正誤表

 p15、荻野先生の亡くなられたのは３月４日です。訂正
してお詫び申し上げます。

 p21、
「お知らせ」で 9 月 28 日〜10 月 2 日の姫路聖マ
リア病院研修会の講師は中島保壽先生です。
 別紙刷りの「一日研修会にふるってご参加を 」の案内の
中で、北九州ブロックで 6 月 27 日に行われます一日研
修会の講師は「中島保壽先生」です。
こちらも訂正してお詫び申し上げます。
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ス ピ リ チュ アルケ ア考
―格闘技と攻めの養生―
帯津

良一

ら我慢して、これまでどおりのお付き合い
をしていたほうがよいのか・・・と困って
います。どうすればよいのか教えてくださ
い・・・」
こ れを機に われも われも と同じよう な
悩みが噴き出して、大きな渦となってしま
ったのであった。医師とのコミュニケーシ
ョンの問題は『水輪養生塾』が始まってか
らおよそ 10 年間、いつも車座交流会の話
題のひとつになっていた。しかし、これほ
どの大渦は初めてである。
挙句の果ては
「・・・医学教育の問題でしょうか？」
「・・・医師を目指す人の資質に何か片
寄りがあるのでしょうか？」
「・・・いい医師を確保する為の妙案は
ないのでしょうか？」
10 年、世紀が変わ っても、旧態依然、
何の進展もないようだ。唖然とはこのこと
である。患者さんはまちがいなく進化して
いる。そして身体だけでなく心にも生命に
も目を向けてくださいよ。もっとホリステ
イッ クに扱っ て下さ いよと訴えている の
に医 師のほう は相変わらず身体の故障 の
部位にしか目を向けようとしない。このギ
ャッ プがコミ ュニケ ーションの悪さ の原
因になっているのではないだろうか。
人 間 は 身 体 （ BODY ） 心 （ MIND ） 生 命
（SPIRIT）から成っている。身体は目に見
える肉体。生命は内なる生命場のエネルギ
ー。心は刻々と変化する生命場の状況が脳

医 療 も 養 生も 身 体 （ BODY ）か ら生 命
（SPIRIT）へ転回をはじめた今、スピリチ
ュアルケアの台 頭も当然 の帰結 ではある
が、これが日常の医療の中にしっとりと定
着するのには、まだまだ相当の日時を要す
ると思っている。医療がスピリチュアルに
未熟なのに、スピリチュアルケアだけが一
人歩きするわけにはいかないからである。
昨日もこんなことがあった。場所は長野
県の飯綱高原にあるホリステイック・スペ
すいりん
ース『水輪』
。ここで本年度第一回の「養生
塾」および「いのち学」の講座が開かれて
いた。三月も末というのに窓の外はまだ雪
景色。それも新しい雪で、まさに銀世界だ。
それ も参加者全員が大 広間に 車座にな
って質疑応答や意見交換を行う、ここでの
名物番組である「車座交流会」が開かれて
いた。参加者はおよそ 30 名。大半はがん
患者さん。家族の方々に医療者の方々がこ
れに加わる。3 時間の長丁場、しかも 2 回
おこなうので、治療や予防あるいは養生に
関するさまざま な問題が 提起さ れ俎上に
乗せられる。これは決して珍しいことでは
ないのだが、ある肺がんの患者さんからの
質問。
「・・・二度も手 術をしていた だいた、
長いお付き合いの主治医先生ですが、コミ
ュニケーションが悪くて困っています。思
い切って主治医 さんを代 えてみ てはとも
思いますが、さりとて、いい先生に巡り合
うとはかぎりませんし・・・このくらいな
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細胞をとおして 外部に表 現され たもの と
考えると、心もその本質は生命場。となる
と人間は身体、心、生命の三者に分けるか
わりに、身体と生命場と二つに分けること
も出来ることになる。
20 世紀、医療だけ ではなく、世の中の
すべてが身体に 焦点を合 わせて 一大物質
文明を築いた。しかし、あまりにも多くの
問題を残していて、簡単にこう言い切るに
は内心忸怩たる思いがないでもないが、こ
こでは触れないことにする。
ひるがえって 21 世紀は生命場の時代で
ある。医学もエネルギー医学が中心になる。
エネルギー医学 といえばホメオ パシー や
気功に代表され る代 替療 法の多 くがこ こ
に含まれる。すでに代替療法の台頭から総
合医学へと向か う流れは かなり 確かなも
のとなっているし、その先にホリステイッ
ク医学が待ち構 えていることも まちが い
ないことである。
そして医療はといえば、身体の一部に生
じた故障を、あたかも機械の修理のように
直す修理工の医療から、生命と生命とがぶ
つかり合う格闘技の医療になっていく。
格闘技となれば、なんといってもパワフ
ルでなければならない。そのパワーは内な
る生命場の高い エネルギーから 生み出 さ
れる。だから医療者はすべからくスピリチ
ュアルでなければならないのだ。
しかも、パワーを全開するためには相手
と同じ地平に立たなければならない。つま
り患者の痛みを 同じ地平 で受け 止めるの
である。このことを哲学者の中村雄二郎氏
はヴァルネラブル（VULNERABLE）と表現し
た。癒しをおこなうものはすべからくヴァ
ルネラブルであれ！というのである。
パワ フルのなかにヴァ ルネラ ブルを併
せ持つのだから、これは並大抵のことでは
ない。それ相当の覚悟が要ることは言うま
でもない。さらに、パワフルにしてヴァル
ネラブルである
ためには自らの 死から目
そむ
を背けてはならない。つまりメメントモリ
（死を想え）が要求されるのである。これ
もスピリチュアルではないか。
これからの医療は格闘技。医療者の備う
るべき資質はパワフ ル、ヴァルネ ラブル、
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たば

メメ ントモリ を束 ね たスピ リチュアリテ
ィということになる。
こ のことに 気づい ている医 療者がど の
くらいいるのだろうか。特に医師に関して
はお寒いかぎりと言わざるを得ない。だか
ら「水輪養生塾」の 車座交流会において、
あの ような発 言が飛び交うようになる の
である。
そ ご
医 師と患者 の信頼 関係に齟齬 をき たす
こと になれば プラシ ーボ効果など生ま れ
て来ようがない、プラシーボ効果こそ医療
の基本であることを考えれば、
このことは
くつが え
医療を根底から 覆 す大問題なのである 。
産科医の不足、小児科医の不足、救急患
者のたらい廻しなどの対策よりも、もっと
早急に考え、手をつけなければならない問
題に思えるのだがどうだろうか。
最後が養生の問題である。養生とは生命
を正しく養うこと、いつの時代にあっても
かんが
重大なテーマである。
鑑 みるに、これまで
いた
の養生は身体を労わって病を未然に防ぎ天
寿を全うするといった、どちらかといえば
消極的で守りの養生であった。その上に死
をもって終わりでは、じつにつまらない。
しかし、医学や医療のように、その焦点
を身 体から生 命場に 移せば養生も変 わっ
て来る。内なる生命場のエネルギーを日々
高め つづけて いくと いう積極的で攻め の
養生になる。しかも死をもって終われりで
はなく、死ぬ日に最高位に達した生命場の
エネルギーは、そのまま死を超えて死後の
世界へ突入して行く ことになるのである。
なんとスピリチュアルな話ではないか。
このように、医学 はエネルギー医学へ、
医療は格闘技、つまり本来の ホリステイッ
クなものに、そして養生は攻めの養生にと
転回 する時代 を迎え ようと している ので
ある。スピリチュアルキュアもスピリチュ
アル ケアもこ の時代の流れにあるのは 言
うまでもない。さらに格闘技といい攻めの
養生 といって も大い なる虚空の場の中 の
営みにはちがいない。ということは自力と
他力の統合こそ、こ れからの医学、医療、
そし て養生の 要諦と いうこ とになる ので
はないだろうか。

―良きスピリチュアルケア・ワーカーであるために―
ウァルデマール・キッペス
同じく 2 月、旅立つ数日前のＡさんをは
じめてホスピスに訪問した時のこと。わた
しは十数年前Ａさん の話を一回だけ聴き、
Ａさ んの物事 をみる観点に感銘を受け た
ことがあるが、今まで直接面談したことは
なかった。訪室してベッドサイドに座らせ
てもらい、自己紹介した。痩せているＡさ
えのみや
んはわたしに顔を向け、
「愛宮 （みたい）
」
と言われた。わたしは最初、その意味が分
からなかったが、しばらくしてむかしＡさ
んの先生だった方の名前だと分かった。
その ときＡ さんの二 人の姉 妹は病室 に
いたが、いつの間にかＡさんとわたしの二
人だけになった。Ａさんが「今、何時です
か」と聞かれたので「７ (19)時です」と返
事をすると、Ａさんは「昼ご飯かと思った」
と言われた。そこでわたしは「ただそばに
座っていていいですか」と聞くと「はい」
と答えた。わたしは目でＡさんを見守った
が、それはＡさんに緊張感を与えるのでは
ないかと心配した。
Ａさんがわたしに「お年は？」と聞くの
で、
「７８」と応えた瞬間、わたしより 10
数年 下のＡさ んのが っかり した反応が 顔
に出た。
「運（神） は平等ではない」と言
うかのように。
し ばらくし てから Ａさんは 何かを探 す
ように手を動かした ので、
「何ですか」と
聞くと「ナースコー ル」と教えてくれた。
ナースコールは見当たらず、わたしはナー
スステーションに行 って看護師を呼んだ。
いつ の間にか 二人の看護師とＡさんの 姉
妹は病室に来て、４人でＡさんの願いに何
とか対応しようとし たがわからなかった。
４人とも「わからない」と呟きながら病室
を探し回っていた。そのうち彼女たちは少
しずつＡさんの願いが分かって、Ａさんの

