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人の弱さを知る、その先に、スピリチュアリティはある
宗教情報センター 葛西賢太

平安の祈り
神さま私にお与えください
自分に変えられないものを受け入れる
落ち着きを
変えられるものを変えていく勇気を
そして二つのものを見分ける賢さを

なりました。戦場のどうにもならない状況
の中で、受け入れざるを得ないことと、変
えることができるものを見分け、なんとか
正気を保つために、将校たちはたびたびこ
の祈りを唱え、混戦の中で兵士たちを導き、
生還させようとしました。第三に、アルコ
ール依存症者が助け合う団体、アルコホー

スピリチュアルケアについて取り組ん

リクス・アノニマス（以下、AA と略記し

でおられる皆さんは、すでになんどかこの

ます）のメンバーに伝えられ、自分がアル

「平安の祈り」に触れる機会があったかも

コールに屈したことの自覚と、そこからの

しれません。一読しただけで、この祈りが

新しい出発を力づける祈りとして用いら

力強いものであることが、とりわけ本誌の

れました。この団体を通して、
「平安の祈

読者には実感されるでしょう。

り」は、クリスチャンでない人も含めた世

この祈りは、1943 年に、ニューイング

界の人々に知られるようになりました。

ランドの小さな教会で、高名な神学者ライ

(高橋義文「ニーバーの『冷静さを求める

ンホルト・ニーバーによって唱えられたこ

祈り』
」および AA Grapevine Archive に

とが知られています。彼の友人が、ニーバ

よる）

ーの許諾を得て聖公会の祈りの本にこの
祈りを掲載し、祈りはカードなどで伝えら

スピリチュアリティと道徳を、一度切り離し

れ、大きく分けて三つのルートで伝えられ

て考える

ました。一つは、神学やキリスト教史の伝

私は、アルコール依存症からの回復を目

統の中に伝えられ、神学者の大木英夫氏に

指す団体 AA の歴史とささえあいの研究を

よって『中央公論』誌に邦訳もされていま

してきた、宗教学者です。

す。第二に、聖公会の祈りの本は、戦場に

教会が道徳的見地から禁酒を説く運動

向かう兵士たちを励ますためのカードに

には数百年の歴史があります。でも、上で
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述べた AA はこの禁酒運動ではありません。

