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スピリチュアルな生き方
日本カトリック神学院 大山

悟

スピリチュアルとは
霊性とは

「スピリチュアル」とは「霊的」
「精神的 」
「知的」
「心理的」
「こころの」
「魂の」
「いの
ちの」などいろ いろな言葉に訳されそうであ
るが、どの言葉 にも若干の意味の違いが含ま
れるように思われ る。私なりに解釈するに 、
「霊的」とは人間の精神的、知的な力とはこ
となる、あるい はそれらを超えたニュアンス
を含む。人間の本性的能力とは違う、人間の
力を超えた 超越的な力を暗示 することばで
ある。
「精神的」と は物事を知り、識別 、判
断し、意志する などの働きをなす力として理
解される。単に「知的」といえば、感覚領域
ではなく、それ らを超えた領域を指示するこ
とばとして理解さ れる。「心理的」という言
葉は、人間が他と向き合うときに生じ る、感
情、情動、情緒などの意識状態（の理論 ）と
して理解される 。
「 こころ」という言葉は人
間の存在の 中心にあって自分 を適正に保た
せ、他者と正し く関わらせる人間本性の力で
ある。
「魂」とは生 命の原理であり、その人
を他の存在から区別し て、その人として生か
す力である。
「いの ち・生命」とは生きる力
である。
このような 短略的な説明 で理解するのは
十分ではないことはい うまでもない。ただス
ピリチュア ルという言葉に多 様な意味合い
が含まれ得 るということ だけは明らかであ
るし、それだけ豊 かな概念であると同時に 、
見方を変えれば曖昧な概念でもある。

霊性と いう概念を 一言で定義づける こと
は困難だが、確かに「霊」すなわち人間の精
神を超えた意味を含む概念である。霊的存在
は一般に神や天 使などを指示し、そして神と
の関わ りの中で人間 の精神も霊的存 在と言
われたりする 。すな わち人 間の「霊魂」や亡
くなった先祖の「霊」なども霊魂という言葉
が充てられる。また自然の草木や 生き物にも
霊がやどると考 え、その霊を精霊と呼んだり
している。

キリスト教が意味する霊性
創造の時に「主な る神は、土（アダマ）の
塵で人（アダム）を形づくり、その鼻に命の
息を吹き入れられた。人はこうして生きる者
となった。」（ 創世記 2:7）キリ スト者にと
って人 のいのちは他 を超えて特別な もので
ある。そ れは神が与えて下さるものだからで
ある。また復活したイエ スも「弟子たちに息
を吹きかけて言 われた。
『 聖霊を受け なさい。
あ な たた ち が赦 せ ば、 誰の 罪 でも 赦 され
る。』」（ ヨハネ 20.22-23）キリ スト教の
視点から言えば、このように人は神の息吹を
受けて命を得る し、同じく神の霊を受けて赦
す力、和 解の力を得て常に新しい関係に生き
る者となる。神の霊を受ける者は新しい存在
となる。見た目は変わらない同じ人間であり
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などの不正取引 などに加担すること。また自
由の追求は他人の権利とぶつかったり、ある
いは家族関係を 困難にして、結局 不自由にな
ったりする。自分の力を過信し、自分中心的
生き方で生きようとすれば、自己の人間性を
失い、他者とぶつかり、犯罪者になったりす
る。

ながら、常に新しい人となる。人間の精神は
霊によって照らさ れ強められて真理を悟り 、
善を行うものとなる 。イエスは言 う。「言っ
ておきたいことがたく さんあるが、今は分か
らないであろう。しかし、真理の霊であるそ
の方が来て、あなたたちを導き、真理のあら
ゆる面を悟らせるであ ろう」
（ヨハネ 16 .13）
霊は人の理解力を強め 真理に導く。言い換え
れば人は霊に照らされ支えられるとき、知る
ことや行動することに おいて、自分の本来の
力がさらに強めら れることになる。従って 、
キリスト教的には、霊に照らされ、支えられ 、
霊と共にある人が「霊性豊かな人 」、あるい
は「霊的な人」と呼ば れることになる。

この世界で生きるために

一般的に霊性という概念が意味すること
し かし 霊的（ sp iritual ）あ るい は霊 性
（spirituality）という言葉はキリスト 教の
みが使用する言葉では なく、もっと広い意味
で考えることができる。一般的意味で の「霊
的な生き方」あるいは「霊性ある生き 方」と
は、人間を超えた神仏の力に依（寄）って生
きる生き方。あ るいはすでに神仏のもとにあ
る霊たちに支えられて生きる生き方。あるい
は自分が今奉仕する誰もが目に見えない（超
自然的）力に包まれ、守られ、そこから力を
得て生きているという視点で、その人々に接
する生き方 などと言える のではないだ ろう
か。従って、「スピリチュアルな生き方 」と
は見えない力に支えら れた生き方、見えない
力と関わる生き方であ る。それは自力だけで
も、また逆に他 力だけでもなくその総合によ
る生き方である。人間の本性的な関係力の深
みから力を汲む生き方 である。

霊的であることの難しい時代
このよう なスピリチュ アルな生き方は現
代に生きる 私たちにどの ような意味がある
のだろうか。現 代に生きる人たちにとって神
仏を意識して生きるこ とより、経済的豊かさ 、
自由がより重要である。神仏は死ぬ時にお世
話になるだけでよい存 在である。豊かさを追
求するほど 競争が激しく なりストレスは増
す。他を越えて 豊かになることを求めるとこ
ろから、不正に手を染めること もある。賞味
期限や食品内容あるい は産地の偽表示、談合
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この競争の世 界で力を得るためには、やは
り聴く生き方が 重要である。人々 のニーズに
耳が開かれてい なければ、生き残ることはで
きない。人の助言に聴けなければ判断や行為
が偏ってし まう。
「聴く」というときには、
単に他の人に聴 くだけではなく、自分に聴く
ことも必要である。人間の心はこの世でより
よく生きて行く ために、経験している物事を
客観的 にかつ直感的 に捉えている ことが多
いからである。さらには自分の心の内奥に働
かれる神仏に聴 くことも重要である。行為の
規準と 力をそこから 得ることができ るから
である。
また過 度のストレ スの 中で自分自身 を見
失わないように すること、すなわち堅固な自
己肯定感を持つ ことも重要である。自己肯定
感は通 常は自分の存 在が他の存在に 役立っ
ているという自 己の存在の有益性、役立ち感
から得られる。このような視点だけなら能力
主義に偏ること になるが、人は能力があるか
ら生きるのではなく、生かされて生きるので
ある。そ れゆえに自分を生かす一人一人に感
謝しながら、自分の委ね られた場、役目を果
たすだけである。たとえ動けなくなり、ある
いは意 識がなくなり 植物状態になっ ても存
在していること に、あるいは存在したことに
意味がある。人間がこの世に生をうけたこと、
そのこ とに意味を見 いだせる生き方 にある
とき、人 は自己肯定感を持つことができるも
のである。
またこ の欲のせめ ぎ合 いの世界で健 全に
生きるためには 、自分を高いところに置かね
ばならない。いわばこの世界を越えた霊的次
元との関わりに 自分を置くことである。そう
することで、欲の荒波か ら抜け出し、物事を
総合的 にかつ調和の 中で見つめるこ とがで
きるし、全てを生かす力をそこに汲むことが