「わたし（たち）は患者さんのことをた
だ聞く／聴くだけの役 割をもっています」
と言ったあるホ スピスボ ランテ ィアの発
言がわたしの記憶に残っている。 この発
言には「自分たちは大したことをしていな
いのではないか」という呟きとそれに対す
るわたしからの アドバイスが欲 しいとい
う願望が含まれていると感じられた。 傾
聴はベッドサイ ドだけでの行為 として単
純に ただ聞く／聴くだけのこと ではな
く、語り手（患者）と聴き手とが深いレベ
ルで結び付けられるカギである。聴き手の
全人的な応答は 語り手と の関係 を形成す
る上で不可欠なものである。 この点に関
して、最近あったいくつかの出会いを例と
して取り上げて以下考えてみたいと思う。
１月のこと。急死した知り合いの方の通
夜が始まる前、その奥さんと挨拶を交わし
た。わたしは「びっくりした」としか言え
なかった。その奥さんの「わたしもびっく
り」という返答で会 話はおわった のだが、
本物の出会いになったような気がした。そ
のとき「お悔やみ申しあげます」のような
決まり文句を言ったのでは、ショック状態
にあった奥さん との心の 関わり は成り立
たなかったのではないだろうか。
2 月、25 歳下の後 輩との出会い 。彼は
10 年前からパーキンソン病にな り、自分
の得意の声楽もでき ずに 生きて いる 。
「また一つ身体 の機能が なくな ったけれ
ども、３ヶ月も経つ とそれに慣れ てくる。
神は素 晴らしい 身体を作 られた 」と彼 は
次々に分かち合って くれた。
「自 動車のマ
フラーはガタガ タと音を 立てて 初めてこ
ういう部分もあ ったということ に気が付
くようなものだ」とわたしは応えて、相手
との理解が深まったと思う。
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の歩んできた人生の 回想と評価を始めた。
自分 の思うと おりに ならな かった結婚 の
こと、十年間経てば状況が変わるだろうと
いう期待が外れて、 10 年以上経っても毎
日娘 さんの世 話で縛られている人生を 何
十年も生きてきたこと、 娘さんを日々大
切にしておられることなど。Ｂさんは涙を
流しながら黙って聞いていた。誰も真似の
出来 ない仕事 (娘さん の世話 )のこと や独
学の生活について自己評価したり、しても
らっ たりした ことが なかったのでは ない
だろうか。
実 際に生き る状況 はこうし た評価に よ
って変わるわけではない。 だが違った目
で見直してみることは、生き続けるために
必要 な内面的 な力を湧き出させる起因 に
はなりうるのではないか。

目の前の棚から毛布などを取り除けて、安
楽椅子に置いて あったわたしの帽子とジ
ャンパーをその棚に置いた。その安楽椅子
にわたしを座ら せなさい という ことだ っ
た。わたしがスツールに座っていたからで
ある。わたしは笑いながら「王様の椅子み
たい。こういう のに座る のは慣 れていな
い」といいながら座った（ちなみに、わた
しは安楽椅子が好き でない）
。わ たしはＡ
さんの心遣いに 驚きながら感謝 とＡさん
の評価を続けた。
「本物のお方で す。話し
方が儀式的でな く日本的な発想 や考え方
をしてくださるお方」のように。
間をおいてから「歌っていいですか」と
尋ねると、「はい」と頷いた。わ たしがグ
レゴリアンや amazing grace をゆっくりと
歌い終わってしばらくして、Ａさんの表情
は明るくなり、起きあがりながら拍手され
た。そのような反応はわたしにとって初め
ての体験であった。それからＡさんに「支
えや力 になっ ている ことは」と聞 くと、
「sister（姉妹）
」と 応えた。その後、さ
らに「祝福してください」とＡさんに願う
と、彼はつらそうに厳しい表情を見せなが
ら何かをつぶや いただけ だった。それで
「また来ていいですか」と聞くと、Ａさん
は頷かれた。40 分あまりの出会 いであっ
た。 その翌日再び訪問したが、Ａさんは
苦しそうだったので、ことばを交わせなか
った。15 分〜20 分ほどしてから退室し、
隣の「祈りの間」でＡさんのために祈りな
がら時間を過ごした。

傾 聴は単に ただ聞 く／聴く だけでは な
く、病んでおられる方の状況を含めて聞か
せてもらい、聴き取ったことに対する応答
によって相手を活かす行為である。その準
備としてボランティア・ケアギバーは、意
識的 に内面性 を育成し続ける日々の暮 ら
し方がカギになる。自分自身の中に何かの
希望 やニーズ 、欲求や動きがあるだろ う
か？ 日常何 気なく 使っていること ばに
どん な 意 味 が本 当は ある のだ ろ う か？
自分 へのその ような問いかけに敏感に な
ることである。 傾聴は重労働であり、生
きることであるからである。
言い換えれば、
・傾 聴は相手 をまる ごと把握 しようと す
る努力
・相 手に本人 の知ら ない部分 を意識さ せ
ること
・相手から受けた気づき、感じや印象をフ
ィードバックすること
・真 心で相手 をでき るだけ正 確に評価 し
て活かせること
・ き れいごと ではな く相手の マイナス 思
考、悩みや苦痛などをプラスに変換でき
るように工夫することである。

3 月のこと。
「わたしはＢさん とどう話
したらいいかわからない」と嘆く知人に助
けを求められＢさんに会った。Ｂさんは障
害をもつ一人の娘さんと暮し、その状況は
少しも変わる見 通しがないこと から二人
とも死にたいと 思ったこともあ ったと い
う。初めて会うＢさ んから「
（血 液）何型
ですか」と一般的な質問を受け、わたしは
それには答えなかった。Ｂさんのことに重
点を置きたいからであった。そこでＢさん
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急性期病院におけるパストラルケアについて
臨床パストラル・カウンセラー

野田千惠子

ス・ カンファ レンス、スタッフのグリ ー
フ・カンファレンスなどへの出席、手術を
控え た患者の 不安な気持ちへ の寄り 添い
と傾聴、忙しく慌しい医療事情そのものへ
の疑問と不満をぶつ ける患者の声の傾聴、
救急 外来担当 医師か らは患者と家族へ の
対応の依頼などが寄せられています。看護
カル テにパス トラル カウン セラーの訪 問
事実のみを記録します。依頼票は各看護師
長が パストラ ルカウ ンセラー用のポス ト
に入れてくれます。開始当初は依頼が少な
く、各病棟と外来をラウンドし、ヒヤリン
グに努めましたが、現在では、院内での周
知がかなり行き渡り、依頼が多くなってい
ます。依頼票には返事を書くことになって
いて、プライバシーを尊重してチームでシ
ェア できる部 分を共 有していくよう に努
めています。病棟数が多く、入退院が頻繁
なので、同一患者への訪問は多い場合で 5
〜6 回程度で、それ以後は出来るだけ外来
通院や再入院の場合 につなげられるよう、
他職種との連携を大切にしています。当院
は地域の教育研修医療機関でもあり、先日
「医療に求められる心のケア」について市
内の看護師 20 余名の方々にスピリチュア
ルケ アについ てお話しをする機会が与 え
られました。質問やアンケートの内容に参
加者の関心の高さが伺えました。
非常勤のパストラルケア職として、日々
多くの課題を与えられ、常に自分が問われ
ていることを痛切に感じています。週に 6
時間程度、大規模病院でスピリチュアルケ
アを行うことの意味は何か、自分にその資
格があるのか等々。今置かれている場所で
出会う一人一人を大切にして向き合い、そ

非常勤パスト ラルカウンセラ ーとして
ある公立急性期総合病院で勤務を始めて 7
ヶ月が過ぎました。当院はある地域の中核
病院として機能しています。
27 診療科と 7
専門外来を持ち、482 床あります。看護部
に所属し、上司の看護部長からは患者と家
族、医療スタッフの「心のケア」に当るこ
とを求められています。当院におけるパス
トラルケア職は初めてで、この規模で一人
職という問題を 抱えて試 行錯誤 で始めて
います。これまでの体験の一端をシェアさ
せていただきます。
勤務時間は朝９時半から午後４時 15 分
まで（休憩 45 分間）の６時間で、必要に
応じて延長が認められています。オリエン
テーションでは 、看護科長より 全ての病
棟・外来看護師長と勤務中の医師に紹介さ
れ、院内向け広報誌にパストラルカウンセ
ラー職として自己紹介し、掲示板に告知し
ていただくなど 看護部ス タッフ の理解と
支援を受けており、パストラルケア中に医
師や他職の方々が入室される場合も、その
まま続けるよう にと理解 を示し ていただ
くことが多くなりつつあります。
病棟 では終生期医療へ の取り 組みがな
されており、緩和ケアや集中ケアなどの認
定看護師との協働も行います。日々手術患
者の入退院や看取り が繰り返され る中で、
スタッフのストレス度は高く、患者と家族
の心のケアに対 するニー ズも非 常に強く
感じられます。
医療 ・看護スタッフか らの要 望内容は
様々で、病気が受け止めきれず、スタッフ
へ怒りをぶつけ る患者へ の訪問 依頼やケ
ア･カンファレンス、看取りを振 り返るデ
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でありたいと思います。医療・看護職とチ
ームを組むことで、双方の視点を学びあい、
理解 を深め合 えるこ とを体験させてい た
だくことを有難く思い、出会う人々に感謝
しな がら働か せてい ただき たいと思い ま
す。

