験でした。ハーモニカを鳴ら

初めてクリニクラウンに出会った子供

の入院生活を送っています。４月には

小児がんの子供たちは半年〜１年ほど

という形で真価を発揮します。通常、

クリニクラウンの訪問は、定期訪問

げで、この特別派遣が実現しました。

多くの方々からの暖かい支援のおか

リニクラウンに元気をもらいました。

ス満載の生活のなか、病棟の全員がク

の多岐にわたる精神的・物理的ストレ

ちが報告してくれたりします。震災後

日こんなことしたんだよ！」と子供た

た。２人ペアのクリニクラウン、彼ら
たちも、毎月訪問を受ける度に「また
日本クリニクラウン協会ならびに、ご

この元気を沿岸部の
町にも届けたい

の軽快な掛け合いに目を奪われ、知ら
来たの 」という反応をするようにな

供たちは自分の部屋を出て廊下へ、隣

を見て嬉しくなる家族、スタッフ。子

き込まれ、目を輝かせます。その光景

の子が遊んでいるのを見て、自然に輪

です。新しく入院してきた子供も、他

のワールドに染まるのもあっという間

こうなると、病棟がクリニクラウン

が実現したと聞き、嬉しく思っていま

その後、岩手県立大船渡病院への訪問

たら、というのが私の願いでしたが、

この元気を沿岸部の町にも届けられ

支援いただいた方々に心より感謝いた

の部屋へ、クリニクラウンを追ってい
に加わります。時に運悪く（ ）そこ

す。クリニクラウンがもたらす笑顔の

りました。

き、笑顔の連鎖は病棟全体に広がりま
に居合わせる我々スタッフも、ついつ

!?

●地震の影響による制限を受けた生活を余儀なくされ、それが長期化しており、
子どもたちもご家族もかなりストレスを抱えている。

します。

した。震災後の鬱々とした空気を、ク

日本クリニクラウン協会事務局 熊谷恵利子

輪が、ますます多くの病院の子供たち

●地震以降、総室のカーテンを開けていることが多く、子どもたち同士の会話が増え、
人との関わりを持つことで安心感を持っていると思う。

い彼らの遊びに巻き込まれてしまう。

●子どもが、急に理由もなく泣き出したり、表情が乏しくなり、笑顔がなくなった。

リニクラウンはあっという間に吹き飛

院生活が送れるように奔走していました︒

療体制や患者さんが少しでも安心して入

●緊急地震速報や余震が起こるたびに、怖がって、親から離れない子どもがいる。

に広がるよう願ってやみません。

めます。そして、自然に遊びの輪に巻

ず知らずのうちに子供たちは距離を縮

ほとんどの子供たちは、クリニクラ

たくさんの元気をもらった
クリニクラウン特別派遣
●移植や検査、手術予定が中止、延期となり、家族がやり場のない気持ちを抱えている。

溜まっていました。

「地域医療の最後の砦」としての役割
●ガソリンがないために自宅に戻れない保護者が多数おり、自宅の状況を確認できないこと。
さらに、入院中の子どもを残して病院を離れる不安もあり、保護者のストレスは大きかった。

そんな様子を見てまた、子供たちが喜

――力石先生は沿岸部の病院を支援され

と思いますが︑すぐに楽しんでいる様子

家族や子どもたちの様子など

ばしてくれました。

ていたとうかがいましたが……。

が回らなかった︒薬やライフラインが復

ご家族や子供たちの心のケアまで正直手

力石︱︱宮城県の公立南三陸診療所には︑ しかし︑当時は余裕がなくて︑なかなか
交代で担当していて︑私は毎週水曜日に
けること︑病棟の医療体制を整えるので

旧していないなか︑診療を可能な限り続

震災前から東北大学病院の小児科医師が

南三陸町唯一の病院は全壊してしまいま
そんなときにクリニクラウンが来てく

精一杯だった部分があります︒

診療をしていました︒しかし︑大津波で

で医療スタッフが応援に行っているので

した︒地震後には︑仮設の診療所に交代

やはり悲しくなったり︑仙台市内の復興
多いため︑クリニクラウンの訪問を心待

でした︒とくに長期入院の子どもたちが

すが︑元の街並みを知っていますから︑ れた︒最初は子どもたちも緊張していた
の状況とのギャップを感じたりしていま
岸部の方々に避難所などでお会いしても︑ ちにしていてくれる︒繰り返し会えるこ

した︒でも︑意外かもしれませんが︑沿

たようで︑すごく大切なことだと思いま

とが子どもたちの安心感につながってい
した︒そして﹁また会えたね︑今度はこ

みんな元気なんです︒逆に元気をもらい
そ︑人にやさしくなったり︑当たり前の

ちが生まれ︑子どもたちは次第に明るさ

んな風に遊ぼうね﹂という前向きな気持

ました︒大変な思いをされているからこ

ルギーがあるというのか︑いや前向きに

心の奥底には震災のことを忘れたいとい

子どもたちも家族も医療スタッフも︑

を取り戻していったように思います︒

ことに感謝できたり︒前向きに行くエネ
行くしかないという気持ちをもっている
励まされていたような気がします︒

のかもしれないですが︑とにかくいつも

ラウンが来ているときは楽しもうという

う気持ちがある︒だからこそ︑クリニク

タッフは︑子どもたちや家族が喜んでい

気になった︒常に緊張状態にあったス

――
「地域医療の最後の砦」
としてスタッ
時を振り返ってみていかがですか？

フの方々は大変だったと思いますが、当
力石︱︱病院関係者は︑病院の近くに住

また︑震災時だけではなく︑基本的に

る姿を見てほっとしたと思います︒

まい︑心理的な部分までも一人で背負う

主治医というのは治療が専門になってし

そしてクリニクラウンと︑様々な職種の

のが難しいものです︒心理士や保育士︑

親せきの安否の確認に時間がかかったこ
思います︒スタッフは一丸となって︑医

とを意識していきたいですね︒

療に関わる様々な職種の人とつながるこ

どもを支える視点を持ちながら︑小児医

が大切だと痛感します︒これからも︑子

もたちが心から楽しめる時間を作ること

本当につらいんです︒だからこそ︑子ど

もたちと関わっていますが︑正直治療は

になります︒私はおもに小児がんの子ど

減り︑いろいろなことが考えられるよう

方が関わることで︑私たち医師の負担も

ともあり︑不安な毎日を過ごしていたと

た︒スタッフも患者さんたちも︑家族や

でしたが︑家が流された人たちはいまし

んでいたので︑亡くなった人はいません

東北大学病院
!?

（2011年4月・5月訪問時にヒアリング）
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４月、５月の訪問を担当者として見学するなかで、子どもたちはもちろん、
家族や医療スタッフの方々が楽しみたい、人とつながりたいという気持ち
を強く持っていると感じました。
また、新妻先生と力石先生に改めて当時の状況のお話をうかがい、大変
な時期にクリニクラウンの訪問を検討くださったこと、そして子どもたちの
心のケアという観点から受け入れ体制を整えてくださったことを知り、感
謝の気持ちでいっぱいです。今後もクリニクラウンの訪問を通じて子ども
たちを支えている家族、そして医療スタッフの方々と一緒に、出会いを大
切にしながら、入院中の子どもたちが笑顔になれる環境づくりのお手伝い
ができたらと思っています。

震災直後、関東エリアの定期訪問病院から、まだ計画停電や余震の影響
があるなか、
「クリニクラウンが来てくれて、ほっとした」
「日常が戻ったみ
たい」
「節電のためうす暗い病棟のなか、子どもたちの笑顔と笑い声はご
家族や職員皆に元気をくれました」——といった嬉しいメッセージが寄せ
られました。その声に後押しされるかたちで、病院関係者の方々から情報
を集め、2011年３月24日に被災地にある東北大学病院の新妻先生にメー
ルを送りました。すると「病棟で被災した子どもたちの中には廊下でうず
くまって１時間以上動けない子どももいました。クリニクラウンの訪問は大
きな支えになると思う」という返信をいただき、これがきっかけでクリニク
ラウンの特別派遣がスタートしました。協会が考えていたよりも早い時期
にクリニクラウンの訪問を検討いただけたことは、クリニクラウンに対す
る信頼と期待感からだと感じ、その思いに応えるべく訪問を計画しました。

聞き手・まとめ◎日本クリニクラウン協会事務局

健（東北大学病院小児科医）
語り◎力石

様々な職種の人たちと
つながる小児医療を
インタビュー

大地震から命を守った
免震構造と中圧管ガス
――まずは震災当日の様子からお聞
かせください。
林――３月 日の大震災では、震度
６強のものすごい揺れに見舞われま
した。
幸い、
この病院は免震構造だっ
たこともあり、大きな被害はありま
せんでした。この宮城県立こども病
院を造るときの設計会議では、
「子
どもたちの命を守ることが大事だ」
ということで、建物に免震構造を採
大きな違いが今回はっきりと現れた
きな地震にもかかわらず、強い免震