できる。このよ うな生き方はスピリチュアル
な生き方である。

スピリチュアルな生き方の意味
この霊的な 生き方こそが現 代の中で自分
を保たせ、かつ 他を生かしながら堅固に生き
ることを可能にするの ではないだろうか。人
間は自分一人でいきる のではなく、自分だけ
の力で生きるのでもな い。人間は他から生か
されて生きる存在 である。他の助言、支え 、
援助によって生きる存 在である。自分ひとり
で考え判断 し決断し実行する 生き方が自立
した強い生き方と 考えるかもしれない。「こ
だわり」をもち、自分の「信念」を曲げ ない
生き方が強い生き 方と考えるかも知れない 。
しかし人間 の本当の豊かさと 強さは他と共
に生きる生き方である。他と共に生きること
で他の力をも得るから である。他に聴 き、他
に自分を合わせ、他を生かし、他と共に生き
る柔和、謙遜な 生き方こそがより豊かで成熟
した精神である。 自我に固執することなく 、
この他者に聴き、他者と共に生きる生き方こ
そが霊的な生き方であ る。

人は誰もがスピリチュアルな生き方に
招かれる
先日、電車の中での出来事である。座席は
すべて埋まり、立 っている乗客も多数いた 。
停車駅から老夫婦が乗 り込んできた。老 婦人
の方は辛そうであった。それに気づいた小学
生が席を立って、 彼女に自分の席を譲った 。
老婦人とその夫は「ありがとう」と何度も言
い、その婦人は座った。少し安堵の表情であ
った。席を譲り 私の隣に立ったその小学生に 、
心の中で「おまえは偉い」と褒めた。その心
が通じたのか顔を上げ ほほえんでくれた。優
しい目の子であっ た。私は思った。「日本に
はまだ希望がある 。」暖かい気持ちで包まれ
ながら家路についた。
この小さな 子供はスピリ チュアルな生き
方を示してくれた。老夫婦に気づき、彼らの
痛みに聴き、自 分が痛 みを覚えるとして も勇
気をだして場を譲った。
「思いやり 」
「やさし
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さ」、私た ち大人が忘れ始めている人間の原
点である。この小学生にこのよう にさせた力
は何だったのだろうか。柔軟な純粋な良心だ
ったのではない か。
またこ の小学生の 親切を受け止めた 老夫
婦のあり方も霊 的あり方である。人から差し
出された行 為を無下に断るのではなく 、「有
り・難く・頂く」こと、これもまた霊的あり
方だからである 。この老夫婦が席を辞退した
とすれば、その小学生の好意は力とはならな
かった。老夫婦の自分たちの身体的状態を認
める謙虚さこそ が、この子のスピリチュアル
な行為を生かしたのである。
霊的 な生き方は全 ての人に求めら れる生
き方であり、全ての人が出来る生き方である。
特に介護者、看護者など、人への奉仕に生き
る職業 にある人たち には不可欠な生 き方で
ある。病 んだ人やその家族との関わりは容易
ではないだろう。その中で、自分を堅固にか
つ柔和、謙遜に保つこと が必要であるし、患
者とその家 族が元の姿に回復できるよ うに、
あるい は現状を受け 止めて生きるよ うに聴
きながら添うことも必要である。それは自分
の力だけでできることではない。知人 、友人、
上司、経験 者、患者とその家族、自分 自身、
そして神仏など に聴き、支えられ ながら出来
ることである。
それゆえ、繰り返しの学 びと、事柄への積
極的取り組み 、柔和・謙遜に聴 くこと、自分
を深く 見つめ自分の 内奥に働く全て を越え
た存在 を感じ取る内 観力を育むこと などが
求められる。
人は人として、人らし く生きる限り、スピ
リチュアルな生 き方をすることになるし、人
にはそのた めの基本的力が与えられて いる。
人には 人知を越えた 存在と関わる精 神力や
この世 界で生きるた めの関係力を有 するか
らである。しかしこれらの力は意識的に努力
しない限り、深まり強ま ることはない。すな
わちス ピリチュアル な生き方を身に つける
ためには、スピリチュアルな生き方を意識し
て行うように心 がけることである。

内面的な援助

「祈ること」
Ｗ・キッペス

「お地蔵さんを拝みに行った。足が（弱っ
ているから）」今年 6 月 散歩中に出会っ

は「命の源」いわば超自然の存在と関係し
てい ること／ させて もらうこととし て捉
えている。祈る人によっては祈る対象や祈
る方法が異なってい るのは当然であろう。
また祈る対象を持たず、あるいはそれを必
要とせず、もしくはそれを否定している読
者には、わたしの意見を参考としてもらえ
れば 充分であ る。信じるか信じないか は
各々が決定する課題であるからだ。

た近所の婦人のことば

「たくさんの祈 りと励ま しのお かげと感
謝いたしています。大きな力と生きる希望
をいただけました。ありがとうございまし
た」
○○病が再発したキリスト信徒でな
い方からの今年６月のはがき

祈ることとは

「昨日、電話での祈りの中で、先生の声を
耳に共に祈らせていただきました。予期し
ない問いかけに、又、皆さんと共に居させ
て頂いている時 に口から 出た自 分のこと
ばに悔いが残りました。変えることのでき
るものを変える勇気を…と祈りつつ。身体
的痛みはつき合 ってゆくものと心に決め
日々意識しています。精神的あるいは心の
痛みには真正面 から向き 合うよ うな機会
を頂いていると思います。その為には、祈
りしかないと思っています。解決できるも
のではないけれ ど祈るこ とが助 けになっ
ていると感じます。 にもかかわらず、生
きてていいのかな。私が生きることに何の
意味があるだろうか、とも思いますし、と
ても闘病の友人ではありません 」

まず、わたしは「祈り」と「祈ること」
との違いについて述べたい。
「祈り」を「こ
とば（を使う）
」と する捉え方が多いので
はないかと感じている。だがわたしは超自
然者を人格として捉え、わたしとの関係も
人格との関係であると確信している。 関
係を持たせる要素は ことばだけではなく、
まず内面的なものである心と心 、いわば真
心と真心との交流、 交際である。「共に居
る、居ようとするこ と」
、という関係はこ
とばよりも尊敬し合う心構えであり、静け
さや沈黙はその構成要素であろう。したが
って「祈ること」は関係を表現しているも
のとして使っている。
わたしは日常会話、特に病んでおられる
方と の関わり の中で のこと ばは意識し て
使うように努力している。日常の挨拶の場
合は特にそうである。わたしは幼いときか
ら親や教会でたくさんの「祈り」を覚えさ
せてもらったことに感謝しながらも、年齢
と体 験によっ てある祈りが祈れなくな っ
た。以前は一日の間によく繰り返して唱え
た祈りも制限されて、今使っているごくわ
ずかな伝統的祈りだけになっている。それ
で使 っている 祈りを できる だけ意識し て
唱えるように努力している。だが、ただ暗

〇〇病末期の方より今年６月の便り
現代人の多く にとって祈るこ とは違和
感を惹起させるらしいが、わたしにとって
祈ることは日常のこ とである。 しかし、
上述の会話や手紙からも、祈ることはそれ
ほど例外的なことではないと言えよう。こ
れから「祈ること」について考え、論じる
わたしは、それをイエス・キリストを信じ
ている者として 行うことを前も ってお断
りしておきたい。わたしにとって祈ること
4