れるでしょう。

飲酒の罪を自覚させる宗教的な禁酒運動

神仏の存在を実感していればいるほど、自

は、一度も飲まない人にとってはよいので

らの苦境や試練がなぜ与えられたのかと

すが、依存して再飲酒してしまった人の罪

いう苦しみも生じます。医療者やケアワー

責感をうまく扱うことができないのです。

カーの中には、宗教を巡ってつらい思いや

身体を痛めつけ、周囲に迷惑もかけながら

不快な経験をしている人も少なくありま

も、飲酒への強力な生理的欲求に苦しむ人

せんから、
「スピリチュアルなケア」とい

は、「罪深い」自らをこの世から消し去る

うとそれだけで怪しまれてしまうことも

ために、間接的な自殺としてもさらに飲み

あるでしょう。ですから、スピリチュアリ

ます。この段階では酒は美味どころか、身

ティの問題を避ける、あるいは「信教の自

体が受け付けず嘔吐しながらでも飲まず

由」として踏み込まずに受け流すケアワー

にはいられないのです。

カーは少なくありません。

AA は、
飲酒をめぐる問題を自覚した人が、

けれども、ケアに身をゆだねるときには、

自分を見つめ直して断酒していく運動で

人間が他人に見せない部分についてさら

す。依存症の自分を見つめることと道徳的

すわけですから、ケアはそもそもスピリチ

課題とを、同じ苦しみを知る依存症者とと

ュアルなものにならざるをえず、またスピ

もに別々に整理することで、変えられるこ

リチュアリティが実感できる場ではない

とは変えていく道をつけていこうとする

でしょうか。

のです。
自分の見つめ直しは、実は、一人ではう

スピリチュアルなケアは完全無敵？

まくできません。他人（同じアルコール依

そんな現代日本において、スピリチュア

存症に苦しむ仲間）のための世話が、から

ルなケアに「あえて」取り組むということ

まった状況を手放させます。やがてその世

は、強い信仰を持ちながらその表現につい

話が、家族や友人や同僚にも自然に広げら

ては「つつしみ」も持った、猛風を受け流

れるころ、無理な我慢なしに酒を飲まない

す柳のようなしなやかさが求められるこ

で済む生活も作られていくのです。こんな

とでもあります。そのために力が入ってし

AA は、アルコール依存症の困難な治療に

まうのでしょうか、パストラルケアや介護

もっとも効果のある方法として、『カプラ

をなさるから、疲れを見せてはいけない、

ン臨床精神医学テキスト』などの精神医学

という、変な思い込みが感じられることが

の標準的な教科書にも載っています。

あります。特にその人が信仰者である場合、
タフさは信仰心の証明であり、疲れを見せ

スピリチュアルなケアのさじ加減

ることは信仰の否定であるかのような。い

米国のある調査では、自分の教会と違う

つも笑顔でポジティブな気持ち、否定的な

教派の人から「スピリチュアルな」ケアを

感情を表に出さない強い人。同僚とはタフ

受けて、闘病がつらくなった事例が挙げら

さを競い合う。それは、私たちが目指すべ

れます。同じ宗派であっても、ちょっとし

き理想でしょうか。

た宗教観の違いから、そのあとのコミュニ

考えてみていただきたいのです。十字架

ケーションがとりにくくなった方もおら

にかけられたイエスは、十字架の上で苦痛
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を感じなかったのでしょうか。神の恩寵に

強さをはかるのではなく、頼りにできる仲

浴して随喜にひたっていたのでしょうか。

間を作り、また自分も頼りにしてもらえる

それは幻想でしょう。痛みや疲れを知らな

ように励む、聖書でいう「地の塩」ってこ

いケアワーカーというのは、誤った理想で

ういうものなのではないかなと思いまし

はないでしょうか。疲れ、悩み、悼み、時

た。

に間違いもおかす人としての自分を受け
入れ、そして、変えられるものは変える勇

ケアする人に痛みの麻痺を求めるよう

気と、変えられないものは受け入れる落ち

な祈りではなく、痛みに気づきながら、そ

着きを求めていくのが、人に与えられた課

れを生かしていく伝統が、世界のさまざま

題なのでは？

な宗教の中にあります。たとえばサンフラ

傷の痛みがなければ、他人

の痛みを知ることもできません。痛みは、

ンシスコ禅センターに付属するホスピス

共感・傾聴の力ともなるでしょう。

では、過去の悲嘆を踏まえて、ケアボラン

米国でチャプレン（病院付き牧師）に「本

ティアのトレーニングをします。こうした

当に参ってしまうようなことがあるとき、

伝統は、世界遺産などと同じく、世界的な

どうするんですか？」と話を聞いたとき、

資産・資源であり、多くの方に知ってもら

彼らの答えは、「そんなことはありませ

いたいと思いました。それで、宗教間の壁

ん！」「神を信じていれば大丈夫！」とい

や宗教の枠を越えた、心の揺れや苦難への

うものでは、もちろんありませんでした。

最先端の取り組みをみる『現代瞑想論』
（春

「そういうとき頼りにできるような同僚

秋社）という本を、この 3 月に刊行させて

をふだんから押さえておくのがポイント

もらいました。ご興味のある方は是非お手

かな」というものでした。タフさで信仰の

にとってみてください。

「感謝の心をこめて」
た。

このたび、当センターの講師および
ご協力頂いていました、聖母訪問会第
2 修道院所属の Sr.益尾悦子は健康上
の理由のためその役を退かれること
になりました。

益尾悦子様
ありがとう

スーパーバイザーとして長きに亘り

このニュー

スレターの「スピ
リチュアルケアの
的確な援助者の教
室」でも、研修生に対する的確なコメ
ントを数多く頂いて来ました。

センター発足当時から鎌倉で、定期

長年に亘ってセンターに対するこれ

的に行われていました「エニアグラム

ら数々の、シスター益尾のご協力に深

を通してのフォローアップ研修」や訪

く感謝申し上げると共に、厚くお礼申
し上げます。

問記録検討会すなわち「スーパーヴィジョ
ン」からは多くの方々が巣立って行きまし
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「何を話したらいいかわからない」