の方々の内にあ る力や喜 びや問 いや嘆き
や叫びや怒りを表出していただき、その過
程をご本人が意識できるよう寄り添い、自
分の深い部分と 自分を超 える存 在に向か
って生きていけるように、或いはその人が
大切に生きてきたことと向き合い、その方
の人生を回想す る傍らに 居る小 さな存在

臨床スピリチュアルケアワーカーを派遣しています
NPO スピリチュアルケア東京 代表

小林

和子

ネックになって、利用者が増えていかない
というのが実情です。

長く厳しい研 修を乗り 越えて 認定を受
けられた皆様、その後どのような活動をし
ていらっしゃいますか？
NPO スピリチュアルケア東京では、パ
ストラル･ワーカー及び パストラ ルケア ･
ボランティアの資格を持つ方に、臨床スピ
リチュアルケア ワーカー派遣会 員として
登録していただき、スピリチュアルニーズ
を持つ人、特に完治の見込みのないがん患
者や慢性疾患の人などとその家族、そして
年老いた人の住 まいや施 設を訪 れてケア
することを目的 とする派 遣事業 をしてい
ます。
また臨床スピリチュアルケアが、病む人
に必要かつ重要 なケアで あると いうこと
を社会一般から認知され、必要な人が必要
な時にケアを受 けられる社会の 実現を目
指しています。
臨床スピリチ ュアルケ アワー カーが 全
人的ケアの一端を担い、自立した専門職と
して社会に認められるためには、有料であ
ることが必要との考えから、利用者にケア
料金 2,000 円／1 時間と交通費を支払って
いただきます。しかし「話を聴いてもらう
だけで費用が掛かる」ことに抵抗があると
か、介護保険など公的な援助がないことが

ところが昨年の暮れ、ファイザー株式会
社の『ファイザープログラム〜心とからだ
のヘルスケアに関す る市民活動･市民研究
支援』によって、私たちのプロジェクト「病
む人、年老いた人の実存的心の叫びに寄り
添うための派遣事業」が 選ばれ、助成金を
いただけることになりました。評価の内容
は「助成金によって 利用者の負担が減り、
より利用しやすくなることで、利用頻度が
高まるとともに、一般への認知度も高まる
ことが期待される。また、こうした営みが
一般に認知されることで、高齢化が急速に
進む我国において、実存的な悩みに対する
組織 的な援助 を今後どのように構築し て
いくのかを考える上で、参考とすべき貴重
な実践になると考えられる」というもので
した。市民活動として社会に開かれたこと
は、前進のための貴重な一歩だと思います。
今年 1 年間、実施計画に沿って派遣事業
をおこなっていきますが、今後スピリチュ
アル ケアを多 くの方 に利用して いた だく
ためにどう働きかけるのが有効なのか、そ
れが私たちの課題です。講演会・地域の集
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さらに、在宅ホスピスの医師から、スピ
リチ ュアルケ アを必 要としていると思 わ
れる 患者さん を紹介していただくシス テ
ムも作りました。実際に始めてみると、予
想外の事態が起こるなど、なかなか考えて
いるようにはスムーズに運びません。患者
さんの心の叫びと、一所懸命に世話をして
いる 家族の方 の考え方に違いがある場 合
や、家庭に見ず知らずの人が訪れる煩わし
さなど、在宅でのスピリチ ュアルケアが抱
える問題なのかもしれません。

まりや教会で説明す る、知人･友 人に働き
かけるなどの広報活動の甲斐あって、スピ
リチュアルケア に関心を 持って くださる
方、賛助会員になってくださる方がずいぶ
ん増えてきました。
また、私たちは、東京武蔵野市を拠点と
する東京老人ホーム、 NPO 緩和ケアサポ
ートグループ、在宅ホスピスの武蔵野ホー
ムケアクリニック、薬局のルンルンファー
マシーとともに、コミュニティをはぐくむ
『希望の会』を昨年立ち上げ、一般市民を
対象に講演会と研修 会を開催して います。
6 月 13 日にはキッペス先生を講師に、
「ス
ピリチュアルケ アって何 ？―― スピリチ
ュアルな痛みの理解とケア――」と題して
研修会を予定しています。場所は吉祥寺の
商工会議所、時間は２時からです。

私 たちは助 成金を 受けたことを励み と
して試行錯誤しながら、スピリチュアルケ
アが社会に必要とされ、浸透することを目
指して活動をしていきます。どうぞご支援
ください。

スピリチュアルケアの勉強室
パストラル
ウァルデマール・キッペス
《パストラル PASTORAL》の語源はラテン 語の《パストル PAST OR ＝羊飼い・牧者》。そ
の形容詞は《羊飼い的 (在り方・様子 ) PASTO RALIS》。その動詞は《家畜 を放牧する・家畜
が牧草を食う、家畜に 餌を食べさせる PASCA RE》である。
《パスター PASTO R》 は、キリスト教では信者の 共同体の責任者の役職名になり、牧者・
牧師・神父あるいは司 教のことを意味し、現在も その意味で使われている 。キリスト教の責
任者を《牧師 PAST OR》と名付ける理由は、イエ ス・キリストが自分の使 命を次の言葉で表
現している。即ち、「私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる」(ヨハネ
による福音書10章1 1節 )。イエス・キリストは自分の後継者・代理者の使命も羊飼い であ り 、
必要に応じて羊のため に命を与えるべきであるこ とを強調した。
西洋では、《パストラ ルケア》が医療活動の核と して存在していたことを 忘れてはならな
い。1990年にWHO専門 委員会報告書にまとめられ た「パリアティブ・ケア」によって広まった
《スピリチュアルケア 》は、西洋の伝統的パスト ラルケアの内容をホスピ スのありかたとし
て強調するものである 。《パストラルケア》の本 質は《スピリチュアルケ ア》である。
パストラルケア部の従 事者は伝統的には主に宗教 家であるが、現在は宗教 の有無に関係な
く、患者の心と魂のニ ーズに対応しようとしてい る。ちなみに、パストラ ルケアはドイツ語
で《魂の配慮 SEEL SORGE》といい、医療施設には《魂の配慮部》がある。
当センターが《パストラ ル》を用語として遣う理由は、英語圏の医療界では「心と魂のケア」
は《パストラル ケア》と呼ばれることが 多いし、 医療施 設でスピリチュアルケアを実践す
る部門は《パストラル ケア部》と称されることが多いためである。
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スピリチュアルケアの的確な援助者の教室
会話記録（G：ゲスト、H：ホスト）

訪問記録の実例

G１：やあ、この前の人でしょ。
（病室に戻
る途中の K 氏が、車イスを止めて、声
をかけてくださる）
。どうも・・・。
H１：あっ、K さん。こんにちは。一昨日、
お会いした N です。
G２：今日、すごいことがあった んだよ。
実はね、
『贈り物は、わたしなのです』
っていう言葉を知ったんだ。キリスト
教の 偉い人 が書い た言葉ら しいん だ
（興奮気味に話される）
。
H２：
『贈り物は、わたしなのです』ってい
う言葉なんですね。
G３：そうなんですよ。あのね、 さっき会
った人にも話した んだけど・・・。N
さん に似た 勉強を している 人だっ た
よ。その人にも今の言葉を話したんだ。
H３：その方にも話されたんです ね。その
言葉 が書か れたも のをお持 ちなん で
すか？
G４：持っているよ。立ち話も何 だから、
私の 部屋に 来ます か？その 紙を見 せ
てあげますよ。来る？
H４：そうですね。ぜひ見せてく ださい。
お願いします。
G５：行きましょう（車イス自操 しながら
病室に向う）
。
H５：はい行きましょう（ゆっく り車イス
を自 操しな がら自 分のベッ ドサイ ド
に向うＫ氏とともに入室）
。
Ｇ６：これを見てよ。この紙ですよ。ここ
に書いてあるでし ょ。
『贈り物は、わ
たしなのです』っ てね。
（紙を左手に
取り、Ｈに見せて くださる）。贈り物
は「わたし」自身なんだね。
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Ｈ６：Ｋさんの言われていた
言葉って、これのことな
んですね。考えさせられ
る言葉ですね。Ｋさんは、
この言葉を見て、どうお
感じになられたんですか？
Ｇ７：私は最低の人間だと思ったね。思い
知らされたよ。
Ｈ７：最低の人間だ と思われたんですね。
それはどうしてですか？
Ｇ８：私はこれまで社会に批判的だったけ
ど、世の中すてたもんじゃないね。世
の 中にもこういう すごい 言葉を 言う
人がいるんだね。とてもかなわないな
って思ったんですよ。キリスト教って
やっぱりすごいね。
（紙の言葉の末尾
にはキングと記してあった）
。
Ｈ８：キリスト教に興味がおありなんです
か？
Ｇ９：うん、もっといろいろ知りたいです
ね。キリスト教も文学と同じように学
ぶ点が大いにあるね。何と言ったっけ
なぁ・・・
「鼻」って小説だけど、作
者の名前は・・龍之介って言ったかな
ぁ・・・。
（沈黙）
Ｈ９：あっ、芥川龍之介ですね。芥川龍之
介の「鼻」っていう小説ですね。私も
昔、読んだことがありますよ。
Ｇ10：
「鼻」って小 説は学ぶところが多い
ね。人間、正直でなきゃいけないよ。
やっぱり正直でいいんだね。
（
「鼻」は、
人 間はありのまま の自分 自身を 大切
にしなさい、ということを教えてくれ
る小説である）。

