
    ひょうごがん患者連絡会ニューズレター No.25         2012年 9月発行 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    患児のきょうだいがドナーになるということ患児のきょうだいがドナーになるということ患児のきょうだいがドナーになるということ患児のきょうだいがドナーになるということ 

                  兵庫県立こども病院血液腫瘍内科親の会 

                  さくらんぼの会 伊 藤 直 美 

 

 私の次男は、幼稚園卒園式前に急性リンパ性白血病とわかり、二年間治療しました。 

 元気に過ごしていた小４のときに再発、小５のときに長男がドナーとなり骨髄移植

をしました。 

 今、次男は中学二年生。元気に中学生活を送っています。 

 

 長男がドナーになって、考えたこと、感じたことを書きたいと思います。 

 

 骨髄バンクでは、骨髄を提供できる年齢は 20才以上です。 

 長男は、15才（高 1）で次男に骨髄を提供しました。 

 

 骨髄バンクに登録しているドナー候補者に骨髄を提供する患者が見つかった場合、

詳しい説明を聞き、家族と相談し、何度も悩み考えた末に、骨髄を提供するという選

択肢と提供を断るという選択肢があります。 

 しかし、患児のきょうだいがドナー候補となる場合、きょうだい本人の意思で断る

という選択肢はあるのでしょうか。 

 特別な事情がない限り、HLA が一致したとわかったらドナーになるという選択し

かないような気がします。 

 

 私の長男も HLA が合えば、次男のドナー=長男でした。私も、そう思っていまし

た。 
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 でも、私は長男に断るという選択肢もあるということを話しました。 

 

 高校受験を控えた大事なときであり、ドナーになればたくさん我慢しなければなら

ないことも出てきます。骨髄提供にリスクがないとは言い切れない以上、長男に無理

強いはできません。長男も大切な子供だから………… 

 

 長男は、たくさん考えた末、ドナーになると言ってくれました。長男には、有り難

うの言葉しかありませんでした。 

 

 このあとの長男を見ていて思ったことは、どんな結果になっても親が想像する以上

に気持ちに大きな負担があったということです。骨髄提供後、誰もが望む結果になれ

ば、自分自身もドナーになって良かったと思うし、まわりの人もあなたのお陰だよと

言ってくれるでしょう。 

 でも、逆の結果だったとき、自分の骨髄が悪かったのではないかと自分を責めるで

しょう………… 

まわりの人は責めたりしないけど、本人が辛い思いをするのではと思います。 

 移植後の経過を全て知ってしまうことは大きな負担です。 

 

 私の次男の場合、誰もが望む結果になりましたが、良い結果だったにもかかわらず、

長男は心身共に疲れ体調を崩してしまいました。高校一年生の間はベストな状態では

ありませんでした。 

 

 私は、長男に気を配っていたつもりでしたが、全く気配りが足らなかったのだと思

いました。 

 

 患児のきょうだいは、年齢に関係なく自分がドナーになることで、大切なきょうだ

いが助かるなら頑張るよ！！！！ と言ってくれるでしょう。親は、感謝の気持ちを伝え、

そう決断してくれた子供に、あなたも大切な子供だから、ドナーになる、ドナーにな

らないという二つの選択肢があるということを話し、どちらになっても全力で支えて

あげないといけないと思います。 

 

 患児のきょうだいがドナー候補になったとき、患児に関わっている医師、看護師も、

患児同様に支え、寄り添ってくれたらと思います。 

 

 

 ちなみに、長男は病棟保育士を目指して勉強中です。 
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ひょうごひょうごひょうごひょうご    がん患者連絡会の活動概況を紹介しますがん患者連絡会の活動概況を紹介しますがん患者連絡会の活動概況を紹介しますがん患者連絡会の活動概況を紹介します    

（（（（2020202012121212年年年年８、９８、９８、９８、９月月月月    活動分）活動分）活動分）活動分）    

事 務 局 

2012201220122012年年年年８８８８月月月月 30303030日（木日（木日（木日（木））））：：：：森田瑞穂森田瑞穂森田瑞穂森田瑞穂    県がん診療連携協議会情報連絡部会長公開研修講座、および県がん診療連携協議会情報連絡部会長公開研修講座、および県がん診療連携協議会情報連絡部会長公開研修講座、および県がん診療連携協議会情報連絡部会長公開研修講座、および