たりということがほとんどない。大

病棟内でも点滴台が落ちたり、倒れ

用しました。免震構造と耐震構造の
と思います。免震構造の建物という

さ れ た こ と は、本当に良かったと

のは揺れるのですが、決してガタガ

思っています。

構造のおかげで、病院の機能が維持

らゆらと揺れる。僕は隣の事務長室

タとは揺れない。ゆ～らゆら、ゆ～
にいましたが、こんなふうに揺れが
ただ、建物の電源は止まりました。
ここには本線と予備線の２系統の電

３分くらい続きました。途中の１分
くらいで揺れがさらに強くなりまし
源があるため、 年前の宮城県沖地

い。しかし、たとえばこの本棚の上
いましたが、今回の震度６強では両

震のレベルなら大丈夫だと想定して

すると、次の朝になっても電気は

最初に電話で相談したときには「壊
構造と中圧管ガスは地震に強いこと

システムが強いこと、つまりは免震

た。そこで改めて、当院の非常電源

が使えないのです。これがものすご

ラーの方まで回らない。つまり暖房

の略）
、手 術 な ど に 電 気
Care Unit
を 集 中 し て 使 っていたため、ボイ

変なことです。最初は、備蓄用のア

だけの人数の食料を確保するのは大

ずっと泊まり込んでいました。これ

らい。それに職員が２００人くらい

していて、付き添いの家族が 人く

富（宮城県立こども病院理事長・院長）

た。終わるかなと思っても終わらな
に置きものがありますが、これらは
そのときに威力を発揮したのが、

方とも止まってしまいました。
当院の非常電源でした。燃料は重油
ではなくガスです。ガスには、一般
家庭用の低圧管ガスと、特別な契約
が必要な中圧管ガスの２種類があり、
当院では非常電源用に中圧管ガスを
採用していました。ちなみに、宮城
県内で中圧管ガスをガス会社と契約
している病院は３施設程度で、その
ひとつが当院でした。地震でいった
ん止まった電源が、この中圧管ガス
の非常電源に入れ替わり、再び動き

発電機を持って来てもらい、少なく
とも次の日の朝までは電気が持続す

切れない。ガス会社に電話をしたら、

れ て い た ら 最 短 ２ 時 間（ し か 電 気
が分かりました。ただし、さらに安

く寒かった。病室でも一切暖房が使

ルファー米で患者さん用に食事をつ

が主役となる医療を実践しています。クリニクラ
ウンは2007年６月にデモンストレーション訪問
を実施。地震直後には事務局から連絡をとらせて
いただき、2011年４月には林富院長をはじめス
タッフのみなさまと打ち合わせを行いました。こ
こではその林院長に、震災直後の困難をいかに乗
り越えてきたのかをお話しいただき、2011年５
月から月１回のペースで実施しているクリニクラ
ウン特別派遣についての感想もうかがいました。
宮城県立こども病院は、2003年11月の開院以
来、東北唯一の小児高度専門医療施設として、地
域の小児医療に大きな役割を果たしてきました。
“すべてのこどもにいのちの輝きを”、“元気のでる
ファミリーホスピタル”として、子どもや家族の
視点を尊重し、子どもの成長に応じた総合的な医
療を提供すること。さらに、次代を担うすべての
子どもたちが生きる喜びを感じ、いのちを輝かせ
ることができる社会の実現を目指し、常に子ども
をして、平均毎日 人の子どもを預

の空いた職員も臨時院内託児所の係

ました。これは非常に良かった。手

日から臨時院内託児所をスタートし

て仕事に行けません。そこで３月

また、子連れの方は子どもを置い

戻ってきた人もいたくらいです。

も水も食料もないので、逆に勤務に

も大変でした。また家にいても電気

に帰ってから、再度ここに来ること

……。それから皆さん、いったん家

語り◎林

まったく落ちませんでした。本棚の
上の本も、何にも落ちない。しかも、

ただ、この中圧管ガス自体が壊れ

出したのです。

た。地震によってガス管がどんな状

るだけのセットを整えました。

態になっているのかは誰も分かりま
「圧が下がらないので中圧管は破損

ていないかどうかがとても心配でし

せんでした。もし、大きな破損があ
と。さらに次の日には「もし減って

れ ば、グ ー ッ と ガ ス の 圧 が 下 が り、 してないようだ。あと２日はもつ」
もガスの補給車が来てくれるので大

がもたない）
」と言われ、その後は
全を確保するために、ガスだけでな

も、とにかく布団の中に入っている

えませんでした。暖を取る方法をい

くり、それから職員用に小さなおに

16
かり、春休みに入ってからも 月

日まで続けました。そして３月 日

31

すぐだめになると思います。ガス会

「１日までなら」と少し伸びたもの
く多様な非常電源システムが必要と

――では、インフラなどを含め、実

だけでした。この寒さが一番辛かっ

ろいろ考えてはみました。ただ、ガ

のとき、１２４人の患者さんが入院

スや石油ストーブなどは火事の心配

聞き手・まとめ◎日本クリニクラウン協会事務局

3
りして食料がかなり手に入ったのに

をまわったり農家に直談判に行った

でした。ところが、職員が生協など

ぎりをひとり一食一個、という具合

ですね。夕食の提供がスタートして

た。とくに温かいご飯は嬉しかった

食事でしたが、それでもおいしかっ

にぎりと切り干し大根という粗末な

たパン１０００個とか。これには本

方々のご心労もかなりのものだった

――患者さん、ご家族、スタッフの

ても大変な不安感があったと思いま

林 ―― は い。 実 際、 職 員 の ス ト レ

す。それを乗り切ることができたの

ス も相 当 あ っ た と 思 い ま す。皆 さ

題です。震災により交通が遮断され

は、
やはりみんなが一丸となって
「や

これは反省点として、備蓄はやはり

たため、新たに職員が出勤すること

んなくちゃいけない」という団結の

１週間分は必要だということを痛感

ができなくなってしまいました。ガ

力と、医療スタッフとしての使命感

ん、最初は寝る時間もなく、食料も

ソリンもなかったですし。ですから

があったからだと思います。なかに

なかったですから。もちろん、入院

当初は、職員が勤務を交代しにくい

は実家が流された気仙沼、三陸の方

しました。そこで震災の後からは１

状態でした。とくに看護師さんは泊

から来ている看護師さんもいました

している子どもたちやご家族にとっ

まり込み、医師も泊まり込み。僕は

それから３つめは、職員自身の問

ここに寝て い ま した が、寒 か っ た

週間分を確保することにしました。

食料は何とか大丈夫でした。ただし、 と思います。

当に感謝しています。おかげさまで

物資が届きました。賞味期限の迫っ

食料問題も解決しました。

3.11からの復興の日々

加え、全国からたちまち多くの支援

はとてもおいしかった。みそ汁とお

夕食だけの提供を始めました。これ

からは食堂で職員用と付き添い用に

16

社とは中圧管ガスが壊れているかど

の、万が一２時間で電気が止まって

がありますし、もちろん電気も使え

際に困った点はどんなことでした

２つめは、食料の問題。当時、院

13
14
70

10

うか圧を見ながら連絡し合いました。 丈夫です」と言われ、ほっとしまし

しまったことを考えると、私は居て
考えています。

ない。結局、ボイラーが復旧した

日目くらいまでは暖房がない状態が

か？

内には食事の備蓄が３日分しかあり

続きました。その間、家族も子ども

吸器は電気なしでも手動でなんとか

林――たしかに、いくつかの問題点

ませんでした。たった３日間の備蓄

電気︑
食料︑
医療品に乏しい中
団結と支援で耐え抜いた３週間

も立ってもいられませんでした。な
ぜなら、
そのときレスピレーター
（人
工呼吸器）が 台と、体外式膜型人

なりますが、体外式膜型人工肺は電

がありました。まずひとつは、非常

では、どうしても２日目の 日にな

工肺１台が動いていたからです。呼

気が止まった時点で終わりです。そ

電源が２００キロワットしか作動し

たですね。

の晩は、東北電力などからなんとか

なかったこと。当時、ＩＣＵ（注：

「 、
集 中 治 療 室 ＝ Intensive Care Unit ると心配になってきます。
の略）
、 ＩＣＵ（注：新生児特定
日の間に食料を確保しないと、 日