他者のために祈る こと

記して唱えていることに気づいたとき、そ
の祈りを止めて しまうことも例 外ではな
い。
わたしにとって祈ること、つまり超越者
との関わりは人 間同士と の関わ りと同様
である。超自然者との関わり方が機械的で
あれば、人間同 士、特に 病んで おられる
方々との関わりも機械的となり、気力を起
こさせるどころか、残っている生きるエネ
ルギーさえも減少させ、無駄にさせてしま
う恐れがある。以下にわたしの実際に祈る
生活に触れてみたい。これは自己宣伝では
なく、あくまでも患者との本物の出会いに
なるヒントとして取りあげている。
わたしは朝起きて、まずベッドの前でひ
ざまずき、わたしが信じている命の源への
尊敬を表現し、わたしたち人間を見守って
もらうように願う。ちょっとした体操や洗
面をすましてか ら出来る だけ１ 時間を瞑
想にあてる。瞑想の最後には超自然者や超
自然者と共存し ていると わたし が信じて
いる数人の方〜 その中に は純粋 にスピリ
チュアルな存在いわば天使も含む〜、旅立
たれた親と兄弟、同僚や記憶に特に残って
いる方々に挨拶している。その他の日々の
食事前後の祈り、礼拝および寝床に入る前
の超自然者との 関わりについて はここ で
は触れない。
50 年ほど前から、わたしは患 者訪問を
している際に祈る習 慣を持ち続け てきた。
だが、その中には大きな変化もあった。と
いうのは祈るこ とを厳し い現実 からの逃
げ道として使っ たことに わたし が気づい
たときであった。 特に手術後、胸に砂袋
をおいた結核患 者を相手 にした ときはひ
どく辛かった。〜もし胸の傷が破れてしま
えば〜。そのとき目をつぶって「祈りまし
ょう」と言い、祈ることによって現実から
逃げてしまった。その自己防衛的逃避の習
慣に気が付いた結果、その行動を変えた。

あるとき旅立つ何年も前から「自分も死
ぬのよ」と繰り返していた 30 歳前の同僚
を訪問した。帰り際本人に「祈っていいで
すか」と聴き、わたしなりに祈った。だが
病室を出てから、わたしはその祈りについ
て反省させられ、非常に苦しんだ。という
のは ４人部屋 に入っ ている彼と同室の ３
人の 患者の宗 教の有 無について知らな か
ったため、わたしは若い同僚に「何のため
に祈って欲しいのですか」と確認する勇気
をもたなかったからである。もし、彼に「死
ぬように祈って下さい」とお願いされた場
合はどうするだろうかと。もしそう祈った
ら、その３人の患者に「キリスト教はひど
いじゃないか」と思わせることになりはし
ないかと恐れたのである。
翌日、彼を訪問したとき彼は隔離されて、
会話はできなかった。わたしはただその部
屋の前に立って、
「 昨日、本音を出して聴
いたらよかったのに」と呻いていた。
この体験によって、わたしは相手のため
に祈る前にはできるだけ「何のために祈っ
て欲しいのですか」と確認するように努め
ている。
あるとき、何の宗教ももたない〇〇病末
期の患者（Ｇ）が緊張しながらわたし（Ｈ ）
に尋ねた。
Ｇ：
「洗礼を受ける のを期待されているの
では？」
Ｈ：
「はい。でも束縛しようとは思わない。
イ エスの友 になり たいと思 うなら喜 ん
で受け入れます。
」
Ｇ：
「
（安心して）しめくくりの場所をめそ
めそしたものでなく『お先にね！』とい
う感じにしたいと思っています。また形
にとらわれないものにしたいので、無宗
教 ですが友 人とし てお祈り に来てい た
だけないでしょうか？」
Ｈ：
「喜んで！」1
1
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その会話後、さっそく患者とそのご主人
と妹さん、そしてわたしの４人は通夜と
葬儀の準備をした。その際、祈ることは
一方 通行ではなく共通 理解を 必要と す
るから、わたしの祈る方法を患者に紹介
し、
「それでよいですか」と確 認した。
患者がそれに「はい」と答えたので、通
夜と 葬儀の時はこの通 りに行 わせても
らった。

さいごに
祈 ることに 経験や 関心の ないケア ワー
カーは、患者にもし「祈って下さい」と頼
まれたら、正直に「 できない」「しない」
とい う応答の 仕方に工夫をする必要が あ
る。例えば、
「どう すればよいのでしょう
か」
「祈ることは〇 〇さんにとって何でし
ょう」
「わたしに祈 ることを教えてくださ
いませんか」
「わた しは〇〇さんのお願い
を聴いています。残念ながらわたしは祈ら
ない人です。でも祈れる仲間を探して、〇
〇さんのお願いを伝えます」というように。
単に曖昧な「はい」では不適切であり、特
に極 限状況の 中を歩む人に対して不誠 実
な態度であろう。患者との関係は真心であ
り、場合によって非常に実存的な厳しいも
のだからである。

すぐに祈ること
以前は、
「祈ってください」と頼まれて
「はい」と答えても、実際すぐそのときで
はなく、しばらく後で祈るという習慣をも
ち続けてきた。〜もちろん「はい」と言っ
たのに祈らなか ったこともたび たびあ っ
たし、今でもある〜 。
「祈って下 さい」と
頼まれたら、そのとき、その場ですぐに祈
るとよい。それでわたしは電話を通して祈
ることが多くなっている。
因みに週に一 回、40 分程度で「電話で
祈る会」を 20 年前から続けている。

現代日本社会において、ケアワーカーは
自分自身の信条・信仰や宗教の要素に対す
る本心(好き嫌い、偏見など)を意識してい
なければ、患者との一期一会のケアにはな
らないことを念頭に置くべきである。患者
が最期の時に示す無言は、患者を取り巻く
環境（臨床パストラルケアワーカー、医療
スタッフを含む）の超自然世界に対する無
知や 無関心に 対する反応であることが 例
外ではないと考えられる。

無力のとき
寝たきり、昏睡状態、無言で極限状況を
歩んでいるような方々と出会うとき、自分
の無力を実感するのは当然であろう。 わ
たしにとってそ のときに健全な 沈黙で見
守る／見守らせてもらうことは、すべてで
はないにしても、適 切なことと思 われる。
そのときにわたしが歌わせてもらい、祈る
ことができるの は患者の 為に非 常に力に
なることを体験している。これは無力な状
況からの逃避で はないこ とを言 い添えた
い。

いきている木（富永雅子さん絵）
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ある訪問から
聖母病院パストラルケア室 段坂 広子
苦しみ、もがきながらひと山ひと山を越え
た、尊い不思議な体験を共に味わわせてい
ただきました。

１０ 年目を迎えた聖母 病院パ ストラ ル
ケア室は組織の中に位置付けられ、院内中
自由にどこにで も訪問さ せてい ただいて
おります。チャプレン、２名の常勤者、３
名のボランティアで 訪問をしてお ります。
１５０床の小さい病院のためか、近隣の利
用者が多く、なじみの方々も多いのも特徴
で訪問を待って いてくださって いるよ う
に思います。
最期を迎えようとする人、孤独なお年寄
り、希薄な家族関係、生きがいを探してい
る人、などなど。入院して初めて自分と真
正面から向き合っている姿に触れ、少しで
も寄り添ってす ごしたいと思い ながらの
訪問です。