2012201220122012年度年度年度年度第第第第４４４４回運営委員会を開催しました。回運営委員会を開催しました。回運営委員会を開催しました。回運営委員会を開催しました。    

（１）神戸医療センター副院長 森田瑞穂先生、同がん相談支援室長 山本隆子看護師をお迎えし

て 「相談支援センターマニュアルと患者会に望むこと」と題して講演をしていただいた。 

   兵庫県がん拠点病院の相談支援センターは、平成 20年から、相談支援センター間の連携ネ

ットワーク構築と相談支援員の相談技術の向上を目的として３か月毎に実務者ミーティング

を開いてきた。この度、相談支援関連の情報を共有して、相談支援力の均てん化を図る狙い

で「相談支援センターマニュアル」を完成させた。内容的には、医療・社会資源情報、患者

会情報、及び Q&A 35項目からなる行き届いたものである。全国的にも画期的な活動であり、

患者会としても連携活動強化に活かしていきたい。 

（２）運営委員会では、2月開催予定の「在宅療養支援体制シンポジウム」の概要を決定した。 

 

2012201220122012 年年年年９９９９月月月月 12121212 日（水日（水日（水日（水））））：：：：兵庫県が計画している「在宅医療推進協議会」の内容について、医務兵庫県が計画している「在宅医療推進協議会」の内容について、医務兵庫県が計画している「在宅医療推進協議会」の内容について、医務兵庫県が計画している「在宅医療推進協議会」の内容について、医務

課計画係課計画係課計画係課計画係    河原秀和係長にヒヤリングしました。河原秀和係長にヒヤリングしました。河原秀和係長にヒヤリングしました。河原秀和係長にヒヤリングしました。    

   黒田会長、山本副会長、及び田村事務局長が医務課を訪問してヒヤリングした。 

    患者会としては、次期がん対策推進計画において対がん戦略部会の小委員会として「切れ

目のない医療・介護体制推進委員会」の設置を提案している。県は昨年 11月に「兵庫県地域

医療再生計画」として「在宅医療推進協議会」の設置を決めているが、兵庫県医師会への委

託事業であり具体的な検討はすすんでいないことが判明した。「在宅ケアチームづくり」との

関係もあり、問題点を整理していく必要がある。 

 

がん検診受診啓発活動がん検診受診啓発活動がん検診受診啓発活動がん検診受診啓発活動    

   高砂市広報誌 10月号への「がん検診啓発記事」の掲載依頼があり田村事務局長が寄稿した。 

 

その他の活動その他の活動その他の活動その他の活動    

 ・・・・「リレー・フォー・ライフ芦屋「リレー・フォー・ライフ芦屋「リレー・フォー・ライフ芦屋「リレー・フォー・ライフ芦屋 2012201220122012」」」」    

    リレー・フォー・ライフ芦屋 2012は、9月 8日・9日の両日、芦屋市川西運動場などで

開催された。 

                芦屋での開催は 6 回目となってイベントも多彩になり、参加者の幅も広がったのではな

いかと言われている。２日間の延べ参加人員は２，６００名と盛大なものであった。 

 ・「日本ホスピス・在宅ケア研究会全国大会」・「日本ホスピス・在宅ケア研究会全国大会」・「日本ホスピス・在宅ケア研究会全国大会」・「日本ホスピス・在宅ケア研究会全国大会」    

    今年の全国大会は、2012は、9月 8日・9日の両日、北海道帯広市で開催された。 

    患者部会に田村事務局長が参加して「兵庫県における ひょうごがん患者連絡会の“がん

対策”への取組み」について紹介した。地元からは、「あけぼの帯広」、「日本オストミー協

会帯広支部」各代表の活動報告、及び地元医療法人の方の「“がん患者生活コーディネータ”

の取組み」についての紹介があった。地元の方の報告には、活動を立上げるに当たっての

の開拓者的な苦労話もあり感動的な患者部会であった。 
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関連団体等の公開講座行事関連団体等の公開講座行事関連団体等の公開講座行事関連団体等の公開講座行事予定（予定（予定（予定（2012201220122012年年年年 10101010～～～～12121212月）月）月）月）    