12

12

集 中 治 療 室 ＝ Neonatal Intensive から食べられなくなる……」と。あ

N

16
17

院長先生が振り返る
10

23

子どものような無邪
気で温かい笑顔が印
象的な林院長先生

宮城県立こども病院

11

17

らい、静岡県立こども病院へと送っ

岡からドクターヘリで迎えに来ても
くことになりました。そこで私も、

クラウンの方に定期的に来ていただ

林――２０１１年の５月からクリニ

ださい。

している家族もいました。ただ幸い
たケースもありました。

断した重症の心臓病患者さんを、静

なことに、亡くなった職員はいませ

し、自宅を流された職員や避難生活

んでした。そして、４月から勤務す

思います。手術には電気を使うので、 送ってくれませんか？ と業者さん

不安やストレスをかけてしまったと

り患者さんやそのご家族にも大きな

ざるをえなかったこともあり、やは

また、地震のために治療を延期せ

ます。

うことができたのもよかったと思い

絡が取れて、予定通り着任してもら

に頼んだら、２ヶ月分も送ってくれ

を滅菌できるプラズマ滅菌セットを

電源が復旧して、安全に手術器具等

にかくいろいろ工夫しました。商用

した。反省材料もありましたが、と

できなくなることがたくさんありま

わせて関わっているのが分かり、よ

すかというようないろんな状況に合

つまり寝ているか、歩けるか、車い

の年齢と体調、それからステイタス、

の皆さんが、子どもたち一人ひとり

ました。そこでは、クリニクラウン

１回目から病棟を一緒について回り

状 態 で は、滅 菌 の問題であるとか、 いうのをやはり見ておきたくて、第

電気が復旧しても電力が制限された

くトレーニングをされた方々なのだ

明日はクリニクラウンさんの時間
子どもさんが治療を必要とする病気

が。 震 災、 津 波、 原 発 に 関 係 な く、

んそうでない方々もいると思います

どもたちの反応はどうなのか？ と

実 際、非 常 電 源のみであったり、 皆さんがどういうことをされて、子

震災直後は、手術室は１日、臨時手
ました。さらに、食料を送ってくれ
また例えば、最初はとても緊張し

た り、医 薬 品 を 送ってもらったり、 と改めて感心しました。

だ！」みたいに子どもたちが思える

る 数名の新規採用職員全員とも連

術１列というふうに決めました。手
それから手術器具を送ってもらった
ている子どもがクリニクラウンの動
ようになったら嬉しいですね。今年

この一年間でかなり元の状況に戻り

術室は４室あり、そのうちの１室で

きに笑顔を見せたり、抱っこされて

と も っ と 来 て 欲 し い 」と い う 声 も

１列、例えば朝９時から夕方５時ま
りと、支援物資にはものすごく助け
いた子どもが下に降りてニコニコし

多いようです。
「あ～火曜日だから、 つつあるのかなと思います。もちろ

で、午前中ひとつ、午後ひとつ、こ
られました。
とはいえ、電気や薬剤の確保など

れを１列と言います。電気の容量を
考慮して、１列にしたわけです。さ

というのは、心と体に大変な負担を

そういうストレス、子どもの病気

になるということは同じようにあり

――子どもたちはクリニクラウンの
負 わ せ ま す。で す か ら、そ の な か

ます。そういう子どもさんが同じよ

なり、そして嬉しくなって動き回っ
定期訪問にも慣れてきている面もあ
で毎日来てくださるボランティア

も引き続き来てくださることになっ

ているのだと気づかされます。そこ
るかと思いますが、震災直後との違
の 方 々、当院 の 成 育 支 援 局 の 保 育

すべてが最低限の状態でしたから、 ながら走り回ったりする。なるほ

それでも、たしか４月４日が月曜日
でもやはりクリニクラウンというの
いはありますか？
士、心理療法士、チャイルド・ライ

――クリニクラウンを導入してのご
は、
非常にありがたいですね。
「もっ

期的に訪問してくださるというの

曜日にクリニクラウンの方々が定

ですから、１ヶ月に１回、第２水

解決できる問題ではありませんが、 ――先生にとって子どもの心のケア

は大変だったと思います。短期的に

療を継続的に受けるのも、ご家族に

ありがたいと思っています。

らには、当院での対応が無理だと判

だったと思いますが、その時点で病
は、アプローチの仕方や遊び道具の
林――やはり震災のあとは少なくと
フ・スペシャリスト、
ソーシャルワー

うに治療を受けられる環境をつくる

院機能はほとんど復旧したな、と感
使い方も含め、どんな子どもに対し
も３ヶ月くらいは入院環境も外来も
カーといったスタッフの活動という

たので、とてもありがたいと思って

じました。つまり３週間もかかった

随分大変でした。入院患者数も外来
のがやはり大事であると同時に、定

ど、ストレスでいっぱいだった子ど

わけです。ただ、津波エリアや原発
ても、対応ができる方法を持ち合わ

患者数も少なくなりました。通って

期的に来てくださるクリニクラウン

結果として随分と医療制限をしまし

周辺の病院と比べると、ここは建物
せている、ということを強く感じま

くる方々も大変で、ストレスもいっ

の皆さんの存在というものが非常に

感想や変化などがあればお聞かせく

以前は看護師の離職率が高かった

ということが、僕たちの役割です。

た と 思 っ て い ます。ですから逆に、 した。そして「すべてのこどもにこ

も壊れなかったですし、有り難かっ
ども時間を」というクリニクラウン
ぱいだったろうし、それに原発問題

います。

福島などの他の病院から搬送される
の考え方がきちんと実践されている
もありましたしね。子どもたちの治

た。と く に ３ 月 中は大変でしたね。 もが、クリニクラウンを見て笑顔に

子どもたちも随分いました。
という印象を受けました。

――日々子どもたちやご家族に接し
のです。最も高い時で ％、２００

院内︑
外来スタッフが一丸となり
子どもたちの心のケアに取り組む

や入院中の子どもたちの環境につい
ているスタッフの方々がまずはその
人のうち 人辞めました。離職率を

であり、そこがスタートだというこ
年が ％に下がりました。やはり労

下げるよう努力した結果、２０１１

声をきちんと受け止めることが大切

て大切だと思うことは何ですか？
林 ―― こ の こ ど も 病 院 は そ も そ も
とですね。

ドの面でも、子どもたちにできるだ

した。それはソフトの面でも、ハー

ら、なかなかその時間が取れなかっ

医療というのはとくに忙しいですか

は、耳を傾けることですよね。小児

林 ―― そ う で す。一 番 大 事 な こ と

費は高くなりますが、環境を充実す

は必要不可欠なこと。たしかに人件

院に限らず、医療を提供する病院に

務環境を改善することは、子ども病

小児医療」という理念を掲げてきま

け心配な思いをさせない、ストレス

ていて、人が施設、病院を動かして

をかけないというもの。白衣を着な

ただし、当院には常勤の児童精神
溜まりますが、それを可能にするた

いるのだと改めて思いました。そし

や し ま し た。僕 がここに来てから、 ている段階なんですね。お話を伺っ

めにも、看護師の数を一割くらい増

て環境をつくっているのも人である

ることによって、また新たな医療を

科医がいません。そのため、子ども

ということ。クリニクラウンもそこ

提供することもできる。まさに「正

たちの日々の心のケアを専門医が行
２００人の看護師を２２０人にし

にいる人が子どもたちの療養環境を

日だよ」とか、
「もうすぐ来るかなぁ」と話しかけ

た り し ま す が、やはり大事なこと

うことができませんでした。それで
て、２０１２年４月からは２３０人

つくっているという考え方で、子ど

に演奏したり、聞きなれない楽器の音やリズムを

いというのもひとつの大きな特徴と

も、ご家族は子どもさんのことが心
くらいになります。残念ながら現在

もだけでなく医療スタッフの方やご

私もクリニクラウンに会えるのをとても楽しみに

岡田麻子
しているのです。
「今日は、クリニクラウンさんの

います。
また、いろんな楽器を演奏してくれたり、一緒

のスパイラル」ですね。

配ですから、すべての科の、例えば

て、辞めたくなる、という傾向があ

ドクターや看護師に相談されます。 の小児医療では、疲れて、燃え尽き

外来でしたら、外来のすべての科の

ります。やはりそういうことをでき

家族と一緒に楽しい時間を持つよう

てくれるのがうれしいです。

は、忙しいなかでもそのような時間

それに対して、外来の看護師、ドク

るだけ少なくしようと思い、スタッ

増やすことで、スタッフの方々の精

して、なによりクリニクラウンがちゃんと話しかけ

どもだけじゃなく私にとっても励みになっているか
言われて、
「楓花ちゃんに演奏とダンスを見ても

定期的に来てくれるのが本当にうれしいです。子

らおう」といつのまにか看護師さんたちを仲間に

を持つことです。職員もストレスが

ターがご家族の相談に一つひとつ耳

フの数を増やしました。医師の数は

神的なゆとりが生まれる。それがご

ずかしいと言いながらも、楓花ちゃんと一緒に皿

まわしをやらせてもらったりしました。初めての経

言えます。

を傾けて、そして寄り添うと言いま

増やしました。職員の労務

家族や子供たちに還元されていくの

を変えたりすることができないから、どう関わって

くれるのか分かりませんでした。でも、クリニクラ

――院長先生としてそれを実施され

すか、そうしたことをずっと続けて

にしています。クリニクラウンが関

環 境 を よ く す る、 そ れ に

ですね。

室に来たときに、クリニクラウンと出会って、恥

ら、是非また会いに来てください。楽しみにして
して、病室が楽しい雰囲気につつまれていきます。

人から

よって子どもたちやご家族

林――ハードもソフトも必要だけれ

緩んだりすることと同様に、人員を

へのサービスも向上すると

ども、それをうまく使ってよいもの

3.11からの
復興の日々
院長先生が振り返る

いつも本当に楽しませていただいているので、
ウンが来てくれて、本当にいい時間をプレゼント

験にきっとドキドキしていたと思います。クリニク

してもらっています。

ラウンが来ると、楓花ちゃんはリラックスしてい

ながら、訪問の日は、お風呂の日だからケアをし

クリニクラウンが来ると自然に看護師さんも部

るような印象があるんです。とっても楽しそうで

てきれいに身支度して待っているんですよ。また、

屋に来てくれて、クリニクラウンの奏でる音楽に

す。嫌なときや緊張しているときは、
顔がこわばっ

父親にこんなことをクリニクラウンとしたよと話し

のって、一緒に踊ってくれたりするんですよ。看

ているから、すぐわかるのですよ。でも、クリニ

たりして、家族の会話にもなっています。

護師さんたちはクリニクラウンにダンサーズって

クラウンが来るとそんなことが一切ないから。そ

ふうか

人は２２０人くらいにして、 わることでスタッフの方々の緊張が
％から ％くらい職員を

いうのはやはり基本的なこ

にするのはスタッフですからね。だ
からこそスタッフが大事なのです。
スタッフも大切に育てる、素晴らし
いスタッフが働き続けることができ
る、働き続けたいと思う環境をつく