―小学校入学目前 にしてなくなられた
若い母親への訪問 ―

なにもしてあげられない。本当に可愛そ
う。何もできない。入学式に行きたかった。
かわいそうな息子。何もできない、と訪問
するたびに荒い息遣いの中、泣きながら訴
え続けられました。残り少ないいのちをは
っきり自覚し、何もしてあげられないつら
さを切実に訴え続けられました。今するこ
とがある、すぐに一緒にしましょう、と誘
導し、思い出で作りをはじめました。体力
的に無理かなと心配しましたが、一気に手
紙を書き始められました。息子の生まれた
―妊娠５ヶ月で死産された方への訪問―
ときの母の思い、父の思い。夫婦で名前を
妊娠と診断され、上の子とまったくおな
考えたこと。始めて歩いたときの親の感動、
じ環境と状況なのに喜ぶことができない。
波が怖いと大声で泣 いたこと、など。
「手
何かで心の中が ふさがれ身動き ができな
紙に書こう。これも あれも。思い出した。
い。そこから出ようともがいてもできない。 声をテープに入れよう。歌も入れよう、ま
上の子のように 喜ぼうと思って も喜べな
た思い出した」と。酸素吸入しながら、手
い自分。苦しくてもがいた。皆に言っても
を休 ませてい るのが惜しいように書き 続
相手にされない。苦しかった。１９週に入
けられます。主人に 言ったの、「字が読め
って「死産です」といわれて「やっぱりそ
るようになったら息子に渡して」と、美し
うか」と、悲しくもなかった。きっと自然
い封筒に入れて見せてくださいました。そ
に陣痛が来て、明け方光がさす時生まれる、 れからの訪問は、いつも笑顔で息子さんと
と何となく思っていたら、全くそのとおり
の楽しい話をしてくださいました。息子さ
になった。赤ちゃんは光がさした中を、天
んの 小学校入 学一週 間前に静かに息を 引
使がつれて逝ったと感じたその瞬間、幸せ
きとられたのでした。
いっぱいになった。どうしてこんな気持ち
になったのか、悲しむのが当然なのに、こ
こ のような さまざ まな訪問 での出会 い
んなわたしおかしい ですか。苦し いです。
を通して、多くの叫びを聴かせていただき
赤ちゃんのために泣きたい、と訴えてこら
ひと りひとり が変え られて ゆくいの ちの
れました。その人しか分らないスピリチュ
不思議さ、尊さに触 れ、
「聴かせて頂き、
アルペイン。
「おなかの中の赤ち ゃんと一
ありがとう」と感謝している毎日の訪問で
緒に苦しんだのですね、生まれるまで。だ
す。
から幸せな気持 ちを味わ わせて くれたの
ですね」と、号泣されました。
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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
＜G が癌である と解り動けなくなったのはこの会話の１カ月前。急激な痛
みの緩和のために一度 ホスピスへ入院。本人は、絶えず前向きに治る事を話
されていた。その後、放射線照射の為に転院するが、治療の効果はなく再度
ホスピスへ。この会話の少し前から状態が悪くなっていた。＞

1H：
「最近、ゆっくりお会いできなかったので、会いに来ました」
1G：
「ああ、ありがとう。
・・・」
2H：
「どうですか？ お気持ちの方は？」
2G：
「・・・こうして、あの空を見て、一日を始めているんです。
」
3H：
「あの空を・・・＜一緒にしばらく青空を見ている＞・・・沈黙・・」
3G：
「 朝になり、こうして、空を見てい ると、
『ああ、今日も生かされて いるんだな、
神様ありがとう、
』っていう気持ちになるのよ。」
4H：
「神様に生かされているって感じになれる」
4G：
「そうなのよ・・・あの青い空を見るのが、いいのよね。」
5H：
「○○さんらしいですね。前向きに捕らえようとされるんですね」
5G：
「そうかしら・・・私ね、前とは変わってきたのよ。
」
6H：
「変わったとは？」
6G：
「 わたしはね、自分ひとりじゃない んだなって。私だけでなくて、 周りの人もい
て、その人たちのためにも頑張らなければって思うように なったの。 主人もいる
し、子供達もいるから、みんなのために頑張らなければって思うの。息子だって、
『お母さん、一日でも長く生きていてくれたらいいから。 それだけで いいから』
って話してくれるのよ・・・」
7H：
「それを聞いて、どう思われます？」
7G：
「それは嬉しいわ、頑張らなければって思うね。」
8H：
「自分だけでなくて、家族の為にも頑張ろうとするんですね。とても 凄いことだ
と思います」
8G：
「 そうでもないけどね。でも、ここ の人たちにもほんと世話になっ てしまって、
こんなうれしいことはなくてね。昨日だって、シャワーに 入れて、そ れにボラン
ティアさんに髪を切ってもらえて、こんな嬉しいことはな い・・・、 ほんと嬉し
かったのよ。それで、昨日は 夜中にいろいろ考えていて、 涙が出てき て・・・一
人で泣いていたの・・涙・・・。」
9H：
「嬉しくて、泣いていた」
9G：
「 そうなのよ・・・。ほんとこうし ていろんな人に助けられている んだなって思
8

うと、嬉しくてね・・・。
」
10H：
「周りに、いろんな助けてくれる人がいて良かったですね」
10G：
「そう。
・・・ここに入院できるようになれたのが一番良かったのかもしれない。
ここの先生に救われたんだと思います。ここの先生に出会 わなかった ら、どうな
っていたか・・・」
11H：
「良かったね、先生に出会えて。○○さんも、ここに入れるように頑張れたしね」
11G：
「そうね、
前の病院に移ってからも、
ここに入院できるだろうか思っていたのを、
先生が入院させてくれて、本当に感謝ですわ。先生に救わ れた・・・ 。夜になる
と、先生を思い出して手を合わせているんですよ・・・。
」
12H：
「良かったね、
・・・その先生にも出会わせてくれたのも神様のお陰でしょうか」
12G：
「そうかもしれない。」
13H：
「神様という、いい味方がついてよかったですね」
13G：
「ほんと・・・。でもね、人間欲張りでね、もっともっと出来るようになりたい
って、もっと生きていたいって思うようになってくるもん だね・・。 欲張りだろ
うか？」
14H：
「大事なことを願っているから、いい欲張りだと思いますよ」
14G：
「そうね、人間、やっぱり欲張りだろうね。
・・・涙・・・なんだか、最近は涙
がいっぱい出てきて・・。
」
15H：
「
（H にも涙）
・・・いっぱい、溜まっているんでしょうね」
15G：
「・・・私ね、他にもお願いがあるのよね。私のような人が、全国にもいっぱい
居るんだと思うけど、そういう人が、ここの先生にかかれ るようにって、願うの
よね。そうできたらいいなって思って」
16H：
「自分と同じような状態の人が、先生に会って救われるようにと願うのですか？」
16G：
「そうなのよ。それが出来たら、その人たちも救われると思うのよね。」
17H：
「自分もしんどいけど 、自分と同じような人の事まで心配されのは、とても尊い
ことですね。それくらい、自分が救われたっていう思いがあるんですね。
」
17G：
「そうなのよね。そ れくらい、救われたよ。
・・・ほんと、ここの人たちは、優
しい人ばかりで、どんなに癒されているか・・・。
」
18H：
「良かったですね、いいところに来れて」
18G：
「ほんと・・・・」
19H：
「
（G の視線が H から外れて廊下に行くのを感じる）・・周りの人への思いと、
感謝が、これからの力になるといいですね。
」
19G：
「そうなの、これからもよろしくね。
」

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

▲訪問記録に対する講師の方々からのコメント
講師 中島 保壽 先生からのコメント
起こしているのです。４Ｈ、５Ｈで、ゲス
トをリードされて行きますが、それは、私
たちの専門分野から離れていくように思
われます。もし、「先生が治して下さる」
という確信が崩れるなら、１１Ｈや、１２
Ｈの喜びや感謝の言葉は、スピリチュアル
ケア・ワーカーへの不信になるかも知れま
せん。既に、６Ｇで、「一日でも長く生き
る」とか、１３Ｇの、「もっと生きていた
いって思うようになってくる」には、死ぬ
かも知れないと言う予感が見え隠れして
いるように思われます。
名医と評判のある先生から、「治らない
患者は診ないんだ」と聞いて、私は、名医
でなくても、最後まで共にいてくれる医師
に出会いたいと願った事でした。ゲストは、
治癒 させて下 さる名 医に出会えたこと よ
りも、スピリチュアルケア・ワーカーのあ
なたに逢えたことを喜ぶべきなのです。あ
なたが存在の根源を指さし、生きるにも死
ぬに も意味の あるこ とを学ばせてくれ た
と、あなたに感謝し、その出会いに不思議
を見る事です。その時に、ゲストの生き方
が、過去に赦しを見出し、人生の目的を見
出し、現在の意味を見出すことが出来るで
しょう。１２Ｈや、１３Ｈで神様へ視線を
向けるアドバイスがありますが、神様への
不信を招き、迷信に導く危険も含まれてい
る事です。また、１９Ｈで、Ｇの視線がＨ
から外れたそうですが、私は、ゲストが満
足していないからだと思いました。ゲスト
は、いま、自分の為すべき事を見出す時に、
感謝と力が出るのです。