Ｈ10：あっ、そうだ。Ｋさんは一昨日も「人
間は正直じゃないといけない」と言っ
ていましたよね。人間は正直でないと
いけないですよね。
Ｇ11：そう、正直で ないといけな いです。
この 前もは なした でしょ？ この時 計
を見てよ。これは 1000 円で買ったん
だよね。でも、1 年間も動いていたん
だ。この時計は、さっき来た人にも見
せたんだよ。その人の時計は 5000 円
なんだって。私の時計の方が安いけど、
1000 円なのに、ち ゃんと使えたんで
すよ。人間も物も見かけによらないね。
この前、話したで しょ？植木屋の話。
そのことも同じだよ。
H11：植木屋さんをされていたお話ですよ
ね。小児麻痺の方 のお話でしたよね。
努力して資格をとられて、植木屋さん
になられたんですよね。
G12：そう、そう。奴のこと・・・。
H12：時計のお話も植木屋さんのお話も、K
さん自身も共通していますよね、それ
に、さっき見せていただいたキリスト
教の 方の言 葉も重な るので はない で
しょうか？
G13：そうですね。自分は自分で いいんだ
ね。 さっき の紙に書 いてあ ったで し
ょ？『贈り物は、わたしなのです』っ
て。その言葉。でね、今日、すごいこ
とがあったんだよ。
H13：今日、すごいことがあったんですね。
どんなことがあったんですか？
G14：それがね、ちょっと見てて ください
（車イスから立ち上がろうとする）
。
H14：ご無理なさらないでくださ いね。大
丈夫ですか？
G15：大丈夫。こうね、立ち上が れるよう
になったんですよ。立っていられるよ
うに・・・ リハビリではね、杖をつ
かなくては立てな かったのに、ほら、
立てるようになっ たんですよ。（杖を
使わ ずに立 てる様 子を見せ てくだ さ
9

る）
。
H15：立てるように なったんですか。一昨
日は難しかったですよね。どうして立
てるようになったと思われますか？
G16：それがあの言 葉なんですよ。キリス
ト教っていうのは何かあるね。不思議
だね。
（再び車イスに座られて話され
る）
。あの言葉を知ったら、こう、右
足に力がみなぎってきてね。立てるよ
うになったんだよ。何かあるよ。
H16：そうですね。 私も何かあるように感
じます。不思議ですね。あの言葉には、
私も感動いたしました。希望が湧いて
きますよね。
G17：希望が湧きま すよ。この前も話した
で しょ？私は雷に 当たっ て怪我 をし
ても、車にぶつかっても、今回、入院
しても、こうやって生きているじゃな
いですか。希望がありますよ。それに
死ぬのが恐くなくなったね。
H17：死ぬのが恐く なくなったんですね。
そ れ は な ぜ だ と お感 じ にな り ま す
か？
G18：3 回生まれ変 わったんですよ。まだ
ま だ死ぬなって言 われて きたよ うな
気がしますよ。 3 回ですよ。
だから、
今度、死ぬようなことがあったら、も
う、いいやって思うんですよ。だから、
死ぬのが恐くなくなったんだよ。
H18：それで、死ぬ のが恐くなくなったん
ですね。やっぱり『贈り物は、わたし
なのである』っていう言葉に出会った
からでしょうか？
G19：そうだね。あ の言葉はすごいよ。立
てるようになったんだからね。
H19：あの言葉の書 かれた紙は、どなたに
もらったんですか？
G20：なんか頭に、 こう、かぶった人（動
か せる左手でジェ スチャ ーして くだ
さる）
。
H20：あっ、それは シスターですね。この
病 院はカトリック のキリ スト教 の病

H23：私の知ってい る方には、キリスト教
の神父さんがいるんですが、ご紹介い
たしましょうか？
G24：お願いします。
H24：そうですか。 私は明後日まで、この
病院におります。今日、神父さんに都
合を聞いてみますね。神父さんにもご
都合がありますので、来れないかもし
れませんが明日、お返事いたします 。
G25：ありがとうご ざいました。またお会
いしましょう。
H25：はい。ありがとうございました。

院なんですよ。
G21：カトリックねぇ・・・。キ リスト教
ですか。いろいろ教えていただきたい
ね。もっといろんな教えがあるんじゃ
ないかと思うんですよ。
H21：キリスト教について、いろ いろお知
りになりたいんですね。
G22：ぜひ、知りたいねぇ・・・。N さん、
その うち誰 かに教え てもら いたい ね
ぇ・・・
（表情、 明るく、目が輝いて
いるように感じられる）
。
H22：この病院にいる間に知りた いと思い
ますか？
G23：できたら、知りたいねぇ・・N さん、
誰か知っている人いませんか？

▲上記訪問記録に対する ▼
スーパーヴァイザー 木澤 寛子先生からのコメント
の悟りに対する応答を H6 ですると良
かった。
「考えさせられる言葉ですね」
という H の考えでなく、
「すごい悟り
ですね。それは.K さんにとってどん
な意味なのですか」とか「それがどの
ような支えになりましたか」とか。G
さんから離れないように。 「どうお
感じになられたんですか」という質問
も良かったが、G さんが『贈り物は、
わたしなのです』をどう捉えたかが分
かりにくくなり、拡散した。
H８：でキリスト教に持っていかないで、G
７の「思い知らされた」と G８を反復
して「すごい言葉から自分自身を思い
知らされたということでしょうか」と
質問して深めたら良かった。
H10：
「
『鼻』からは正直でなければ、また、
正 直でいいんだと いうこ とを悟 られ
たのですね。わたしも同感です」など
と 反復の後で自分 の意見 を言い 添え
ると明確になる。

G１：
「この前の人でしょ」に対して H１の
応答も悪くないが 、
「憶えていてくだ
さったのですね、ありがとうございま
す」と付け加えると G 中心の会話にな
り、G を評価したことにもなる。
G２：
「今日すごいことがあったんだよ」と
すぐ核心に入って、それが G にとって
重要なことである ことを示している。
G の感動を汲んで、
「
『贈り物は、わた
しなのです』という言葉を知ったこと
が K さんにとっ てすごいことだった
のですね」と反復したら G の心情に近
い。
G３：に対して H３「その方にも 話された
くらい感動されたのですね」と返した
ほうが G 中心になる。
「その言葉を書 かれたものをお持ちです
か」は確認のために良かった。
G４：心を開き、自由な心のさまが伺える。
H４：
「そうですね」は不要。
G６：
「贈り物は『わたし』自身なんだね」
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ば「あの言葉を知ること、悟らせても
らうことによって力がみなぎって、立
てるようになったのですね。本当に不
思議なことが K さんに起こったので
すね」とか。
「希望が湧いてきますよ
ね」は誘導にならない様に、G の言葉
を待ったほうが良い。
G17：
「希望がありますよ」を２回繰り返し
て『死ぬのが恐くなくなった』に対し
て H17「希望があるから死ぬのが恐く
なくなったのですね」と確認したら、
深まったかもしれない。
G19：
「あの言葉はすごい」に対して H19 で
「 すごい力のある 言葉を いただ きま
したね」と応答したらどうだろう。
G22：
「ぜひ知りたいねえ」に H23 で対応し
たのは良かったが、この後、継続して
対 応できる病院の パスト ラルケ アに
任せるのも一つの方法である。

H12：
『鼻』も『時計』も『植木屋さん』も
『人間も物も見かけに拠らない』こと
を示 してい るとお思 いにな るので す
ね。それは『贈り物はわたし』という
言葉と重なっているのでしょうか」と
G の言葉を使って具体的に示すとより
インパクトが強く明確になりやすい。
G13：
『贈り物は私なのです』という言葉を
通して「自分は自分でよい」と悟った
のだと G 自身が 明確に表現さ れたの
は良かった。
H15：はなくても良い。
G16：K さんの『不思議だね』
『何かあるよ』
『あ の言葉 を知っ たら右足 に力が み
なぎ ってき てね、立 てるよ うにな っ
た』という圧倒的 な言葉の力の確信。
簡潔 で力強 いスピ リチュア ルな体 験
は感動的。
H16：H の考えではなく G の体験の表現に
対する応答が良いのではないか。例え