このあいだは、父親がたまたま平日休みで病

ないし、しゃべることもできないし、ほとんど表情

25

ることが大切だと思っています。

びっくりはしなかったです。でも、この子は動け

50

とだと思います。

15

聞いたりして、いい意味で刺激になっていると思
クリニクラウンのことは、ＴＶで見たことがあり

55

10

被災地の小児医療施
設へのおもちゃ寄贈
プロジェクトで感謝
状をいただきました

います。
存在は知っていたので、初めて病室に来た時も

10

人 に、看護師が２００

きています。
48

〜ご家族からのこえ〜

18
19

30

「子どもさんとご家族を中心とした

宮城県立こども病院

もに健やかに育てる。
」という設立時か

被災地の南端から

︱︱あの 週間が外部からなかなか

１週間弱ぐらいでしたので。

小池︱︱高速バスが走り始めたのが

思います。

の印象とは違うかもしれませんけど、

小池︱︱どうでしょう…？ 連先生

感じですか？

ながら、手配が整っていったという

ルか何かで必要な情報を集めたりし

茨城県立こども病院
小池︱︱県外からの物資は、一週間

厳しい状況だったわけですね。

人や物が入らなかったり、ちょっと
かなきゃいけないんじゃないか、と

かったんです。むしろ、被災地へ行

僕らはあんまり被災県とは思わな

過ぎてからの供給でした。緊急物資、 思ってたくらいです。

連 利博（茨城県立こども病院副院長）
小池和俊（茨城県立こども病院第一医療局次長兼小児専門診療部長）
松井基子（茨城県立こども病院チャイルド・ライフ・スペシャリスト）
聞き手・まとめ◎日本クリニクラウン協会事務局

同じ被災者として
福島のケアにもあたる
︱︱ ま ず は 当 時 の 状 況 に つ
いておうかがいします。地震
の直後、ライフラインや建物
はどのような感じだったので
しょうか？
小池︱︱建物のヒビ、改築した
建物接続部に少し亀裂がありま
した。また、パイプラインの中
の水道水が漏れてしまい、２階
の一部の病棟は人を収容するこ
非常電源を使いましたが、停