私たちはスピリチュアルケアの専門職
を目指しています。スピリチュアルケアで
は、過去の課題（後悔）と、未来の課題（目
的や意味）、そして、現在の課題（決断）
が扱われます。それが私たちの専門分野で
す。しかし、現実は、治療にマイナス効果
を起こさないようにと、無難にチームの中
に置かれています。求められるとしても、
治療のためにゲストの精神的ケアをする
事が期待されるのでしょう。それは、まだ、
他の専門職スタッフに、スピリチュアルケ
アの分野が理解されていないからだと思
われます。
ゲストは、治療の効果がなく、状態が悪
くなっていたそうです。しかし、１０Ｇ、
１１Ｇで、「先生」に出会い、救われると
思うようになっています。救われるとは、
治癒することだと思われます。ゲストの価
値観は、長く生きることで、主人や子供た
ちのためにも、頑張るのだと言います。そ
して、自分が頑張れば、治癒するのだと考
えるのでしょう。
いま、私たちに求められているのは、ゲ
ストが治癒の目的や、いま為すべき事を見
出す援助が必要です。ホストの独自性を失
っては、そこで、いま、その方へ遣わされ
たホストの意味や、出会いのチャンス、使
命を果たせない事になります。
２Ｈで、ゲストの「お気持ち」を聞いて、
一緒に青空を見ました。不安なゲストに深
い慰めが与えられたと思います。それは、
１Ｈや２Ｈの言葉の問題ではなく、ホスト
が遣わされて、ゲストの傍らに立った事が
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講師 盛

克志 先生からのコメント

1H：それまでの関わりの度合によ ってＧ
に対 するＨ の訪問の 初めの 言葉は 違
ってくると思うが、一般的には たと
えば、「・・・・ ・ 訪ねてきたので
すよ。」とか言葉 をいろいろ工夫して
入室することも大切である。
2H：ここでどうして気持ちに焦点 を合わ
せよ うとし たのだろ うか？ この よ
うな質問は、
「閉ざされた質問（closed
question）
」であり、気持ちだ けを聞
きがちになる。 たとえば、「今日は
如何ですか？」と質問をしたら「開か
れた質問（open question）になりや
すく Ｇの今 のそのま まを聴 くこと が
できたのではなかろうか？
3H：このＨの言葉と沈黙は良かっ た。し
ばらく青空を見る、これこそ共存の姿
であり、沈黙も強力な行動である。
4H：いわゆるＧの言葉を そのまま 使い、
Ｇの 思いを そのま ま言い直 してい る
ことは良いと思う。
5H：Ｈはここで早急にＧ に対して 価値判
断をしてはいけない、ここでは 例え
ば「今は、あの青い空を見るのが、好
きなのですね・・・」などとＧの思い
を受けとめ、しばしの間を共有するこ
とのほうが大切である。
6H：Ｈが前の会話で価値判断をし たので
Ｇは それに 対して自 分の今 の思い を
告げたので、前会話から少しテーマが
変わってきた。Ｈはストレートな質問
をしているが、質問するよりは「以前
と変わって来たのですか・・・・」と
相槌 を打ち ながらＧ に少し 時間を 与
えたほうがいいのではなかろうか？
7H：Ｈのこの言葉はどうであろうか？も
う少し、Ｇの気持ちに寄り添うことが
大切でなかろうか？ Ｇは「自分はひ
とりじゃないんだな」と言うその思い
にどのように力づけられているか。そ
のこ とをお 互い深め 合うこ とがス ピ

リ チュアルな出会 いにな るので はな
かろうか。
8H：ここでも 前半のＨの言葉は良かっ
たのであるが後半には、Ｈの価値判断
が出てしまっている、そうではなくも
う 少 し Ｇ 主 体 に なれ な いの だ ろ う
か？
9H：ここは良い、Ｇにしっかり寄り添っ
ている。
10H：Ｇが「嬉しくてね・・・」と言って
いるので「良かったですね」というの
ではなく、その嬉しいという言葉をも
う すこし受けとめ てみる 言葉を 探し
てもいいのではなかろうか？
11H：Ｇの努力もしっかり認めている言葉
は良い。
12H：Ｇはここで、スピリチュアルなキー
ワードを提供している。「感謝」
・
「救
われた」
・
「手を合わせている」 それ
に対して、Ｈの最初の言葉「良かった
ね。
」ではなくて、工夫する言葉があ
るのではなかろうか。この紙面を読ん
で いる皆さんも誰 から答 えをも らう
のではく、このＧの言葉に対してＨは
ど うのような言葉 を続け たらい いの
か よ〜く考えてみ ては如 何であ ろう
か・・・スピリチュアルな出会いにな
るために・・・答えは無尽蔵である 。
13H：Ｈは自ら「神様」という言葉を使っ
て Ｇの思いをまと めよう とする 思い
が見え隠れしている、これでいいので
あ ろうか？もうす こしＧ の言葉 に聴
き 入って見てはど うであ ろうか ？そ
うすることになれば、ここで「神様」
と いう言葉は出な いので ないだ ろう
か？
14H：ＧはＨに対して言葉は問いの形を取
っ てはいるが自問 自答し ている とも
取れる。Ｈはそのことをしっかり受け
止めて評価している。
15H：Ｈも共に涙を流せたのは良かったと
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思うし、
「・・・ いっぱい、溜まって
いるんでしょうね」という言葉にＨら
しさが出ていて良い。
16H：ここはいいＨの表現ではなかろうか。
17H：Ｇの思いをまとめているので良い。
18H：この言葉もいいのだが、例えば Ｇ
の言葉を受けて、「Ｇさんはここの人
たちが、優しい人々で、その人たちか
ら 癒し を いた だ いて い るの で す
ね・・・」とも言い換える可能性はな
かろうか？
19H：よいまとめの言葉になっていると思
う。
まとめ
スピ リチュアルな出会いにな るために
は、スムーズな会話を求めるのではなくＧ
にしっかり寄り添うことである。Ｇはかな
りの自己一致がみられ、混乱は会話からは

見られない。そのようなＧに対してＨは多
くの スピリチ ュアルな出会いのチャン ス
があったが、Ｈの価値判断が先行してしま
った場面は惜しかった。そして、会話の中
に多くのスピリチュアルなキーワード（た
とえば、青い空、神様、
前と変わってきた、
自分ひとりじゃないんだな、感謝、救われ
た、神様のお陰、など）があるのでＨをそ
れを よく汲み 取って寄り添うことが今 後
の課題になるであろう。Ｇは会話の中で涙
している場面があるが、その涙をどのよう
に受 け止めて いった らいい のかは私た ち
学ぶ ものすべ ての人へのチャンレンジ で
はなかろうか。今後、ＨはＧの最後の言葉、
「そうなの、これか らもよろしくね。
」と
いう 言葉の奥 深さに寄り添えたらよい と
思う。

映画レポート「闇の子供たち」
津島 康司
イの NGO にボランティアとして参加して
いる女性、この二人の日本人の目を通して
深刻な問題を投げかける映画です。
日 本では脳 死をど う判定す るかで問 題
になっていますが、タイでは生きたまま臓
器を移植されたり、売春をさせられエイズ
にか かるとご み袋で捨てられる子供た ち
の現実が赤裸々に描かれています。
現 実を見た いと日 本からタ イにやっ て
きたボランティアの女性が「なぜ日本でボ
ランティア活動をやらないのか」とタイの
ボラ ンティア に尋ね られて言葉に詰ま る
カットが印象に残りました。
正直、楽しい映画ではありませんが、考
えさせられる映画です。