講師 國枝 欣一 先生からのコメント
す。それ程大きな体験をＧさんはしている
のだということを、この会話の中でＨはは
っき り意識し ていた かどう か知りたい と
ころです。
「贈り物は、わた しなのです。」という
言葉を、Ｈが勝手に 解釈しないで、
「この
言葉を見て、どう感じられたのですか？」
と訊いて、Ｇさんの言葉を待った（Ｈ６）
のは とてもよ いこと です。スピリチュ ア
ル・ケアでは、何時も話し手であるＧさん
が主 であり聴 き手のＨは従であること が
大切なポイントだからです。Ｇ７の答えは
Ｈに とって意 外だっ たので はないで しょ
うか。Ｈ７で「それは、どうしてですか？」
と訊いています。
「きく」には、 三種類あります。
「聞
く」
、
「聴く」
、
「訊く」です。通常私達はケ
アの場面で「聴く」 を中心に考えますが、

この 会話の神学的意味は何だ と思いま
すか？スピリチ ュアル・ ケア（ パストラ
ル・ケア）を学んでいる人でも、そのよう
なことを考えた ことがないとい う人も多
いのではないで しょうか？この 方に関し
てＨは（興奮気味に話される）と書いてい
ます。それをもっと分析的に検討するとＧ
さんの表情や話し方のスピード、声の高さ
や、張りなどを、Ｈの視覚や聴覚で受けと
った結果起こっ たＨの解 釈だろ うと思い
ます。Ｇさんは話さざるを得ない、黙って
居られないすばらし い体験をした のです。
それは、神学的には聖霊によるバプテスマ
を受けた、あるいはパウロがダマスコへの
途上経験した回心（使徒言行録 9 章、22
章、26 章）と同じことを、ここでＧさん
は経験しているのです。それがどこから分
かるのかというとＧ７，Ｇ１３，Ｇ１６で
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相手の方が自分 の表現し ている ことをよ
りはっきりさせ るお手伝 いをさ せていた
だく時に三 番目の「きく」を使います。こ
の「訊く」を使う時には自分の興味ではな
く、あくまでも相手、ここではＧさんが感
じていることを より鮮明 にする ことによ
って、Ｇさんが自分の体験していることを
より明確に意識 化することを主 眼として
いなければなりません。
Ｈは、
「 それはどうしてですか？」
（Ｈ７）
、
「どんなことがあっ たんですか？ 」
（Ｈ１
３）
、 「どうして立てるように なったと
思われますか？」
（Ｈ１５）
、
「そ れはなぜ
だとお感じになりま すか？」
（Ｈ １７）と
四回上記の「訊く」を使っています。その
ことによって話は深まり、Ｇさん自身の欲
求がはっきりしたといえるでしょう。
ただし、
「どうして」
「なぜ」という質問
は危険でもあります。なぜかというと、こ
のような質問の仕方は、時に相手方が聴き

手か ら挑戦を 受けて いるよ うに感ずる 場
合があるのです。そ れを避けるためには、
「何がそう思わせるのか」
、
「何がそう感じ
させるのか」というように「なにが」を主
語に して訊い てみる と聴き手に抵抗感 を
感じさせないで、同じ結果を得ることがで
きます。
気になる点は、Ｈの感情は動いているのか
どうかが伝わって来ないという事です。Ｇ
と空間的には一緒に いるにもかかわらず、
何か観察者のような冷静な、悪く言えば冷
たい目を感じ、
「共 に居る」という感じが
しません。Ｈ自身の感情や意図、欲求、願
望な どはどの ように動いていたのでし ょ
うか。聴き手自身の心の動きを聴き手自身
が把握していることが肝要です。ここでは
Ｇさんの体験が強烈で、それを誰かに聞い
て欲 しいとい うこと がＧさんにあった た
めに、結果としてＨが救われていたという
感じがします。

新 会 員 名 簿

Ｂ
Ｂ

敬称略

MEMBER
太田 ルエ

徳島 聡子

芹田 真理子

宇山 順子

伊藤 実希子

伊藤 典子

飯田 美穂子

荻原 敏子

MEMBER + CONTRIBUTION

萬里小路 公子(3)

田中 亮子(3)

久下沼 晃子

( ) 内単位：千円

行徳 清美(3)

久保 芙茂子(3)

ハヌス・ハンス(13)
渡邊 津江(1)
聖ドミニコ修道女会(30)
ホッフル・ グェンドリン(5)
井原 彰一(1)
久下沼 晃子(1)
鹿 児 島 一 日 研 修 会 参 加 者 (2.5)
有志 （ 33.4）
福田美樹（4）
ソ ケ イ （30）
ワ ー ク リ ー ダ ー 研 修 生 （ 7. 6）

聖母研修生（4.5）
関西ブロック（ 1）

守山順子（0 .5）

木村 秀幸(3)
三橋 理江子(1)
仙台ブロック（ 16）
仙台ブロック（ 8）
副島 勲（5）

※ 2009 年 4 月 13 日現在

特定非営利活動法人 臨床パストラル教育研究センターのホームページ は、

臨床パストラル教育研究センター
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検索

「アミターバ―無量光明―」を読んで
露木 久美子

「死んだらどうなるのだろう」
この ような疑問を持っ たこと のある人
は、少なくないのではないだろうか。そし
てその疑問は、時に恐怖や言いようもない
悲しみを私たちのなかに引き起こす。そん
なときは何か救 いにも似 た答え が欲しく
はならないだろうか 。
「アミター バ―無量
光明―」は、仏教の僧侶によって、小説と
いう媒体を通じて示された、一つの答えで
ある。
スピ リチュアルケアは 必ずし も特定の
宗教を必要としないし、ケアワーカーは必
ずしも宗教者ではない。したがって、ケア
ワーカーが「死んだらどうなるの」と患者
さんから問われた場合、ある宗教に基づい
た答えを与えるよりも、相手の気持ちや考
えていることを 引き出す ような 答えをす
るほうが良いのだろう。しかし、神父や僧
侶などの宗教者 に対して 患者さ んが同様
の問いをした場合は、違う。患者さんは敢
えて宗教者に問うているのだから、彼らは、
何らかの宗教的 な答えを 期待し ていると
考えて良いだろうと思う。その問いに著者
が、宗教者として且つ小説家として答えた
のが、
「アミターバ―無量光明―」である。
「アミターバ」の著者である玄侑宗久氏
は臨済宗の僧侶である。実際に著者の義母
が亡くなるときに、義母から「死んだらど
うなる」と問われ、その質問に対して僧侶
として十分に答えられなかった、という体
験が基になって この物語 は生ま れたと著
者は別のエッセイで記している。
物語は、死を目前に控えた著者の義母の
視点で綴られている。主人公である義母の、

13

いわ ゆる臨死 体験が著者の想像の下で 描
き出されているのだが、この義母の視点が
時空を超えて、自分の会いたいと思った人
に会い、行きたいと思った場所へ行く。そ
れが、死を迎えた後 もなおしばらく続く。
そして、自らの葬儀 で住職に「東西南北、
汝の去るに任す」と引導を渡されると、
「行
く先 は私の自 由では ないの だと自覚し て
いた。しかしそれは少しも不自由ではなく、
むしろ懐かしい気分なのだった」と、強い
光の中心へ進んでゆくのである。
「アミターバ」と は、
「光」のことのよ
うである。作中で著者は「信じるとか、疑
うって何をです？」 と義母に問われ、
「ア
ミターバ。つまり無量の光。あるいはアミ
ターユス。阿弥陀さんですよ。いいですか
お母さん、極楽浄土ってのは、なにか私ら
には 計り知れ ない存 在の意 志や思い が実
現してる場所らしいんですよ。それを疑わ
ないことです」と答える。
臨 済宗の僧 侶が書 いた小説 であるか ら
ベー スにある のは仏 教的な思想ではあ る
が、何か大いなる存在を信じるという点で
は、すべての宗教に通じるものがある。
「計
り知れない存在の意志や思い」を信じるこ
とが 私たちに とって も時に大きな救い に
なるだろうし、そのような態度をスピリチ
ュアリティと呼ぶのではないだろうか。こ
の物語は、スピリチュアルケアに直接役に
立つものではないかもしれないが、スピリ
チュアリティを涵養する題材として、十分
に読む価値のある物語だと思う 。
（玄侑宗久著「アミターバ―無量光明―」
新潮社）