とが一時できなくなりました。
電のため院内は夜間は暗い状態
が続きました。水道は一応使えま
したね。

小池︱︱そうですね。１週間以内に

ました。重油の補充が戻ったのが月

めていたよね。暖房は病室だけにし

も止めたし。たしか医局は暖房を止

連︱︱節電しましたね。エレベータ

のあたりはどうだったのですか？

る病院も多かったと思いますが、そ

でしょうから、暖房などを消してい

︱︱館内は電力の供給に限りがある

ほっとしました。

常電源は 大 丈夫 だ った の で、少し

いる子どもたちもいたのですが、非

入っていたり、人工呼吸器を使って

したね。クベース（保育器）の中に

気・ガス、そして、酸素も大丈夫で

本的に流さないようにしました。電

供給できたんですけど、トイレは基

小池︱︱タンクに貯まっていた分は

１週間は出なかった。

を始めました。たしか常磐道が通っ

間だけ。震災の翌週からはもう手術

したが、中止していたのはその１週

外科を含めて緊急手術が２例ありま

手術は取りやめました。ただ、心臓

材ストックを計算し、１週間の予定

手術もどのぐらいできるのか？ 資

まったからね、通行止めで。だから、

連︱︱そうそう、常磐道が閉じてし

たですよね。

小池︱︱たしか薬の供給は来なかっ

いかがでしたか？

かがっていましたが、物資の供給は

︱︱道路事情がとても悪かったとう

たちでしたね。

でしたが、それまでは節電というか

以降は比較的電気に関しては大丈夫

速道路をゆっくりと来ました。それ

んできてくれました。デコボコの高

連︱︱いやいや、断水したよ、１回。 栃木からタンクローリーが重油を運

曜日ぐらいですかね。

アメリカ政府が半径 ㎞圏内に住む

は、自宅がどうなっている

す。福島の方たちの心配事

市の子たちが多いからで

にズレが生じたんですね。ただ、ア

言ってないぞ、と思ったけど、そこ

し ょ。 え ～！ 日 本 は そ ん な こ と

アメリカ人へ避難勧告を出したで

この病院には福島県いわき

か、橋が渡れない、家族や

メリカが

㎞と言ってるんだから、
友人と連絡がつかない、と

れないというご家族の状況は、さぞ

も、なかなか子どものそばを離れら

︱︱自宅にいる家族のことが心配で

に日に変わっていきました。

を開けたと思います。遠い所から通

ので、病院に泊めたり。たしか官舎

連︱︱看護師が戻れなかったりした

しょうか？

くに泊まり込んだ方も多かったので

ここは大丈夫だ、と安心しましたけ

かし辛かったろうと思います。

どね。

した。全体の様子というわけではあ

こは被災地の一番南の端なんですね。 松井︱︱たくさんいらっしゃってま

ました。院長と話していたのは、こ

りませんが、やはり余震が結構続い

小池︱︱阪 神 淡路 大 震 災 とは 違 い、 勤している人は、ガソリンの確保が

いった問題から始まり、そ

夫でしたが。
だから例えば、いわき市だとか、あ

ていたので、だんだんご家族の方か

︱︱そうだったんですね。スタッフ

松井︱︱県の方からは物資が来たん
るいはもっと宮城県から患者さんが

らも「出てもいいですか？」という

福島原発事故が絡んでいて不安にな

の後、子どもたちが夜眠れ

ですよね。また、多くの方々からの
この辺りまで来て、ここで診るとい

りました。僕はたまたまそのとき外

ない、余震が来たときにど

ご協力により、おむつやマスク、消
うことになるのかな、と予想してい

声が出始め、いますぐにでも病院か

の方々も当時、自宅に戻れなくて近

毒液やグローブなどをいただきまし

ら連れて出てしまいそうな雰囲気の

うするか、という具合に日

た。おむつは、品薄で手に入りにく
た。ここがその前線になるイメージ

大変だったからね。

があったんだけど、実際そうはなら

ました。

月２回の訪問が
日常を取り戻す瞬間
︱︱震災以降、クリニクラウンは茨

来にいましたので、これから福島に

城県立こども病院へ月２回の訪問を

帰る、お薬を取りに行く、あるいは
来週月曜日からお薬を取りに来る人

実施しています。回数が増えたこと

ご家族もいました。だからこそ「い

たちをどうしようか……といった対

ま指示が出るので待ってください」
という感じで、落ち着かせるような

応に追われていました。そんな状況

なかった。

言葉がけをしていました。

︱︱そうだったのですね。余震が続
いていたと思いますが、ご家族や子

︱︱ご家族は、不安感から、ここに

まってしまうことがありました。

い子になると、吐いたり、じっと固

ているのか”をあまり理解ができな

なかったですが、
“いま何が起こっ

きる子というのはまだそこまででは

などがいましたね。言葉で表現がで

に行くと、緊張で吐いてしまった子

んでしたが、揺れが止んですぐ病棟

たのでそのときの様子は分かりませ

師さんと倉庫の片付けをしていまし

き、私は保育準備室という所で看護

松 井 ︱︱ は い。地 震 が 起 こ っ た と

連︱︱これは松井さんだ。

ました。なぜなら、こ

た不安が大きくなり

なっているか、といっ

今 度 は、 自 宅 が ど う

第に落ち着いてくると

していたのですが、次

やって逃げようか、といったこと話

階に避難し、強い揺れが来たらどう

がっていました。そこで、病院の１

小池︱︱１日目はみんな余震を怖

かもしれませんね。

らいいのかという気持ちがあったの

……という。そんな状況をどうした

思いながらも、揺れがあって怖いし

いたいけど、いて大丈夫なの？ と

連︱︱原発から１２０㎞。あのとき

多かったのではないでしょうか？

ら、原発事故の影響を受けた方々も

島からかなり近い距離にありますか

だったのが、今度は原発の問題。福

のがありますよね。その当時は地震

︱︱ただ、また違う不安感というも

本的には。

でも物資は供給できたんですね、基

ことが大きい、ということです。余

は、やっぱり時間的に余裕ができた

クリニクラウンの方々とよく話すの

松井︱︱月２回の訪問になってから

さい。

とがあった、などお話を聞かせて下

ついてのご感想、あるいはこんなこ

できるようになりましたが、それに

もあって、ある程度の病棟をカバー

かなり駆け足で回っているような印

てから次に２Ａ病棟、２Ｂ病棟へと、

ね、
やっぱり。
以前は３Ａ病棟に行っ

め、病棟の雰囲気が全然違うんです

につながるような関わりができるた

裕をもってお子さんと向き合い、次

２時頃でしたから付き添いの方もそ

︱︱ご家族はどうでしたか？ 午後

のですか？

どもたちの様子はどんな感じだった

︱︱インターネットを介してやメー

かったので、お母さんたちが助かり

連︱︱そうそう、僕もそう思ってい

むらじ

語り◎

児医療の中核的な役割を担う唯一の小
児専門病院です。また、茨城県総合周産
期母子医療センターとして新生児の集
中治療，さらには小児救急拠点病院と
して，24時間365日紹介患者や救急車
の受け入れを担っています。クリニク
ラウンの定期訪問は、2007年8月より
開始しました。震災後は、月1回の訪問
回数を月2回に増やし、訪問する病棟を
増やしています。連副院長先生と小池
先生、チャイルド・ライフ・スペシャリ
ストの松井先生にインタビューし、当
時の様子をうかがいました。

たのが水曜日か木曜日だったかなと

城県立こども病院は，
「将来を担

食べ物、毛布、重油などは一応大丈

80

多職種の人間が築く
理想の療育環境
ろそろ来られる時間だったり……。

80

らの理念のもとに，茨城県における小

1

松井基子さん
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小池和俊先生

茨うこどもの生命をまもり，心身と

茨城県立こども病院

に訪問を続けていただいた結果、そ
ういうお子さんにもすごく有効なん
だよ、大事なんだよ、という認識が、
スタッフのなかで随分と浸透したよ
うに思います。
︱︱先生はいかがですか？
小池︱︱クリニクラウンが訪問して
くれると必ず「あ！ 日常がちょっ
と戻りつつあるな 」と感じました。
子どもたちというより、僕自身がね。
あの頃はまだ余震が多くて、ダウン
症のお子さんなどはやっぱり不安と
緊張で動けなくなりましたが、クリ
ニクラウンが来てくれて徐々に日常