昨年 夏に公開された映 画なの でレンタ
ルでご覧いただければよいかと思います。
私が気になって いたこと を改め て考えさ
せられる映画でした。気になっていたこと
とは「可愛そう」という気持ちの中に相手
を見下す姿勢が あっては ならな いとい う
ことです。
労働組合の役員をやっていたので、様々
な人から相談を 受けることがあ りまし た
が「謙虚に耳を傾けているか」いつも自身
に問うよう努めていました。
さて、つい最近脳死状態になった人の臓
器を移 植するた めの四つ の法案 が示さ れ
議論となりました。
「闇の子供たち」はタイで、人身売買で
取引される子供 たちの実 態を追 うジャー
ナリストと子供 たちを救 う活動 を行うタ
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２００９年 ５月期 認定者
臨床パストラ ル・ カウンセラーコー ス認定者は 下記の２名です。

富永 雅子 様

内田 英子 様

スピリチュアルケアの勉強室 ３

ケ ア

と は
Ｗ・キッペス

《care ケア》の語源はラテン語の《garrire》おしゃべり・ぺちゃぺちゃとしゃべる・
無駄話をする意である。
《garrire》は発音からなっている言い 方で分かるこ とばでもあ
る（
（ぺちゃぺちゃのような）Schallwort）
。
《care ケア》の意味は悲痛・悲嘆・心配事・
苦労；関心・配慮・注意；世話・保護・管理・監督；関心事・責任・用事である。 1
《ケア》は現代社会のさまざまなところや意味に使われている。例えば、
《デイケア》
《ケアハウス》
《ケアマネージャー》
《ケアネット》
《カーケア》など。臨床パストラルケ
アで使用される《ケ ア》の意味は 次にように捉えている。内面 的な援助を必 要とする人
（以下Ｇ＝ guest）の必要に応じ、必要とするときに提供する行為である。このケアは四
つの要素を基本とする。即ち、
・内面的＝心・霊・魂の援助 （ ケアワーカー（以下Ｈ＝host ）はそのため に特に心理
的（精神的）
・社会的と内面的な事柄を区別できること、および最小限度の内面的な自
己体験は不可欠条件である）
・必要とするＧ （身体的、心理的な援助だけを必要とするＧは対象ではない）
・必要とする時 （ 必要とするＧ とＨ自身だけの都合ではない、よいバラン スを計るこ
と）
・必要に応じた提供 （Ｈは特に 過剰な援助や依存関係になら ないように注 意する。Ｇ
が自己管理できることを尊重する。Ｇは最終的に自分独りで旅立つに違いない こと）。
ケアの基本的な心構えとして次の理念を参考にされるとよい。
「ケアワーカーであ るわたしは自 分自身のために責任をもち、 他者のことを 気遣いなが
らも、他者の自律を制限せず、助け主にならないことが第一原則である。
」2
1 ウァルデマール・キッペス「スピリチュアルケア」サンパウロ
2 シュトゥットガルトホスピスのスタッフ理念より
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脳死に対する自分の意思表明の重要性について；
臓器移植法案の改定にあたって

慶應義塾大学看護医療学部 加藤 眞三
年 6 月に衆議院にて臓器移植法案の
改定が審議され、 「脳死を一律に人の
死」とするＡ案が 賛成多数で通過 しました。
年齢制限も撤廃されようとしています。
現在施行されている「臓器移植に関する法
律」（平成 9 年施行）は、「臓器提供を希望す
るものに限って脳死を人の死とする」という特
例的な条件の もとに脳死を判定とし、臓器を
提供することが認められています。このような
条件がつけられたの は、当時「脳死を人の死
とするか否か」について意見が大きく分かれ、
国民的合意に達しえなかったからでした。
しかし、法施行後も 12 年が経っても脳死・
臓器移植は約 80 例と社会に広がらず、わが
国では臓器移植ができないからと海外へ渡
航し臓器移植を受ける例が少なからずあり
ます。ところが、その海外でも移植臓器は不
足気味であり、国際的にも臓器移植を外国
で行うことを自粛するようにとの勧告が出さ
れようとしているのです。こうした中、衆議院
で、「臓器移植法改正案」（通称Ａ案）が採決
され、審議は参議院へ移 りました。改正案が、
参議院で採決され法制化されると、現行法
の基本理念から大きく逸脱します。
私はＡ案が参議院で通過することを次の
ような理由で反対します。
まず第 1 に、今までは本人の意思表示が
なければ脳死の判定は行われませんでした
が、これからは両親などの親族の了承でよく
なるからです。つまり、本人の意思表示がな
いときに、両親に脳死臓器移植の有用性が
話され、決断が迫られます。脳死となる人の
多くは、その日まで元気に過ごしていた若者

本
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です。交通事故やくも膜下出血などのために
突然重篤な状態になり救急病院へ運び込ま
れた若者のご両親にこのようなことがいきな
り迫られる医療現場を想像 してください。人
工呼吸器はついているとは いえ、心臓が動
き、血圧も保たれている子供を前に、ご両親
は心理状態は混乱の極みにあることでしょう。
必要なのはスピリチュアルケアであって、「愛
ある行為として臓器提供の決断を迫られる」
ことではありません。スピリチュアルケアを志
すものであるなら、その様子は容易に想像
がつくのではないかと思います
第 2 に、このような形で決断したとしても、
その後冷静となった時に、後悔や自責の念
にさいなまれるかもしれ ません。脳死の判定
基準が完璧なものではないからです。脳死
の判定基準には原理的な問題と運用面での
問題の二つがあります。
原理的な問題点の一つは、機能の判定検
査をいくら増やしたり丁寧におこなったとして
も、全脳の機能の不可逆的な喪失は判定で
きないことです。そのために脳死判定では、6
時間後 に再判定をするという項目があるの
ですが、これは経験的なものであり、機能の
喪失が不可逆的である可能性が高いことを
意味するだけです。そして、今回年齢の制限
が撤廃されようとしていますが、小児におい
てはその不可逆性がさらに曖昧になるので
す。そして、小児において何時間後の判定で
確実性が増すのかの科学的な根拠も貧弱な
ままに、24 時間後、48 時間後などという数
字で進められようとしているのです。実際、何
年もの長期間にわたって脳死状態といわれ

人から人工呼吸器をはずして低酸素にして
みるという、死に向かっての最後の一押しを
しているような行為です。麻酔薬が深くかか
れば、脳死と全く同じ状態を引き落とすこと
ができるため、鎮静剤や麻酔薬がかかって
いれば脳死の判定はしてはいけないはずな
のですが、実際にはわが国では高値の１例
目から麻酔薬がかかっていることが明 らかと
なりました。