関連団体等の「がんサロン」関連団体等の「がんサロン」関連団体等の「がんサロン」関連団体等の「がんサロン」予定（予定（予定（予定（2012201220122012年年年年 10101010～～～～12121212月月月月））））    

主催主催主催主催(TEL)(TEL)(TEL)(TEL)・会費・場所・会費・場所・会費・場所・会費・場所 テーマ・主な内容・講師テーマ・主な内容・講師テーマ・主な内容・講師テーマ・主な内容・講師 日日日日        時時時時 

ゆずりは明石「明石話そう会」 

（078-911-6761草野）無 料 

兵庫県立がんセンター 1階 

患者、家族の悩みを分ち合い 

前向いて生きる寄り添える会を 

  目指しています 

・毎月第 1,3月曜日 

10：00～12：00 

ゆずりは明石「明石楽しもう会」 

（078-911-6761草野）300円 

明石市立保健センター３階 

・10/9 自力整体 予防医学指導士 藤原寿乃氏 ・10月９日（火） 

10：00～12：00 

ゆずりは明石「がん相談」 

（078-911-6761草野）無 料 

明石市立保健センター1階 

「がん」についての無料相談 

  相談員：ゆずりは明石会員の 

    看護師・保健師・がん体験者 

・毎月第４火曜日 

   13：00～16：00 

ゆずりは「がんサロン」 

（078-976-5050） 

500円（茶菓子代） 

地下鉄伊川谷駅構内伊川谷工房 

お茶を飲みながら 

病や悩みについて 

自由に語り合います 

（時間内であれば参加ご自由です） 

・ 10月 23日（火） 

・ 11月 27日（火） 

・ 12月はお休みです 

13：30～15：30 

ゆずりは淡路「淡路市サロン」 

（090-6734-1275山本）無 料 

淡路市社会福祉協議会 1階 

ひとりで悩まないで 

患者さんや家族の方同士で 

話し合いましょう 

・毎月第４金曜日 

   14：00～16：00 

ゆずりは淡路「南あわじ市サロン」 

（090-6734-1275山本）無 料 

南あわじ市社会福祉協議会三原支部 

ひとりで悩まないで 

患者さんや家族の方同士で 

話し合いましょう 

・毎月第４金曜日 

   14：00～16：00 

神戸医療ｾﾝﾀｰ「コスモスの会」 

(078-791-0111、内線 460) 無 料 

神戸医療ｾﾝﾀｰ「がん相談支援室」 

・苦しみや悩みなどの気持を 

自由に語り合い支え合いましょう 

・情報交換をして知識を高め合いましょう 

・ 毎月第３水曜日 

14：00～16：00 

県立淡路病院「菜の花サロン」 

(0799-22-1200) 無 料 

県立淡路病院 1階「医療相談室」 

 どなたでも  

自由に参加されて 

      自由に語り合いましょう 

・ 毎月第３火曜日 

   ９：30～12：00 

だいとうクリニック「花みずき」 

(079-222-6789) 

無 料 

姫路市白銀町中ノ門ｼｬﾎﾟｰﾋﾞﾙ１階 

・患者や家族間のコミュニケーション 

・医療情報の提供 

・療養相談全般 

・インターネット検索・ちょっと休憩 

・サロン：第３火曜日 

14：30～16：00 

・絵手紙教室：第 3月曜日 

   10：00～13：00 

日時・場所日時・場所日時・場所日時・場所    主催主催主催主催(TEL)(TEL)(TEL)(TEL)・会費・会費・会費・会費    テーマ・主な内容・講師テーマ・主な内容・講師テーマ・主な内容・講師テーマ・主な内容・講師    