がん予防のための生活習慣
慶應義塾大学看護医療学部

加藤 眞三

世界がん研究基金は 1997 年に「がんを予防するための提言」を出し、全世界に大きな
影響をあたえましたが、2007 年に 10 年ぶりの改訂がされました。最近の新しい研究成果
を詳細に吟味しそれ を採用した提 言であり、科学的な証拠に裏 付けられた信 頼性の高い
ものです。
提言には、次の 10（+1）項目があげられています。
１．体重は標準体重内でなるべく少なく維持すること。
２．毎日 30 分以上の運動をしっかりとすること。
３．糖分の多い飲料を避 け、加工食品で、砂糖が多く、食物繊維が少なく、脂肪が多い
エネルギー密度の高い食物を制限すること。
４．多種類の野菜・果物・精製度の低い穀物、豆類をとること。
５．牛肉、豚肉、ラムなど赤い肉類の摂取を制限 し、ハムやソーセージなどの加工肉は
避けること。
６．もし飲酒す るとしても、男性ではエタノー ルとして一 日平均 20-30ｇ（日本酒１ 合相
当）、女性では 10-15ｇ以内にすること。
７．塩分の多い食品や塩で加工された食品を制限すること。
８．がん予防のためにと、サプリメント類（ビタミン剤など）をとらないこと。
９．子供は母乳で育てること。
10．がん治療後に生存している人も、上記の提言が奨められる。
番外 当然、タバコはすわないこと。
これに照らし合わ せてみなさんの生活習慣はどうでしょうか。文明社会 になればな
る程、このような生活から遠ざかってしまいがちです。
がん細胞の特徴は、①自律性増殖、②浸潤と転移、③悪液質の 3 つが挙げられます。
① 身体の全ての細胞はどれも同じ遺伝子をもっているのに、正常な細胞では自分の与
えられた部位や環境でその役割を果たしおとなしくしています。それに対して、が
ん細胞は自分勝手に活動や増殖をして周囲との調和を乱すのです。
② がん細胞は、周囲にしみ出すように拡がり、身体のあちこちに飛び火します。
③ 活動が活発ながん細胞は、他の正常細胞が必要とする栄養を横取りし、さらに悪い
物質をだして、体全体を衰弱させてしまうのです。
どうでしょう。こ うしてみると、文明社会に生きる人類とは、地球にと ってがん細
胞のような存在だとは思いませんでしょうか。
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永遠の旅に出られた「川村 緑さん」と「荻野 洋一先生」にささぐ
益尾

悦子

き、ご挨拶で「母は自分のこと より私たち

川村 緑さん （３月１２日に旅立たれた）
あなたは 1997 年 6 月、未だ臨床パスト

や、周りの方々のことを思いや っていまし
た。」そ して一瞬、声をつまらせ 「本当に

ラルケア教育研修センターの発足以前、聖
テレジア 病院で研修会に参加されまし た
ね。川村さ んは静かであまり多くは語らな

すばらし い母でした。
」と仰いました。
川村 緑さんは最 後までパストラ ルケア
の使命を 果たされたのですね。おめでとう

い方のように思いました。そして 3 年 後に
はＢコースの資格認定を受けられ、あちら

ございま す。また会う日まで・・・ 。

こちらで 実際にケアに携わっておられ た
ようでした。研修に先立ってカウンセ リン

荻野 洋一

グの学びをなさっておられ、その後もいく
つかのグ ループのカウ ンセリングの学 び

先生 （3 月 4 日に旅立たれた）

イー スターカード にお見舞いの言 葉を添
えて差 し上げたお返 事に奥様からの お手紙
が届き 、先生はペー スメーカーの移植後 2
月 28 日に 退院され 3 日間をご自 宅で普通に
過ごされ 4 日目の朝早く静かに飛 ぶように
旅立たれたというお手紙を拝見して、びっく
りしてしまいま した。
なんという荻野先生らしい出立でしょうか 。
先生との お出会いは 10 年前、聖テレジア
病院に肺炎でご入院なさったとき、病棟師長
さんか ら聖マリアン ナの名誉教授で いらっ
しゃる 荻野先生がシ スターにお祈り に来て
欲しい といわれてい るのでいらして くださ
いと聖 テレジア会事 務局に伝言があ ったと
言う事で、早速伺ったことから始 まりました。
ご回復な さってお帰りの折、感謝のために
シスタ ーにお祈りを させていただ きたいと
仰り病院の小聖堂で、ご自身が聖書を朗読な
さりお祈りくだ さいました。
その後 センターの ニュースレタ ーを 差し
上げた ことがきっか けで先生はキッ ペス先
生との 出会いをとて も感謝されセン ターの
ために もその後は沢 山ご協力してく ださり
ほんとうに有難うございました。 このスピ
リチュアルケア 誌 41 号にも寄稿 して下さい
ました。
（ このころ先生は大変お辛い時期を
過ごしていらし たと拝察しました。ご 遺稿と
なったのですね。
）

をなさっ た勉強家であ り努力家でいら っ
しゃいましたね。
5 年ほ ど前しばらく ぶりで聖テレ ジア
会本部で のスーパーヴ ィジョンに参 加な
さって、川 村さんが認定を受けられた ころ
に比べ、研修グ ループ全体のレベルが 上が
ったことに感嘆 の声を揚げられましたね 。
その後認 定更新をなさ ったことを私は よ
く覚えております。
その頃でしたか 、大船駅のホームでお会
いしたときの川村さんの明るい笑顔、そし
てほんの ひと言二言の 立ち話が私の 心に
懐かしくよみがえってまいります。そ の時
私の心に 安心とよろこ びを頂き感謝し ま
した。それ が川村さんとの最後の出会 いだ
ったでしょうか？
昨年（2008 年）、病いを得られてご療 養
と伺いお 尋ねしたいと思った願いはも う
かなわなかったのでした。お葬儀に与 らせ
て頂いてテ ハン師から 手厚いケアを受 け
つつ旅立ちの準 備ができて良かったです 。
師のホミリア（説教）によれば、いつも教
会の内外でよく働かれたこと、身体が弱る
につれ魂が高められたことを伺い、ご立派
だったと思いました。ご長男は告別式のと

15

50 余年間を先天異常の 方々の医療、手術、
治療そしてその後の丁 寧なフォロー、とりわ
け心のケア にいつも心を砕か れていらっし
ゃいました。
季節ごと に頂く先生から のお手紙はご自
分の関わら れた患者さん への思いと愛で満
ちていました。そ してどのお手紙にも、「神
様から与え られたタレン トを 少しでも生か
していきたい」と書かれていました。
奥様のお話では 、ご自分は知らないうちに 、
先生に診て いただいた沢山の 方たちが自然
に遠くから、沖縄からも集まられて、お別れ
の会だけはしましたの、と仰り、先生がどれ
ほどよいケ アをなさった のかと感動し まし
た。
荻野先生 は信仰の篤いキ リスト者でい ら
して教会員として誠実に勤められ、小さいお
孫さんが、お祖父様と同じ信仰を頂きたいと
いわれたことを非常にお喜びだったことも記

憶しております。そして、 3 年前に出された
著書「病める方と同じ目の高さで 」にお書き
くださったように医師としてどれほどご自身
に対して厳しく律せられたのでしょうか。
先生に は聖書の次 の言 葉が一番ふさ わし
いように思いました。
「わたし は戦いを立派に戦い抜き、決めら
れた道 を走りとおし 、信仰を守り抜 きまし
た・・・」Ⅱテ モテ 4： 6〜７
信念のお 方、荻野先 生、天国で安 らかにお
休みくださいと は申し上げたくなく、これか
らも、先生の残されたご家族のみなさま、関
わられ た多くの患者 さんとそのご家 族を見
守り、臨床パストラル教 育研究センター、と
りわけ、日本の医療の現場にスピリチュアル
ケアが 大切だと理解 されますよう天 国でも
祈りお働きくだ さい。

研修 会感想
聖母病院
２００９年２月２３日〜２７日

科目Ⅷ：心理的、哲学 的、神学的/宗 教的人格の統合

今回が私にとって最後の研修でした。私
は２回 目の人 生の分か ち
合いを しまし たが、今 回
人生の 分かち 合いをし た
のは７ 名でし た。私の 人
生を分 かち合 っていた だ
くと共 に、他 の方達の 人
生を味 あわせ ていただ き
ました 。どれ もこれも 私
にとっ て深く 考えさせ ら
れるものでした。皆様に感謝しております。
また今回私は私 という存 在につ いて深く
思いめぐらしました。キッペス先生の適切
な助言により、私一人であったらなら、見
る勇気の持てなかった自分（自分では世界
中の人から嫌悪 されて当 然のこ の上もな
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く醜い自分と思っていたのが、ただの弱虫
の自分だった）を見つけま
した。私は傷ついて、ゆが
みを持った、円満とはほど
遠い人格の持ち主でした。
「だから何をしてもダメ、
私のす ること はすべ てが
悪」でも「円満な人格にな
るよう努力する」のでも無
く、そ のよう な人間 でも
「そのまま神に向かって歩いて行く」それ
が最後にわたしの心に残りました。キッペ
ス先生始め私達の研修のため、いろいろ努
力してくださいました方々に、本当にあり
がとうございました。
（Y.M.さん）

東京 ニコラバレ
２００９年３月１１日〜１５日

科目Ⅰ：人間関係と コミ ュニケーショ ン、傾聴

識し、同時に周りの命（存在）に対しても
尊敬の気持ちが強くなりました。又、今ま
で自分がいかに多くの事を分かったつもり、
で きて いるつ もりで いた
の かと言 う事 も思い 知ら
されました。
明確に なった 自分の 問
題とは、これからじっくり
と向き合い改善し、皆さん
か ら頂い た温 かい評 価の
言 葉に は素直 に喜び 大切
にし、これからの様々な関
係の中で生かしたいと思います。本当の言
葉を聞き、本当の姿を見て、本当の心を理
解す るために 努力す る事は私にとって 大
きな喜びです。私自身もありのままの素直
な存 在で周り の人と の関係を築いてい き
たいです。 （I.M.さん）