て生きている子供がいることはマスコミでも
報じられているとおりです。
脳死は直腸温が 32 度以下の時には判定
すべきではないとされていますが、ここにも
一つの問題があります。体温の恒常性が保
たれているのは脳の機能が生きているから
であり、脳の機能がなくなり体温が低下する
と脳死は判定できなくなるのです。そもそも
本当に全ての脳機能が廃絶すれば血圧も低
下するはずなのです。
昏睡且つ無呼吸である 500 人以上の患
者（神経病理学的症状関連の検死体 146 体
を含む）についての研究から、心臓死の前に
どのような基準を組み合わせて脳死を診断
しても、びまん性に脳が破壊されていると常
に証明するのは不可能であることを示した報
告もなされているのです。
脳死判定には運用面での問題も数多くあ
ります。一つは、米国の旅行中に脳死と判定
された人がわが国に帰ってきてその後意識
をすっかりと戻すことができた例があること。
あるいは脳死と判定されて運び込まれてき
た患者が実は人工呼吸器をはずすと自発呼
吸があったなどという、ずさんな判定が米国
では日常でなされてしまっているのです。米
国では、「3 分の 1 の医師と看護師が、脳死
患者は本当に死んでいるとは信じてい ないこ
とを示す調査があるが、患者は永久に意識
がない且つ/若しくは死に瀕しているため、医
師と看護師はそのような患者からの臓器を
摘出することに違和感を感じていない。換言
すると、患者が本当に死んでいると信じてい
るからというよりもむしろ患者にとって無害で
あるとか同意があるといったことを理由に、
既に多くの臨床医達は自分たちの行為を正
当化しているように見える。」という意識で行
われている結果のことなのです。
このように脳死判定のためには無呼吸試
験が必要ですが、それは瀕死に面している

第 3 の理由は、Ａ案が通り脳死が人の死
であると認識されると、脳死状態となった患
者さんが医療の現場でいる場所を失うことは
必定だからです。その様な時に治療の継続
を望んでも本人や家族の意志に反して治療
を打ち切られるという可能性は高くなることで
しょう。死んでいる人に医療を継続できるほ
ど、医療の現場には余裕はないからです。脳
死を死と受け入れていない人は変わり者の
困った人として医療の現場で扱われるように
なることでしょう。
以上述べたように、原理的にも運用面でも
様々な問題を抱えているＡ案が法律として通
れば、日本の社会に大きな禍根を残す結果
になるでしょう。
私は以上の理由で反対を表明します。そして、
皆様 にも脳死について、ご自 分の確かな意
見をお 持ちになることをお奨め します。 Ａ案
が通れ ば全ての国民は今までの ように脳死
に無 関心であったり、避 けて通ることはでき
なくなります。自分の意志を明らか にしておく
ことが望まれるのです。意思表 示カードには
私は臓 器を提供しません という項目 もあ り、
脳死臓器移植に反対であるならばそれが本
人のできる意思表示の手段となるからです。
意思表示カードや運転免許や保険証に意思
表示をする項目がつけられることはＡ案が通
れば、あるいはそっと片 付けられてしまうの
かもしれませんが。
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研修 会感想
慈生会病院

２００９年４月２９日〜５月３日

にも雰 囲気にも患者 さんの前で出て しまっ
ていたに違 いないと．
．．。 どんな 仕事でも
同様だが、仕事とプライベートはきっちり区
別しなければ行 けないのは当然であるし、患
者さんの前では、自分の体調や家庭の事情が
どうであろうと『全身全霊で患者さんの声に
耳を、心を傾けなければ ならない』はずであ
る。私は今回の研修で『自己の人生の意義及
び目標と使命が 偽物であったこと』を確認し
た。まだ まだほんものには程遠いレベルにあ
ることを認識さ せられた。どんな理由があれ、
患者さ んとの出会い は神聖なもので あるべ
きだと思うし、患者さん主体の訪問がなされ、
患者が「問題を生き る」
「問題と生きる」
「問
題 を生かす」ため の支援者
と してス ピリ チュア ルケ
ア ・ワーカーが存 在するの
で ある。私は、そ うあるた
め 訪問前には自分 の健康管
理 を徹底して、体 調を良好
に 保ち、ゆとりを もって訪
問 することが必須 であると
感 じる。
（Ｎ．Ｓ．
）

＜科目Ⅵ：：哲学的 人間論＞
今回の研修の「ねらい」は『自己の人生の
意義及び目標と使命が 、ほんものか偽物 であ
るかが試される機会で あり、ほんものか偽物
かをきちんと（再）確認すること』であった。
研修前から 体調不良を自覚し ていた私にと
って、案の定、今回の研修は厳しいものとな
った。ある研修生 のメンバーが尋ねた。「訪
問記録を作 成するのに時間が かかってしま
い、今日は大変 疲れた状態で患者訪問を行っ
てしまいました。このような状態で訪問して
疲れた顔を 患者さんに見せて もよろしいで
しょうか？」 質問を受けたスーパーバ イザ
ーは答えた。「もし患者さん
があなただったら、そんな顔
をみ て励 まさ れま すか ？ど
んな 顔が 見た いで すか ？」
この 一問 一答 の状況 を 聞い
た私は「ハッと」思った。私
は今 回の 研修 でどん な 顔を
し て 入 室 し て いた だ ろう
か？ たぶ ん体 調の悪 さ が顔

鹿児島

２００９年５月２日〜６日

＜科目Ⅰ：人間関係とコミュニケーション、 傾聴＞

す」フィ ードバックする状態がコミュニケー
ションとなり、正しく相 手と向き合い、真心
をこめたやりと り（言葉、視線、態度）も含
めた関 係が健全なコ ミュニケーシ ョンとな
ると感じていま す。また、言葉コミュニケー
ションにとって 大切な事「正しい言葉を使う
事」この事を知り、日常使ってい る言葉に気
を付けよう、そしてそれが行動に対しても表
れると知り、新 たな発見がありました。
参加する たびに感じている事ですが、日々
自分自身がこの 研修の中で「新しく」なって
いると思え ました。私は生きていると 感じ、
それを意識する事で私の存在を感じた。
パスト ラルケアにつ いて学びに参加 したの
ですが、自分自身につい て、知らない事ばか

人間関係 とは良いコミュ ニケーショ ンを
持ち、健全な関 係にならなければ本当の意味
を持たず良 いコミュニケ ーションを築く必
要な「心構え」として傾聴、すなわち「積極
的な傾聴」から始まらなければ ならない。こ
の様にまず、聴き「相手を受けとり」その事
を態度、言葉など私自身を通して「相手へ返
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りで、自分で自 分のことを考えれば考える程 、
自分が自分になってい くと感じ、これが「自
分を生きる」事なのかなと、少し入口に入っ
たと思います。初めにキッペス先生がおっし
ゃった「ほんものの顔がほしい」という 言葉
に少しずつですが 、近づけるのではないか 、
この経験を通して、私は成長していけるので

はないかと、その事によってゲストの方に向
き合う事ができ るのではないかと、今回の研
修で感じた、私 の感想です。
研修に 参加された方 々の真剣な姿勢 が私の
力となりました 。本当にありがと うございま
した。
（Ｍ．Ｓ．
）

聖母病院

２００９年５月１８日〜２２日

話が深まらなか ったと、検討会で指摘された。
この課題が明確になったことは、今回大変有
意義であった。
実際、この後の患者訪問で、患者さ んと心
が触れ合った体 験をした。患者さん と話して
いて私が涙してしまった時があった。しかし、
悲しくて涙が出 たのではない。患者さんの人
生を思ったら「あなたは本当によいお子さん
や お 孫さ ん を残 し まし た
ね」と伝えたくな って、そ
れ を 言お う と し た ら胸 に
こみ上げるもの があり、涙
が 出 てき て 喉が 詰 まっ て
声が出なくなっ た。しかし
「相手に伝える 」と いうの
をなんとかやっ たら、患者
さんも感激しな がら「あり
がとう」と答えて くれ、力
強く手を握って くれた。
研修を 受けるたびに 自分の課題が出 てくる
のはつらい気持ちもあるが、自分の成長にな
るので 一つ一つ課題 と向き合ってい きたい
と思う。
（Ｆ．Ｔ．
）