松井︱︱場所はたしか２Ｃ病棟でし

た病棟はどうでしたか？

︱︱初めてクリニクラウンの訪問し

なりましたね。

とこりゃ困ったなっていう気持ちに

しれない……というときに、ちょっ

度からまた月１回に戻っちゃうかも

え感じられます。もしかしたら来年

つもより一歩先に行っている、とさ

どもたちから引き出されるものがい

面で充実した関わりができると、子

象でした。現在のように時間と質の

ニケーションだ、コミュニケーショ

で楽しませてもらいつつも、「コミュ

小池︱︱クリニクラウンが来ること

松井︱︱いいことじゃないですか。

す」という言葉を思い出します。

とつとして私たちはやっているんで

れた「コミュニケーション手段のひ

小池︱︱クリニクラウンが話してく

とですかね。

できたような瞬間があったというこ

︱︱以前の自分に戻り、感情表出が

思います。

リニクラウンの存在は大きかったと

間でした。そういう意味からも、ク

と震災のことを忘れさせてくれる時

なく端っこにいる我々にとって、ふ

くれました。被災地のど真ん中では

しれないですね。

く言えば麻痺してたということかも

小池︱︱よく言えば適応だけど、悪

ようなこともよくありましたね。

松井︱︱それを改めて気づかされる

いうことですね。

かったり、わからなかったりすると

︱︱渦中に入っていると気づかな

覚に戻ります。

ぱりそうだよね～」という通常の感

すよね」などと言われると、
「やっ

「地震が来るとすごい緊張が走りま

クリニクラウンの方が来て、例えば

まっていたかもしれません。そこに

あってもそれが割と日常になってし

松井︱︱病棟にいると、非常事態で

ください…（笑）

本理念だよね。医者でも看護師でも

連︱︱それこそクリニクラウンの根

めた子どもの療育環境について、先
医療者でない人が、子どもたちより

ること、あるいはご家族や病院を含
生方が日々考えていらっしゃること

人たちがどれだけ大事なことか。

のように病院の外から来てくださる

気づきましたけど、クリニクラウン

ものがあっていい。いま話していて

した。いろんな立場の人がやるべき

僕は「お師匠さんが来た」と思いま

してこの病院に来たときも、やはり

イルド・ライフ・スペシャリストと

と思います。
だから、
松井さんがチャ

のは、いろいろな人が関わることだ

小池︱︱子どもの医療環境に必要な

場の方々がたくさんいるなかで、子

︱︱いろんな職種の方、いろんな立

です。

ぱり多職種の人間がいるのがいいん

のもとてもいい存在なんです。やっ

以外の存在。院内学級の先生という

小池︱︱そうですね。医療スタッフ

ころから始まって……。

より子どもっぽいな」と思わせると

う存在。子どもたちに「こいつは僕

たくなったり、それがクラウンとい

がついクリニクラウンの世話をやき

があれば、最後にお聞かせください。 もっとバカなことをしたり、子ども

松井︱︱そうなんですよね。

ニクラウンと子どもとの関わり方にいろいろ学 『先生、すこし触ってもいいかなぁ』と子ども

を取り戻してゆくように感じさせて

た。２Ｃ病棟はもともとクリニクラ

小児を扱う医療者は学ばないといけないと思

いますよ」

ウンの訪問を熱望していたところ。 ンだ 」というふうに考える私には

する医療者のアプローチの基本で、すべての

外から︑
時々やって来る
クリニクラウンの存在意義

診療で試している。僕は、これは子どもに対

たら、いきなり近づかないで、お母さんにまず

ります。

ろクリニクラウンの子どもとの関わりを参考に

「また師匠が来た！」って感覚もあ

これまであまり人には言わなかったけど、日ご

うすると、大抵問診の段階で泣き方がやわら

ここは呼吸器管理だったり、重度の

しないから話だけ聞かせてくれる』と言う。そ

患 者 さ ん と、必 ず し も 反 応 が ス ト

それから診察に入ると全然違う。このことは、

︱︱今回の震災だけでなく、これま

離とゆっくりと近づくことで関係性が少しでき、

すよ』と子どもを遠ざけたまま、
『先生は何も

でいろんな体験をされてきたなかで、

小池︱︱たしかにそれはあるような

なり触りにいったら全然ダメ。ちょっとした距

︱︱今の言葉、クリニクラウンのメ

気もしますね。

ずは診察室の入口付近で、
『その場所でいいで

レートに返ってくるというわけでは

るのかもしれないですけど、決して

ので、子どもの成長がすごく分かる

︱︱スタッフやご家族のように、い

はクリニクラウンのテクニックを活用して、ま

子どもと向き合う上で大切にしてい

教えるわけではなく、それが自然に

んだと思うんですよ。私自身もそれ

つも子どもさんの近くにいるからこ

クラウンに教えてもらったテクニックで、いき

ンバーに伝えていただけますか？

どもたちを見守っているという環境
できるというのが最大の特徴かもし

ちと同じ目線で関係性を築いていき

は感じているけれど、１ヵ月離れる

そ気づかない点もあると思います。

子どもは触らせてくれたりする。これはクリニ

だったらそのまま、診療していたんだけど、今

小池︱︱恥ずかしいので言わないで

ですね。
れませんね。

ます。子どもの感じていることを一

と、前こうだったのにここまででき

そう考えると、クリニクラウンとは

子どもが泣いて入ってくることが多くある。昔

ないお子さんが多いんですね。それ

連︱︱なるほど。だた、よく考えて
連︱︱なるほど。うまいことまとめ

緒に感じたり、クリニクラウン自身

るようになっている、というのをク

協会の副理事長として、当協会の設立準備委員会発足当時から運営に携わっています。

でも、 年間クリニクラウンの方々

みると、学校や院内学級の先生とク

と い る 松 井、 小 池、 連。 一 方 で、

リニクラウンとは、まったく対極に

ポツンポツンと来るクリニクラウ

たね。

クリニクラウンは、まったく無邪気
ン。たぶん子どもたちにとっては

すから、多く来てほしいという

小 池 ︱︱ 職 種 も そうなんですけど、

に子どもと同じレベルかそれ以下で
違うんですよ。ずっといない存在

気持ちもある反面、間が空いている

あるような立場。医者・看護師以外

遊ぶわけだからね。そういう意味で
としても貴重なんですよ。

ことにすごく意味があるなと思いま

の主職種で、子どもの前に立つとし

の対極かな。
松 井 ︱︱ 先 ほ ど の話と同じになっ

にあります。普段から病院にずーっ

︱︱子どもたちはクリニクラウンに
ちゃいますけど、クリニクラウンの

「来るタイミング」というのは確か

何かを教えてあげようとか世話をし

したね。

たら、学校の先生はあくまでも先生

てあげようとするシーンがよくある
訪問が各病棟へは月 回程度になる

が 感 情 表 出 す る こ と で、子 ど も に

リニクラウンの方たちと話すなかで

に声をかけると、その頃には泣きやんでいて、
ぶことがあるんです。例えば、外来診察室に

り触って確かめたくなりますよね。そうすると、
「クリニクラウンの訪問の様子を見ると、クリ

だし、ある程度指導するよね。でも

んです。クリニクラウンは子どもた

していいんだ」というきっかけをつ

とっても「あ！ こんな感情って出

子どもたちのいまを捉えることに適
した職種と言えるかもしれません。

改めて実感することができます。で

多職種の人間が築く
理想の療育環境

くる。それはある意味、先生といえ

ずっといない分、私たちは新鮮さを
もって子どもたちの成長を敏感に感
じ取っていこうと思います。
小池︱︱あと最後にもうひとつ。新
生児病棟や、ＩＣＵの看護師さんた

脱がせて見せてもらえますかと言って、様子

を見ながら診させてもらいます。で、やっぱ

連 利博先生

ちは、地震があっても逃げない、と
決めていました。
︱︱職務を全うするという気持ちを
もたれていたんですね。
小池︱︱だからその人たちのところ
にもクリニクラウンさんたちに来て

ぐ。診察するなかで、診せてほしい所があっ

茨城県立こども病院副院長・
日本クリニクラウン協会副理事長

1

被災地の南端から
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23

いただけたらと思います。

クリニクラウンについての魅力を話していただきました。連先生は、日本クリニクラウン

茨城県立こども病院と姉妹提携をしているカナダのアルバータ
小児病院から届いた励ましのメッセージ

︱︱本当にありがとうございました。

茨城県立こども病院へのクリニクラウンの訪問のきっかけをつくってくださった連先生に、

1

左から渕向透先生と
伊藤和枝看護師長

を擁する気仙医療圏の中核病院として、

前高田市・住田町の人口約７万人

岩手県立大船渡病院

院であり、災害拠点病院でもあります。小

救命救急センターを併設する広域基幹病

患、新生児医療、小児救急医療など幅広

児科も同様に中核施設として一般小児疾

く扱っており、地域周産期母子医療セン

ターとしても、広い地域を4人の産婦人科

医師と3人の小児科医師で守っています。

地域の皆様の生命と健康を守り、地域の

皆様に信頼され、愛される病院を理念に

掲げ、そしてこの東日本大震災の経験をも

津波の被害から一年

に取り組んでいます。クリニクラウンの特

院、地域に根差した安らぎのある病院創り

と計3回の訪問を実施しました。2012年度

別派遣は、2011年7月と12月、2012年3月

も訪問を継続して実施しています。

かったという意味では、すごく運が

気も水もまったくオフにはならな

は復旧しましたし、あの状況で、電

とに将来の災害に備えた強い災害拠点病

圏にありながら、幸いにして病院の

渕向――被害が大きかった気仙医療

況についてお聞かせください。

発電では限界がありますから、電気

――被災された他の病院でも、自家

ないかと。

使うと１ヶ月ぐらいはもったのでは

りだったので、結果的には節電して

立地が高台だったので、建物の被害

な状況でもみんな働いていたわけで

不足もあって暖房を抑えたり、使用

すから、いま振り返ってみても、え

そのものを控えたりと苦労されたよ

たし、あとは駆けつけて押さえるよ

らいなあと思うと同時に、辛かった

は大きくありませんでした。しかも

うな感じで。幸い、とくに症状が急

だろうなあと思います。

うです。大船渡もまだ寒い時期だっ

たと思いますが……。

変したりする子どもはいませんでし

ライフラインも切れないでつながっ

渕 向 ―― い や ぁ 寒 か っ た で す。寒

た。たまたま入院患者の子どもも少
なかったので、他の科に比べると少

――地震と津波が来て、高台にある

は心配だったと思います。

ルではないのでとくにお母さんたち

その他は停まりました。それでもフ

ですが……。

フの方々もいらっしゃったと思うの

――あと、近くに住んでいるスタッ

ました。

が、他の病院へ搬送することができ

すか？

ま振り返って何か思うことはありま

影響は非常に大きいと思います。い

り、緊急ゾーンや臨時のヘリポート

通りに、災害対策本部を立ち上が

渕向――そうでしたね。日頃の訓練

たのでしょうか？

は何かのかたちで被災された。そん

のスタッフのうち、１００人ぐらい

失っておりました。５００人くらい

たくさんの職員が家を失い、家族を

を失った人が仮設住宅に入っていま

いった感じです。例えば、津波で家

が 医療 の 方 に 跳 ね 返 っ て く る、と

てしまった。結果として、その影響

渕向――病院は被災を免れたものの、 どもたちの生活環境がガラッと壊れ

準備を行いました。最初に大勢の人
がドッと来たとき、避難されてきた
方は、体育館があるのでそっちの方
に行っていただきました。ただ、も
ともと病院は避難所でないですから
食料、毛布の手配など、とにかく大
変でしたが、もし体育館がなければ
もっと大変だったろうなと思います。
患者さん用の食料はありましたが、
職員用の食事の備蓄はありませんで
したし、病院スタッフの休む場所も
なく、しばらくの間は院内に雑魚寝
状態でした。
――入院していた子どもたちの様子
を聞かせてください。たしか大きく
揺れたのは午後２時でしたから、何
か物が倒れたりといった被害はあり
ませんでしたか？
伊藤――大丈夫でした。レスピレー
ター（人工呼吸器）の子どものそば
にはたまたま看護師がひとりいまし