５日間の研修を終えて私が一番始めにし
た事は「産んでくれてありがとう」と母に
お礼を伝えた事です。
研修には「学び」「気付
き」「出逢い」多くのもの
がありました。それらを受
け取っ て何と も言え ぬ喜
びと充実感の中、命に対す
る感謝 の念が 私の中 でふ
くらみ、その思いをどうし
ても「今」伝えたい！そう
思ったからです。突然の告
白でしたが、母は「あなたの気持ちよく伝
わりましたよ、とっても嬉しいです」そう
返してくれました。言葉を受けてまた喜び
が増し、研修を通して私が得たものを分か
ち合えた気がしました。命に感謝する事で
自分という存在を価値のあるものとして認

札

幌
２００９年３月２０日〜２４日

科目Ⅰ：人間関係と コミ ュニケーショ ン、傾聴

歩に。
静かな一時と御ミサでの祈りは、私に力
（パワー）を下さっ たと感じております。
研修 生の皆さ んおひ とりお ひとりが温 か
く 受け入 れて 下さっ たこ
とは確かなのですが、この
空間がありましたので、も
し かし たらこ の５日 間を
続 けて参 加す ること がで
きたのかもしれません。達
成 感の あるこ こちよ い疲
れを感じています。
さて、これからどのよう
に応答していったらいいのか、力をいただ
いて生かされていきましょう。と心に決め
てみました。
（M.Y.さん）

初め て参加させていた だいた研修会で
もありましたので、緊張度の高いものでし
た。ロールプレイやワーク、そして宿題は
実りのある体験では あると思いま したが、
正直申しますと「もうかん
べんして！」と心の中で叫
んでいるようでした。それ
でも研 修生の 皆さん が互
いに真 摯にか かわり あう
中から（それだからこそ）
私は私 自身を しっか り見
据える ことの できる 機会
をいただいたと思います。
研修会に参加する以前の私、今現在の私
でもあるのですが、見ること（知ること）
ができたように思えたのです。これからの
歩みのステップになると信じます。
人と 人が寄り添って生 き合う ための一
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オリエンテーション参加者の感想
2009 年 3 月 8 日於：鹿児島ザビエル教会
 現在の職業の中で自分のぶち当たって
いる問題や思いをどこかに導いていた
だけるのではないかと思い受講しまし
た。自分がカウンセリングを受けている
ような、とても心穏やかな気分に なり、
思いの確認ができました。
（傾聴訓練の）
ワークは難しかったですが、楽しく、久
し振りに違う頭脳を使ったようです。
他の参加者とは、志が近いということで 、
安心感があり、充実した時間 をもつこと
となりました。 まだ不安（今後学ぶこ
と）はありますが、少しずつ進めたらと
思います。
（50 代女性）

心であるという言葉が印象的でした。看
護師は、受けてきた教育から、効果、解
決を期待してしまう事が多く、患者さん
と共に生きる大切さを見失いつつある
と感じます。
看護師が患者さんを弱くしているの
ではないかと疑問をもつこともありま
す。 看ている患者さんに本当に必要な
ことは何かをスタッフと共に考え、不必
要な薬や注射を減らし、生きる希望が持
てるようなケアを提供することができ
ればと考えます。「自分は何によって生
かされているのか」を考え、生きていこ
うと思います。 （N.H.さん）

 人間関係は手段であり、生きることが中

一日研修会

感想

★鹿児島
2009 年 3 月 7 日

重要で、根本的なことであると思いました。
（20 代女性）

スピリチュアルとはどういうことなの
か、それが人にとってどう影響しているの
かを学ぶことができた。
人は今、こうして生きていられることが
当たり前と思っており、それが障害されて
初めて当たり前でなかっ
たことに気づかされます。
病気になり、病んでいら
っしゃる方もですが、今
健康である人にもスピリ
チュアルケアを行い、理
解してもらえばいいのに
なあ、と思いました。
「スピリチュアル」とい
う言葉はまだ日常ではなかなか耳にしな
かったり、関わることが少ないものとして
感じられるけれど、実は人にとって、一番

患者さんを訪問したとき、答えをもとめ
ていた私自身がまちがいだったこと、共通
のその時間をともに過ご
すこと等、自我の出てい
た私に気付かせて下さい
ました。言葉の大切さ
も・…本当にそう思いま
した。私のライフワーク
としても、生きている目
標の為にもスピリチュア
ルということをもっと学
びたいと思います。そしてよい協力者にま
でなれたらな・・と思います。
（ O.H さん）
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心と魂の叫びに応えて
臨床パストラル教育研究センター発行
センター全国大会（2005 年、2006 年、2007
年）と臨床スピリチュアルケア研究会（2007 年）
の全講演を収録。 スピリチュアルケア 学習に最
適な書物。
−主な内容−
現代日本人のス ピリ チュアリティ（Ⅰ）・（Ⅱ）
・・・東京大学 島薗 進

精神医学の倫理 とスピリチュアリティ
・・・上野メンタルクリニック 小俣和一郎
哲学および臨床の観点からの日本人のス ピリ チュアリティ
・・・京都ノートルダム女子大学 村田久行
慢性肝臓病患者 の臨床とスピリ チュアルケア
・・・慶應義塾大学 加藤眞三
スピリチュア ルな痛みとスピリ チュア ルな健康
・・・臨床パストラル教育研究センター Ｗ．キッペス
人生の危機＝人 生の チャンス
・・・ハノーバー大学

Ｅ．シューハート

価格 1,260 円(税込)
A5 判 304 頁
ISBN: 978-4-9903670-1-5 C0010
2008 年 10 月 30 日発行

お買い得で す！！
スピリ チュアルケア に現場で携わって いる方、現在勉強中（研修中）の方、 これから勉強し ようと考
えている方、 それぞれに参考になり刺激が与え られる利用価値の高い本で す。 その上、 直販 であ
るがために 極めて お得な値段 にな っています。 座右の書に、 そして お友達に推薦する本と して、是
非とも数冊お買い求めくださ い。 2005 年とか 2006 年の全国大会？古いのではな い？と思われる
方に申し上 げます。 講演の内容 は古いどころか極めて 新鮮な もので す。ス ピリ チュアルケアに関す
る考え方は 2009 年のものが 1999 年のものより優れて いるとは必ずしも言えないのは明らかです。
スピリ チュア ルケア の研修参 考書と して も、各種の 勉強会のテキストとして もご活用 下さい。 多数
冊（10−20 冊以上）お求めの方には割引も考慮し ますので お問 い合わせくださ い。

購入申し込み先
〒158-0095 東京都世田谷区瀬田 1-28-1
TEL 03-3700-3425 / FAX 03-3700-3427
特定非営利活動法人 臨床パストラル教育研究センター
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本部事務所

本部の動向
教育部会並びに研修会関連：部会長であるキッペス理事長が研修会などで上京する時に
不定期に会合を持っている。
まず、研修科目 I および II を担当してもらうワークリ
ーダー養成研修の概 要を決定した 。既にそれに基づいた研修も開始された。 センター
が実施する各種研修 会では講師や 研修生をサポートする会員ボランティア（ コーディネ
ーターと称する）が 必須である。 コーディネーターの仕事の内容やその手 順について
ははっきり決まった ものが従来な かったので、今度その手順書 を作成した。 本誌に同
封したネットワーク 誌にも書かれ ているように、各地域ブロッ クの会員ボラ ンティアの
皆さんに是非積極的にコーディネーターとしてお手伝いいただけたらと願っている。
新しい研修課程の 制度が発足し てから約一年たつが、旧制度 との過渡期で もあり新制
度の理解に多少の混 乱が見られる 様である。そこで教育部会で少し修正（追 加・削除 ）
を加えて、新しい研 修案内を作る こととして、現在最終の段階に来ている。 遅くとも
本年 5 月初旬には「新研修案内」 が印刷され、必要な方に配布される予定である。
出版部会： スピリチュアルケア誌の編集に当たっては各号の発行の為に平均 2 回の委
員会を加藤編集委員 のところ（慶 応大信濃町キャンパス）で開 催している。 やはり一
番苦労しているのは読みごたえのある本誌の作成に必須の原稿集めである。 ですから、
委員の仕事は 2 回の会議で議論することだけではなく、あちこちに依頼の電話をしたり
手紙・メールなどを発 信している。 昨年出版した「 心と魂の 叫び５」 の販売には予想
以上に苦戦している 。 本誌の前 頁に全面広告したように、ス ピリチュアルケアに関心
のある方には「必読の書」と言っても過言ではない。 読まれた方からの評判もよくて、
中には 10 冊―20 冊と購入して下さる方もある。 センター会員の方々にはぜひ一冊は座
右の書としてお買い あげ願いたい 。 すでに一冊購入させてい る方はもう一 冊お求め下
さって、友人などに贈呈されては如何でしょうか。
全国大会：今年の全国大会は札幌での開催で北海道ブロックの方々が本部事 務所と密接
に連携をとりつつ準 備に努力され ている。 本誌の差し込みと してチラシや 申込書を同
封した。 ぜひ多くの方が参加されるようにお願いしたい。
なお、来年の第 13 回全
国大会は関西ブロックの方々がお引受け下さり、準備を開始されている。
（本稿文責：吉田 彪）