＜科目Ⅴ：スピリチュアルケア＞
今回の病院実習は２回 目であるので、前回
明らかにな った自分の課題を 少しでも解決
したいと思いながら臨 んだのであるが、結果
的にはさらに新たな課 題が明らかになり、有
意義な研となった。前回からの課題は「自分
の頭の中の考えと会話していて、相手と一緒
にいない」というものであ
った。今回も自分と会話す
る の が な くな っ た わけで
はない。しかし、今回は記
録検討会の時ではなく、相
手 と 話 し てい る最 中に自
分 の 頭 の 中の考え と会話
し て い る こと に気 づくこ
ともあったので、少しは改
善されたといえる。
今回はさらに「 感受性を働かせて相手をポ
ジティブに評価し 、相手に伝える」という自
分の課題が明らかにな った。相手の話を聞い
ているのだが、そこにスピリチュアルな要素
が含まれているのに気 づかず、もしくは気 づ
いていても相手にそれ を伝えず、そのため会

一日研修会

感想

★仙 台
2009 年 4 月 2 5 日・26 日

心 が向きがちで あるが 、こ
の 研修では、む しろ、 自分
自 身と向き合う ことを 大切
に しているよう に感じま し
た。大事なことだと思います。

「学ぶ姿勢」をとり続
けるこ との必 要性を 深
く実感しました。専門家
の研修では、
「クライア

ントに 対して どうあ る
べきか」ということに関

（男性 臨床心理士）

17

新 会 員 名 簿

Ｂ
Ｂ

敬称略

MEMBER
福田 誠二

村松 由美子

露木 久美子

藤原 昭

高橋 佳代子

MEMBER + CONTRIBUTION

岩根 康子

吉永 初喜

( ) 内単位：千円

児玉 寿美子(7 )

坂元 美根子(3)

丹下 令子(3)

福田 美樹(1)

安田 裕子(3)

藤井 昭子(3 )
松村 慶子(1 3)

山本 信子(3)
森田 和代(3)

山下 清美(3)
白鳥 栄(3)

笠井 さと子(3)
西出 悦子(3)

吉良 元裕(1)
石田 了久(3)

辰元 恵子(3 )
伊藤 隆夫(3 )

ヤロシュ ・ヘルムト(8)
増子 勝義(3)

関本 浩平(3)
横浜 孝子(3)

久保 芙茂子(6)
古川 誠二(3)

藤瀬 邦子(3)
井口 佳代子(20)

梶 美惠子(1 0)
宮地 幸子(7 )

四方 利栄(3)
中村 友子(3)

平田 悠貴子(3)
針谷 章二郎(3)

小野 由恵(3)
針谷 宏子(3)

仲西 千晶(3)
佐藤 一広(6)

石川 百合恵(1 0)
津島 惠子(3 )
村中 武子(1 3)

水田 由美子(10)
古市 智津子(100)
石川 美江(10)

森田 恭一郎(3)
福田 美樹(1)
小林 テイ子(3)

土屋 瑞枝(3)
吉田 彪(3)
内堀 賤子（ 3）

森田 恭一郎(3)
川瀬 洋子(6)
上坂 祐子（ 3）

梅津 敏子（3）
聖母研修生（9.5）

平野 のぞみ（3）
慈生会研修生（ 12）

若杉章子（3）
1 日研修生（2.9）

沼倉 久枝（ 3）

土屋 瑞枝（ 3）

※ 2009 年 7 月 10 日現在

〜〜 編集後記 〜〜
本誌前号（４３号）の巻頭記事について最 近ご意見を頂戴し た。 「この帯津先生
の文章はかなり個性的なものの考え方と思 われ、本誌の巻頭にあるとこのような考え
方を当センターが支持しているように受け 取られかねないので、不適当ではないか、
今まではほとんど毎号キッペス先生の文章が巻頭であったではないか」
、というご意見
でした。 編集委員会はここ一年くらい出 来るだけ外部の先生方に原稿を依頼して会
員に多様な意見を聞いて貰うという方針で やってきました。その結果最近は毎号興味
深い文章を掲載できたことはご存じの通りです。 例えば、42 号の浄心寺住職の佐藤
先生からの原稿も最初巻頭に載せる予定でしたが、ちょうど 1 月号の理事長年頭所感
を掲載する号にあたってしまいました。 編集委員会は 43 号の編集時にも又その発刊
後も巻頭文について何の違和感も覚えなか ったのですが、最大のミスは帯津先生のご
所属を記載し忘れ、編集後記などでもその ご紹介が出来ていないことです。 帯津三
敬病院名誉院長で日 本ホリスティック医学 協会会長です。 ご意見をお寄せくださっ
た会員の方にお詫び申し上げますともにご 指摘に感謝いたします。 本号の巻頭記事
をお書き下さった大山先生は当センターが 任意団体であった草創期からの会員です。
今後とも読者の方々からのご意見・ご要望を歓迎いたします。殊に、
「勉強室」のテー
マのご希望などお寄せくださるとありがたいです。
（吉田 彪 記）

18

安らぎ

と

平和

をも たらす

ケアとは

〜 ドイツ エイズホスピスにみる心のケア 〜

多くの方々に参加していただき 共に歩む ことを学ぶ、

得がたい機会となることを願っています！
ティーレ・ケルコビウス氏 各地講演日程
仙台
秋田
福岡
広島
札幌

講演場所

月日

時間

仙台福祉プラザ２階
ふれあいホール

8 月 22 日

13：30〜

外旭川 病院 で レクチ ャー

8 月 24 日

夜

秋田大学医学系研究棟
４階 総６講義室

8 月 25 日

18：00〜

福岡市立中央市民センタ
ー３階ホール

8 月 29 日

14：00〜

一陽会原田病院
大会議室（５階）

8 月 29 日

18：30〜

臨床パストラル教育研究
センター
全国大会会場

9 月6 日

9：30〜

問い合わせ先
臨床パストラル教育研究センタ ー
東北ブロック
TEL/FAX 022-241-5029 小野まで
外旭川病院ホスピス
TEL 018-868-5511 FAX 018-868-5578
嘉藤まで
秋田大学大学院医学系研究科保健
専攻事務室
TEL 018-884-6542 斎藤まで
熊本イエズスの聖心病院
電話 096-352-7181 加藤まで
一陽会 原田病院
TEL 082-923-5161
FAX 082-921-8035 石田まで
臨床パストラル教育研究センタ ー
北海道ブロック
TEL 090-8275-7928 菊地まで
※ 各窓口にお問い合せくださ い。

心と魂の叫びに応えて
価格 1,260 円(税込)
A5 判 304 頁
申し込み先：本部事務所

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。
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2009 年 9 月 5 日（土）および 6 日（日）
於：北海道札幌:藤女子大学
総合テーマ：
「スピリチュアルな痛み」

―医療職の痛みも含めて―

▼ 第 １ 日 目：教育講演
「医療とスピリチュアルペイン」永田 勝太郎

先生、

「人間本来の品性にかかわるスピリチュアルケア」赤波江 健一

先生

その後、講演のメインテーマについて小グループに分かれてのグループワーク、
永田勝太郎先生、赤波江謙一先生とも直接お話し出来る機会があります。
▼ 第 ２ 日 目：特別講演「エイズ患者さんと共に生きる」ケルコヴィウス先生
ドイツのエイズホスピスハウスマリアフリーデン所長
日本語の通訳もあり分かりやすくお話し下さいます。
午後からは会員の有志による現場からの「事例報告」
、それぞれの現場での苦労話、
スピリチュアルケアでの素晴らしい出会いの経験、
お申込み先:北海道ブロック札幌事務局 TEL/FAX、011-774-9835,

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

全国大会オプショナルツアー

日
程：９月７日（月） ８時３０分集合（札幌 駅） 〜１６時（新千歳空港着）
費
用：お一人様 ６,０００円（交通費・昼食代を含む）
参加人 数 ：先着５０名様まで（ただし、30 名に満たない場合は中止）
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