2011年7月の大船渡。街はあの日、あの
時のまま止まっているかのようだった

が設置され、患者さんを受け入れる

渕向――医療というか、とにかく子

この病院に避難された方々も多かっ

――災害が小児医療の現場に及ぼす

生活環境の変化に伴う
大人︑
子どもの心の問題

かったけど、寒いかどうかのレベル
を考えられなかった。

し余力があったかもしれないです。

新生児室だけは入ったりしましたが、 症状の重いお子さんが 名いました

伊藤――暖房は停まりました。唯一

の話じゃなかったです。そんなこと

ていた。水道は、震災の翌日の夜に

さらにスタッフや患者の方などの状

病院の建物やライフラインのこと、 ど震災の日の朝に重油を入れたばか

――まずは３月当初の様子として、 良かったと思います。電気もちょう

高台に建つ病院の体育館が
住民の避難場所となった

震災から一年が経ち、仮
設ながらも商店が軒を連
ねるまでになっていた

震災からの復興と
子どもたちの
心のケア
手県立大船渡病院は大船渡市・陸

岩
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1

透（岩手県立大船渡病院小児科医師）、伊藤和枝（岩手県立大船渡病院小児科看護師長）
聞き手・まとめ◎日本クリニクラウン協会事務局

語り◎渕向

岩手県立大船渡病院

違う環境です。新たにご家族、親戚

――たしかに震災の前とはまったく

ている。

ところからかなり困難な状況になっ

起きるかといった、生活の基本的な

よね。そこでは、何時に寝て、いつ

にいるとふと忘れるんだけど、窓の

伺った際に伊藤看護師長が、
「病院

２０１２年７月に初めてこちらへ

た の で は な い でしょうか。たしか

なストレスを抱えていらっしゃっ

人であるスタッフの方たちも相当

ストレスのはずですし、おそらく大

ては環境が変わること自体が大きな

んなでごはん食べに行く？」という

ポツポツついたりして。
いまでは
「み

前の景色とは違って、街には電気が

らわれてまったく何もないという以

よね。励みになるような。津波にさ

私たちの気持ちがちょっと違います

張っているんです。何かそれだけで

伊 藤 ―― 街 の 人 た ち も い ま 皆、頑

思い出しました。

て……」とおっしゃっていたことを

と同居することになった方も多いか
外を見ると何もなくなった街があっ

をさせていただきました。私たちス

渕向――はい、おかげで楽しい思い

興からもみなさんは元気をもらって

営業していました。そうした街の復

れがいまになって症状として出てき

状態なのかもしれません。きっとそ

いないような、そんな不安定な精神

け入れているような受け入れられて

いた、という親近感、そして再会を

に感動しました。待ってくださって

セージをいただいたとき、私は本当

ら「お帰りなさい」という旨のメッ

再びうかがった際、スタッフの方か

続は力なり」を実感させてもらっています。

裕が少しずつ感じられるようになりました。まさに「継

計画がすでに経っており、派遣数が増えることや実際に
特別派遣の計画を立てる際に、実は2011年度の派遣

に出向くクリニクラウン、そのクリニクラウンの定期訪

いろいろな人の支えがあって、いろいろな人との連携

問先を補うクリニクラウン、様々な場面においてお互い

を取りながら、入院中の子どもたちが心の扉を開き、子

に支え合いながら、やっていきたいという気持ちが膨ら

どもらしい笑顔が出てきた時、おのずと周りの大人にも

み計画が実施されたのです。

笑顔が広がり、生きる力が育まれるのです。

それぞれが自分のできることを精一杯している時、そ

クリニクラウンは子どもより子どもらしい“スーパー

の時の顔はとても輝いていて、誇りに思うことができま

こども”の心を持ち続けなければなりません。そのため

した。特別派遣に行くクリニクラウンはその仲間の暖か

には日々研鑽に励み、これからもワクワクドキドキしな

さや、エネルギーを自分の中に感じ。定期訪問を補うク

リニクラウンはエールを送りながら、下支えを。そして、

がらたくさんの出会いをしていきたいと思います。

基盤が変わった。子どもたちにとっ

もしれません。そうしたいろいろな

なってガクっと……。実際、患者さ

いるのですね。

心から喜んでくださっているのを強

ていても、さすがプロだなと感心し

訪問していたクリニクラウンも今では入院中の子どもた

すが、やはりすごく狭そうなんです

ことがあり、ライフスタイルや生活

んから神経性の腹痛を訴えるケース

状況にまで戻ってきていますから。
――昨年の７月にはほとんどなかっ

は本当に良いことですよね。

がどの部署にも見られるようです。 タッフ、子どもたちにとって、それ

た店舗が 月には少しずつオープン
していました。そして今回の３月に
は店舗の数がさらに増えているのと、 やはり震災前とは生活がまったく
―― 月に初めて訪問して、 月に

伊藤――ただその一方で、震災から
ているのだと考えられます。
く感じました。

違っていますから。いまの環境を受

１年が近づくにつれて、心的な問題
渕向――やはりこれからは心に関わ

スナックなどの飲食店が仮設店舗で

が出始めているようです。今まで一

渕向――もちろんです。

渕向――待ってますよ、熱烈に。熱

伊藤――看護師長会でもずいぶん話

る問題だと思います。子どもたちに

境は一向に変わっていない。高齢者
題になっていました。それに現場ス

とっては、遊ぶ場所がないとか、学

の問題もありますが、同時に大事な

生懸命にやってきて、少し安定して

未来を担う若者や子どもたちのこと
タッフの間では「クリニクラウン＝
楽しい時間がやって来る」という認
識をすでに持っていましたから。

ましたね。見たからといって我々が

渕向――子どもに対する接し方を見

――そんな状況のなか、２０１１年
らに訪問させていただきました。

ち、病院スタッフに会える楽しみを自分の中に持てる余

すぐにできるようなものではないと

７月と 月にクリニクラウンがこち

楽しい時間を共有し
互いに学び合うこと

も考えていかなくてはなりません。

きたこの時期になって、精神的なバ

てもらいました。そして、スタッフ

烈歓迎！

があんな風に笑うとは思っていな

――クリニクラウンが３月にまた来

が挙ったりしていますか？
かったので、大発見でした。すごく

校の校庭が使えないとか、緊急事態

伊藤――整形外科の子どもさんの家
シャイなスタッフがニコニコしてい

ランスを崩してしまう。緊急事態で

思いますが、それでも何らかのヒン
族もすごく喜んでいたそうです。次
る様子を見れたりして、別の一面を

るよ、なんて話を皆さんでされたり

トを教えてもらっているような感覚
の日のオペを控えていてすごく緊張

ならそれも仕方がない。しかし、す

をもっています。
していたと思いますが、クリニクラ
見ることができたのがすごくよかっ

ずっと張り詰めていた気持ちが、あ

伊藤――そういうところはかなりあ

たです。

もしたのですか？

りましたね。普段どうしても看護師
ウンが病室に来てくれてスカーフを
――子どもたちだけでなく、ご家族

でに仮設店舗や商店街ができている

として子どもの心のなかに入ろうと
投げる遊びに展開していくうちに

状況なのに、肝心の子どもたちの環

思 っ て し ま う の で す が、そ れ だ と
そしてスタッフのみなさんが一緒に

続き年１、２回くらいのペースでこ

すっかり打ち解けて、本当に和んで

ちらにうかがいたいと考えておりま

クリニクラウンを受け入れてくれた

伊藤――一番最初にクリニクラウン

す。最後に、これからの子どもたち

ちょっと違うんだな、という部分を

に来てもらったときは、正直肩から

に大切なことについて、お聞かせく

学びました。

なるほど、こんな風に関わっている
力が抜けた。なんかこれまですごく

ださい。

なって笑いあえるような空間をつく

のか、と。
がんばっていたんだ、と。自分では

渕向――これからが長い。家族や生

ることが子どもたちにとっても、と

――とくに対応の難しいお子さんに
自覚がなかったのですが、肩から力

活、いろんな環境が整うまでには本

と看護師長さんが話していました。

ついても、後カンファレンスで先生
が抜けるそんな時間をつくっても

渕向――スタッフは一緒に楽しみた

が、クリニクラウンの絶妙な子ども
らったと思います。そして泣いてい

ても大切だと思います。来年も引き

との距離感や関わり方などが参考に

当に長い時間がかかるだろうし、子

――初めて訪問した７月と３回目に

なりましたとおっしゃってくださっ

た子どもが、笑顔になったり、子ど

どもたちはそれにずっと晒され続け

いという気持ちもあるけど、実はそ

たのが嬉しいですね。本当によく見

るわけです。さまざまな困難にもぶ
つかるでしょう。子どもたちは大切

て く だ さ っ て い る の だ な と。あ と、 もの子どもらしい表情やご家族の様

ういう部分もよく見ているんです。 なる３月との違いはありますか？

る程度復興のメドが立った最近に

12

日本クリニクラウン協会
それぞれが入院中の子どもたち、その家族、病院スタッ

クリニクラウントレーナー 石井裕子
フのところに行くのです。

子を見て、今日もすっと力を抜かせ

子どもさんのご家族からも何かお声

な存在です。彼らがそれをうまく乗
り越えていけるようサポートしてい
かなくてはなりません。
伊藤――（笑顔で）クリニクラウン
の訪問を待っています。
――たしかに時間のかかることだと
思います。やはりそうした生活の基
盤が整わないことが元で生じる心の
問題などが、病気やケガなどをした
際に出てくることがあると思います。
そういった意味からも、協会として
今後も訪問を継続し、微力ではあり
ますが、みなさんのお手伝いをさせ
ていただければと考えています。あ

被災地域に向けてのクリニクラウン特別派遣も一年が

震災からの復興と
子どもたちの心のケア

26
27

7

12

りがとうございました。

どう進めていくかなどを話し合いました。そして、現地

12

過ぎました。当初は、緊張しながら使命感を強く持って

津波の被害から一年

いわき市立総合磐城共立病院

市民の健康と生命を守るため、安全で安心な医療を提供しているいわき市立総合磐城共立
病院。地域からの信頼も厚く、常に進歩し続ける病院を目指しています。2012年２月のク
リニクラウン特別派遣の際に小児科の鈴木先生よりお話をうかがいました。

発事故の収束について先が見えない
うな気がしました。当日は、入院患

急に病棟の雰囲気が明るくなったよ

した。クリニクラウンがいらしたら

してよく勉強されているのを感じま

震直後はＮＩＣＵ、ＩＣＵの一部の
なか、風評被害などもあり落ち着か
者が少なくて申し訳ない気持ちでも

断続的に余震が繰り返し、さらに原

患者を除き、すべての患者を屋外に
ない毎日ですが、クリニクラウンが

かでの出来事でした。そのため、地

避難させました。エレベーターは停

リニクラウンの関わりを見ることが

ありましたが、スタッフと一緒にク
できてよかったです。もっとたくさ

来てくれたことを本当に嬉しく思っ
――クリニクラウンの訪問について
んのスタッフに訪問の様子を見ても

ています。

負ったり、担架で運んだりして、避
の感想をお聞かせください？
らえたらと思いました。また、来て

スタッフが協力して患者さんを背
難誘導しました。
鈴木――今日一日訪問の様子を見学

止していましたので 階段を使って

月なのでとても寒かったのですね。 して、皆さんが子どもの心理面や発
いただきたいと思っています。

避難できたのはいいのですが、
余震があるなか、日が暮れてきて、 達面に本当に長けていて、専門家と

ありがとうございます。息子も耳
先日は楽しい時間を過ごさせていただき
せたと思います。皆さんの
く過ご
から音を聞き入れ、何かを感じ取り楽し
くれ、病気のことを忘れ
やして
顔を増
活動がたくさんの子どもたちの笑
と私は信じています。
がある
パワー
させ、さらに病気を吹き飛ばしてくれる
います。大変な
いと思
晴らし
ても素
誰にでもできることではありません。と
でも頑張っ
いつま
めに、
ちのた
たくさんの子どもた
こともあると思いますが、
母より
。
ました
ござい
がとう
ていただけたら嬉しいです。本当にあり