〜〜 編集後記 〜〜
本誌の発行 日が近づくころ毎回苦 労していることに紙面の割 り付け作業がある。 予定
した原稿がほぼ 集まった発行日の 2 週間ほど前、出版 部会（編集委員会）で相談する。 印
刷は本部事務所 で行うのだが、印刷機のセットの 都合上、全体を４で割れる数、20 頁 とか、
24 頁に割り付ける。 実際に配分してみるとタイトルの字 体やスペースの取り方の違 いで、
19 ページになった り 21 ペー ジになったりで、 印刷寸 前まで苦心する。 本号も 例外では
なかった。 前号はなんだかぎっしり詰めすぎて、息苦しい という印象を持った方 が多か
ったので、 本号は少しゆったりし た配分にしようとしたが皆さんの感想をお聞きしたい 。
それにして も今回は本体とは別の差し 込み印刷物が多かった。 全国大会のチラシや申 込
書など本誌 そのものと同じように重要な案内や情報が入って いるので注意して読んで欲 し
い。 本誌 の内容も寄稿して下さる方々の力作のおかげで、毎号少しずつ充実して きてい
るのではないか と編集委員会は自負している 。 本号の読 みごたえは如何なものだろ うか。
残念ながら 今までのところ皆さん の本誌各号に関する感想が 届けられてないので、 何時も
編集委員た ちの自己評価だけに頼ってしまう。 皆さんのご感想を首を長くして待って い
る。 メー ル、手紙、電話、どん な手段でも良いので是非皆 様からの感想（記事の 批判、
掲載希望記事 、全体のスタイル 、などなどについて）をお送り願いたい。 （吉田 彪 記）
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2009 年度 ３日・５日間 研修会のご案内
臨床パストラル教育研究センター
研修場所

研修期日

科目

講師名

東京・慈生会病院
鹿児島

4 月 2 9 日（水）〜 5 月 3 日（日）
5 月 2 日 （土）〜 6 日（水）

Ⅵ
Ⅰ

国枝欣一
キッペス

東京・慈生会病院
東京・聖母病院

5 月 5 日 （火）〜 9 日（土）
5 月 1 8 日（月）〜 2 2 日（金）

Ⅶ
Ⅴ

野村祐之
W・キッペス

熊本・イエズス の聖心病院
東京・サンパウロ
東京・サンパウロ

5 月 2 5 日（月）〜 2 9 日（金）
7 月 2 2 日（水）〜 2 6 日（日）
9 月 1 9 日（土）〜 2 3 日（祝水）

Ⅲ
Ⅰ

中島保寿
国枝欣一
W・キッペス

姫路・聖マリア病院
仙 台
熊本・イエズス の聖心病院
東京・聖母病院
熊本・イエズス の聖心病院

9 月 2 8 日（月）〜 10 月 2 日（金）
10 月 10 日（土）〜 12 日（月）
10 月 19 日（月）〜 23 日（金）
11 月 30 日（月）〜1 2 月 4 日（金）
12 月 7 日（月）〜 11 日（金）

Ⅲ
Ⅱ
Ⅴ
Ⅳ

東京・聖母病院
鹿児島

201 0 年 1 月 25 日（月）〜 29 日（金）
3 月 2 0 日（土）〜 2 2 日（月）

Ⅰ

聖職者

中島保壽
W・キッペス
盛 克志
W・キッペス
W・キッペス

Ⅷ
Ⅱ

W・キッペス
W・キッペス

科目Ⅰ：人間関係とコミュニケーション・傾聴、科目Ⅱ：価値観の明確化、科目Ⅲ：スピリットと スピリチュアル
科目Ⅳ：スピリチュアルな痛み、科目Ⅴ：スピリチュアルケア、科目Ⅵ：哲学的人間論
科目Ⅶ：神学的・宗教的人間論、科目Ⅷ：心理的・哲学的・神学的/宗教的人格の統合（個人の成長と成熟）

⊿ お申し込み問い合わせ先：研修事務部 TEL/FAX 0465-42-5989 田中まで

一日研修会日程
仙

台：

12・13 回

４月２５日・２６日（土・日）

＜北海道ブロック＞

鎌

倉：

13・14 回

６月 ６日・ ７日（土・日）

＜東北ブロック＞

福

岡：

1回

仙

台：

14・15 回

６月２７日（土）

６月２７日・２８日（土・日）

TEL&FAX：022-24 1- 5029 小野
＜関東・甲信越ブロック＞

TEL&FAX：042-30 4- 3272 相知

2・3 回

７月 ４日・ ５日（土・日）

＜南関東ブロック＞

京：13・14・15 回

７月１８日（土）〜２０日（月）

＜北九州ブロック＞

鹿児島：
東

★追加

TEL&FAX：011-77 4- 9835 菊地

鹿児島：

4・5 回

１０月１７日・１８日（土・日）

札

1・2 回

１０月２４日・２５日（土・日）

幌：

TEL：0466 -3 6-1498 佐々木
T EL 0 9 6 - 3 5 2 - 7 1 8 1 F AX 3 5 2 - 71 8 4 加 藤
＜南九州ブロック＞

TEL&FAX：099-24 8- 2412 松村

お申し込み問い合わせ先は各ブロック担当へお願いします。

2009 年度 オリエンテーションのご案内
研修場所

東 京
東 京
鹿児島
北海道

研修期日

備考

5 月 16 日（土） ニコラバレ（ 105）
6 月 28 日（日） ニコラバレ（ 104）
9 月 20 日（日）
11 月 1 6 日（月） 札幌

スーパーヴィジョンを各地で開催するための交通費と
必要経費を均等 に負担していただく 相 互扶助代 とし
て、参加者には １ 回 2,000 円のご負担をお願いして
います。それをプールした中から、担当者が各地に赴
く交通費がまかなわれ、遠方からの参加者の交通費
の一部が援助されます。（交通費１万円以上の方に
は相互扶助代が免除さ れます）

お申し込み問い合わせ先は各ブロック担当へお願いします。
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スーパーヴィジョン 2009 年日程
東 京 ： 原則として第 2 木曜日午後 2 時か ら場所は本部事務所、
仙 台： 9/19、2010-1/16 北海道： 4/25、11/15 岡山： 6/14,15 神戸：5/13、6/7,8/29
久留米： 毎月第４木曜日の１５：３０〜１７：３０ 希望者 場所は、久留米えーるピア

鎌 倉 ： 原則として第２月曜日午後 1 時から
聖ヨゼフ病院 ： 原則として偶数月午後２時から（日程は未定）
（いずれも参加者はブロック担当者に事前にご連絡くださ い）

担当者連絡先：
東 京： 〒158-0095 東京都世田谷区瀬田 1 -28-2 担当： 木澤 寛子
TEL 03（3700）3425

FAX 03-3700-3427 e-mail: pastraltokyo@y8.dion.jp.ne

仙 台： 〒981-1102 仙台市太白区袋原1-13-2 022-24１-5029 小野照子
岡 山： 〒701-1211 岡山市一宮 154-37 086-2 84-2148 児玉寿美子
北海道： 〒002-0856 札幌市北区屯田六条7-3-3-608 TEL/FAX 011-774-9835 菊地秀治
神 戸： 〒651-0051 神戸市中央区 神仙寺通4-7-15上春日野ﾊ ｲﾂ402 T&F 078-261 -2 820宇根節
久留米： 〒860-0079 熊本市上熊本 二丁目１１−２４ TEL 096-3 52-7181 加藤理人
鎌 倉： 〒248-0032 鎌倉市津５５０ 聖母訪 問会・モンタ ナ第２ 修道院内
TEL 0467-32 -4613
FAX 0467-3 2-4274
mail：joiegekomasuo@visitation.or.jp 担当：益尾 悦 子
聖テレジア会本部事務局（聖ヨゼフ病院）：
〒248-0033 鎌倉 市腰越 1-2 -20
TEL 0467(3 1)1360 FAX 0467(32)6330 担当：四方利栄

※ スーパーヴィジョンの詳しいことは各ブロック担当者までお問い合せください 。

フ ォローアップ研修のエニアグラムを通しての
スピリチュアルな旅ワークショップのご案内
と
き：
と こ ろ：
参加資格：

2009 年 10 月 2 日〜5 日まで
聖霊修道院マリア舘（東京都小金井市桜 町 2-1-4 3）
※ 研修生、研修中、研 修終了の方、 認定を受けた方、他
のミニストリーに携わっておられる方も若干名可能。
通いで も、泊まりで もどちらでも可
定
員： １０名まで
ファシリ テーター Ｓｒ．益 尾 悦子
＜申し込み・問い合わせ＞
〒2 48-0032 鎌倉市津５５０ 聖母訪問会・ モンタ ナ第２修道院 内 益尾まで
ＴＥＬ 0467-32- 46 13
ＦＡＸ 0467-32-427 4

出来るだけ早くお申し込みください！
お申し 込み締切： ２００９年７月末日 まで
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