10月 13日（土） 

14：00～18：00 

神戸中央市民病院 1階講堂 

神戸市立医療ｾﾝﾀｰ中央市民病院 

（078-302-4321） 

無 料 

神戸緩和ケア市民公開講座 

「～抗がん剤治療～いつまでするの？ 

        終ったらどうするの？」 

10月 17日（水） 

14：00～16：30 

明石市生涯学習センター７階 

ゆずりは明石公開講座 

（078-911-6761草野） 

一般 700円 

「こころの治癒力を高める 

～スピリチュアルケアと宗教的ケア」 

飛騨千光寺住職 大下大圓 師 

10月 20日（土） 

14：00～16：30 

兵庫県民会館「けんみんﾎｰﾙ」 

兵庫県立がんセンター 

（078-929-1151） 

無 料（要申込） 

第 2回ひょうご県民がんフォーラム 

「がん治療最前線“内視鏡治療と 

ロボット手術」 

11月 11日（日） 

 13：00～16：00 

東京医科歯科大学M&D講堂 

がん患者団体支援機構 

（0848-24-2413） 

4000円 

第 8回がん患者大集会 

「がんでも自分らしくわが家で過す為に」 

～インターネットUstreamで無料配信～ 

11月 23日（金） 

 13：00～16：00 

兵庫県看護協会３階研修室 

兵庫がん看護ナースネットワーク 

(在宅緩和ｹｱﾎｽﾋﾟｽ 078-731-0055) 

無料（お問合せ：平日９～１７時） 

「第４回兵庫県民緩和ケア公開講座」 

１、講演会：専門・認定看護師による 

２、相談コーナー：個別療養相談 
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日  時 行事・会費 テ ー マ・講  師 場  所 

10月 20日（土） 

14：00～16：30 

「がん治療市民講座」 

500円、学生 無料 

１、“りんでんばうむ”コンサート 

２、「がん治療は、いま！！！！」 

 神戸中央市民病院 辻 晃仁医師 

10：30～12：00 第５回運営委員会 ・次期がん対策推進計画ほか 

神戸市 

教育会館 

大ホール 

10月 25日（木） 

18：00～20：00 

疾病対策課との話合い 

～次期がん対策推進計画～ 

１、がん患者連絡会の意見説明 

２、質疑応答 

20：00～21：30 第６回運営委員会    ――――――――― 

兵庫県民 

会館 

301号室 

11月 15日（木） 

18：00～20：00 

がん医療 

    研修公開講座 

「“切れ目のない医療体制”の 

現状と今後について」 

県立がんｾﾝﾀｰ 西村隆一郎院長 

20：00～21：30 第７回運営委員会  ――――――――― 

兵庫県民 

会館 

1202号室 

編集後記編集後記編集後記編集後記                                                                                

朝夕が涼しくなり、鈴虫の声が秋を感じさせてくれます。 

 今回の寄稿文は、さくらんぼの会の会員の方にお願いをしました。次男が患児、長男が

ドナーという経験をされ、病気は治って欲しい、しかし多感な時期の長男の気持ちを考え

るとドナーにして良いのだろうかという、親としても大変な決断をされたのだと思います。 

 平成 27年にこども病院がポートアイランドに移転する事が正式に決定しました。 

 今でもポーアイ移転に反対の方は多くいますが、私達は気持ちを切り替えて、小児がん

拠点病院認定を目標として、小児がんのより高度な治療と学童期の子供には、スムーズに

復学できる学習環境を作ってもらえるように県にも働きかけて行きたいと思っています。

皆様のご協力よろしくお願いいたします。 

                    さくらんぼの会  代表 石 上 久 美 

ひょうごひょうごひょうごひょうご    がん患者連絡会がん患者連絡会がん患者連絡会がん患者連絡会行事行事行事行事予定（予定（予定（予定（2020202012121212年年年年 10101010、、、、11111111月）月）月）月）    

このニューズレターは、４団体から応募いただいた編集委員による協議で編集し、会

長の査閲を経て発行しています。 

 ニューズレターは 2008 年 9 月の創刊号以来、奇数月に発行し、ひょうごがん患者連

絡会の活動概要報告及びお知らせページのほかに、文頭に各会員の持ち回り執筆文や寄

稿文を掲載しております。 

各団体の会員のみなさま、および行政、医療、報道関係のみなさま方には、各会員の持ち

周り執筆記事と併せて、ひょうごがん患者連絡会の活動概要にもお目通し頂き、ご意見など

お聞かせいただきたく存じます。                 （ 事 務 局 ） 

 

 

ニューズレターの編集についてニューズレターの編集についてニューズレターの編集についてニューズレターの編集について    
 