小雨が降り気温が下がったので屋外

鈴木――地震の後、福島第一原子力

月には、入院患者が激減した時期も

●子ども一人ひとりの年齢や状況、子どもの性格や母親の状況を感じ取って関わってくれ
ているのが感じられてすごく良かった。子どもとの距離感が絶妙だった。
●子どもの心理面や発達面に長けていて、専門家として勉強されているのを感じた。
●病棟の雰囲気が明るくなった。
●医療スタッフと家族や子どもとの関係性が訪問後の良いかたちで残っていくのを感じた。
●母親の笑顔を見ることができて本当に良かった。
●子どもだけではなく家族も勇気づけられたことが嬉しかった。

で待機するのは無理があると判断し
ました。建物の状況を確認するとと
もに、今度は比較的耐久性があると
考えられていた北病棟へ移動しまし
た。こちらもエレベーターが使えな
いので、患者さんをスタッフの人た
ちの力で運びました。
――本当に大変だったのですね。
鈴木――小児病棟では病状の軽い子
どもはすぐに退院させましたので入
院患者は少なく、スタッフは他の病
棟の応援をしていたと思います。非
常用電源も立ち上がり、懸命な復旧
作業で停電はその日のうちに解消さ
れました。また水道も、病院という
ことで数日で復旧したと思います。
――その後、原発の状況もあり不安
な日々だったと思いますがいかがで

発電所の爆発が続いたときには本当

すか？

ていただけますか？

ありしたが、徐々に回復し、現在は

いわきを離れていたと思います。

に恐怖でした。多くの子どもたちが

鈴木――いわき市立総合磐城共立病
院は、福島第一原子力発電所から
㎞南に位置する場所にあります。病

地震前の状況に戻ってきています。

院の建物は震度 以上の地震が起こ
ると倒壊の危険があるという耐震診

4

44

断が出ていて、再建の計画があるな

医療スタッフからの感想

3

〜ご家族からの手紙〜

聞き手・まとめ◎日本クリニクラウン協会事務局

潤（いわき市総合磐城共立病院小児科）
語り◎鈴木

――地震の当日の病院の様子を教え

原発事故と
風評被害を乗り越えて
6

28
29

市民の健康と安全のため
進歩し続ける総合病院

■クリニクラウンってなに？
クリニクラウンとは、病院を意味する「クリニック」と道化師を指す
「クラウン」を合わせた造語です。入院生活を送る子どもの病室を定期
的に訪問し、遊びや関わり（コミュニケーション）を通して、子どもた
ちの成長をサポートしながら笑顔を育む道化師のことです。

■クリニクラウン派遣事業
病院への訪問回数

年間288回

訪問によって関わった
子どもの数

約10123名

2011年度実績
派遣クリニクラウン数

のべ576名

10病院
のべ12回

21病院

※クリニクラウン訪問報告書より算出

特別派遣病院

5病院
のべ39回

Clinic

Clown

（病院）

※デモンストレーション訪問とは、クリニクラウンの訪問を体験し
てもらう目的で、訪問希望病院と調整を行い実施しています。

ご家族のみなさんからの声

（病院）

治療中には絶対見せることのない子どもらしい笑顔や反応にハッとさせられます。感
染予防への細心の注意や、どの子どもにも公平に接する姿勢に安心感を持てます。
子どもたちを見る鋭い観察眼に驚かされます。子どものサインに気付かせてもらうこ
ともあります。
クリニクラウンさんを楽しみに待つ子が大勢います。辛い治療に笑顔を失くした子が
楽しく過ごす姿を見て泣くおばあちゃん、クリニクラウンさんとの良い時間です。
表情や仕草の変化を瞬時に読み取り、満足させてしまうクリニクラウンさんの技に感
嘆！いつもありがとうございます。

■2011年度訪問病院
（実績）

（2005年度〜2011年度実績）
＜近畿＞
●大阪府立母子保健総合医療センター
●近畿大学医学部附属病院
●大阪大学医学部附属病院
●大阪市立総合医療センター
●市立堺病院
●京都府立医科大学附属病院
●兵庫県立こども病院
●加古川西市民病院
●滋賀医科大学医学部附属病院
●奈良県立医科大学附属病院

●＝定期訪問病院 ●＝デモンストレーション訪問病院
●＝特別派遣病院

＜中部・北陸＞
●静岡県立こども病院
●愛知県心身障害者コロニー中央病院
●信州大学医学部附属病院
●福井大学医学部附属病院
●富山大学附属病院

＜中国・四国＞
●岡山大学病院
●川崎医科大学附属病院
●香川大学医学部附属病院
●愛媛大学医学部附属病院
●山口大学医学部附属病院
●琉球大学医学部附属病院

＜北海道・東北＞
●旭川医科大学病院
●東北大学病院
●宮城県立こども病院
●岩手県立大船渡病院
●いわき市立総合磐城共立病院

クリニクラウンは、優れた表現者であると同時に、子どもとの接し方、
子どもの心理、保健衛生や病院の規則にも精通したスペシャリストです。

■クリニクラウンの役割とは？
活動の主役はあくまで「こども」
病気の治療のために様々な制限の中で入院生活
をしている子どもたちが、おもいきり笑い、主体
的に遊ぶことのできる環境をつくること、それが
クリニクラウンの役割です。
子どもの成長や発達をサポートするという視点
を持ち、医療スタッフと協働し、子どもの療育環
境の向上を目指し活動しています。

子どもは家族や地域、学校の友だちな
ど、他者との関わりの中で、様々な体験
をし、その関係性を深めることで活き
活きとした生活を送ります。しかし、入
院生活が長くなると、子どもの成長に
大切な出会いや遊ぶことが制限され、
子どもが子どもらしい時間を過ごすこ
とが難しくなります。
そこでクリニクラウンは、遊びや会話
による相互のコミュニケーションを通

子どもの成長に
欠かせない3要素

じ、
「わ〜すごい」という驚きを届けま
＜関東＞
●日本大学医学部附属板橋病院
●東京慈恵会医科大学附属病院
●東京医科歯科大学医学部附属病院
●東京都立小児総合医療センター
●●茨城県立こども病院
●千葉県こども病院
●千葉県循環器病センター
●群馬県立小児医療センター
●自治医科大学とちぎ子ども医療センター

す。また、遊びの中から生まれてくる子
どもたちの瞬間的なひらめきや新鮮な
発見を大切にしています。
「こんなこと

想像力を刺激する

遊び

をクリニクラウンにしてみよう」といっ
た子どもの自主性や、訪問
後も「楽しかった！」
「今
度会ったときはこうしよ
う」という子ども自身の能
動性を引き出します。

特別派遣事業を支え、
携わったすべての皆様への
感謝と御礼のことば

Clini
Clowns

病棟スタッフからの声

ハーモニカの音が聞こえてクリニクラウンの姿を見つけると嬉しく
て、お姉ちゃんたちが「来たよー！」と点滴台を押しながら教えてく
れ、大盛り上がりの病棟。クリニクラウンの訪問は本当に嬉しいです。
怖い、恥ずかしいで近づけなかった子どもが徐々に楽しみ、笑顔に。
うれしかったです。
単調な入院生活の中、たくさんの刺激をもらい、大声で転がるように
笑いました。
誰もが主役で楽しい、見ている人も楽しい。笑顔になれて、嫌な事を
忘れるくらい笑って・・ありがとうございます。待っています。

■訪問病院数の推移

デモンストレーション
訪問病院

定期訪問病院

こども 家族や友達、

自主性、
能動性を育む

発見

学校など

社会的環境

3.11の東日本大震災から１年半がたちました。１万５千人以上の方が亡くなられ、３千人以上
の方々の行方がいまだに不明です。34万人以上の方々が避難中という、地震と津波、原子力発電所
事故が重なった未曾有の大災害でありました。被災地の復旧・復興は、その後も進んでおりませ
ん。行政に対する非難や、同情・掛け声だけでは何の力にもなりません。16年前の阪神・淡路大震

3要素の充実をめざしクリニクラウンは病院を訪問します

災時に現地入りした経験のあるツカさん（日本クリニクラウン協会芸術監督）の“現地の病院にク
リニクラウンを派遣したい、子どもたちや周りの人たちに笑顔と元気を届けたい”という熱い思い
が、日本クリニクラウン協会全体を動かし、タケダ・ウェルビーイング・プログラムを中心とした
団体や個人の支援のもと、このたびの特別派遣事業が実現しました。そして、被災地の入院中の子

日本クリニクラウン協会理事長

河 敬世

どもたちやご家族、医療スタッフの笑顔が、想いが、いっぱい詰まった内容の報告書が、これもタ
ケダ・ウェルビーイング・プログラムのご支援で作成することができました。日本クリニクラウ
ン協会の“Children First”を大切にする精神は不滅であります。今後とも温かいご支援をいただけ
ますようお願い申し上げまして御礼の言葉とさせていただきます。
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