無力・無力感について
ウァルデマール・キッペス
30 年ほど前からの知己である親しい友
人のこと。彼女の夫は急にがんになって５
ヶ月前に旅立った。結婚生活 50 年以上の
夫婦のあいだは友人同士のようであり、裕
福な暮らしをしてきた。娘は３人いて、そ
れぞれ結婚している。現在、彼女は娘 3 人
と遺言を巡って争っている。友人には他に
身内がなく、旅立った夫の親戚も老齢化し
ているので援助を期待できない。 彼女が
信仰や宗教をもっているかどうかは知ら
ないが、何らかの宗教団体に属してはいな
い。 まるで独りぼっちである。
最近、わたしは彼女に電話を掛けようと
して急に、
「何を話したらいいのかわから
ない」と思い、電話を止めようと思った。
そのとき「無力から逃げない。彼女も無力
であり、無力を共有できるときだ」と反省
して電話を掛けてみた。友人は「あなた（キ
ッペス）のことを今日考えていた」と言い
出して、話すというよりも共にいる空間／
環境がすぐに生まれてきて、助けられた。
友人は自分自身の身体的健康状況、心の淋
しさ、子供に見捨てられた状態、無力な状
態を少しずつ分かち合ってくださった。そ
れに対してわたしはほとんど無言であっ
た。「よくわかりました」のような気休め
を言わないのは当然だが、「大変ですね」
とか「何もできないですが祈っていいので
しょうか」というようなことばも使わずに
居続けていた。以前は電話で「祈っていい
のですか」と聞き、「はいどうぞ」と答え
てもらって祈ったことがあり、それが友人
にとって助けになったこともあった。だが、
今度はそれが適切ではないと感じて、その
まま無力の状態を続けた。最後に間をおき
ながら、互いに「ありがとう」を何回か繰
4

り返した。
わたしには無力感が消えた感じはなか
ったが、
「共にいた」
「共に無力な状態を過
ごした」
「意義のあるときを持った」
「本物
の出会いの体験であった」という気がした。
“無力”とは厳しい苦境や窮地に置かれた
ときに、人間である以上だれしもが感ずる
本質であり特質の一つである。その具体的
な例として次のようないくつかの事柄を
取り上げる。
◆ 無力の現実とその体験
・ 時間の経過、特に心地良いときが過ぎ
去ること
・ 年を取るに従い、若さを失っていくこ
と
・ 身体、気力、記憶や好奇心の衰え
・ 機会やチャンスを掴み損なったこと
・ 自分が誇りにしていたもの（例：潔白
な心）を嘘や破った約束などによって
失うこと
・ 人生における危機（例：中年の危機、
重大な決断を迫られる時）
・ 必要とされなくなったとき（例：子供
が離れた”空の巣症候群”、会社からの
リストラ）
・ 挫折（希望した入学や入社ができなか
ったり、離婚したり、末期がんになっ
たこと）
・ 病気そのものの存在
・ 身内や大切な人との死別・自己の死
・ 自然災害、天候や季節の変化
・ 子供の養育
・ 政治や社会に対する相対的な無力
・ 謎や解決できない問題の「なぜ」には

答えがないこと
などである。こうした状況は変えられない
現実と事実であり、人間としての無力感の
元になる要素である。 匿名のアルコール
依存症者の互助グループ、アルコホーリク
ス・アノニマス（AA）の「12 の ステップ」
において、まず挙げられたのが「ステップ
１．私たちはアルコールに対し無力であり、
思いどおりに生きていけなくなったこと
を認めた」、であることは参考になる例で
ある。
◆ 無力に対する捉え方、心構えおよび受容
ポジティブ
・ 無力や喪失を意識的に生きることは
容易ではないが、人格の育成に繋がる
こと
・ 人生において無力のときがあること
を否定せず、それを意識して生きるこ
とは実存的存在としてのきかっけに
なること
ネガティブ
・ 「仕方がない」「運が悪い」「人間で
すから」「もう歳です」などのような
まとめ方(諦観)はそういう状況を生
きる助けや刺激とはならない。

感を意識的に堪えようとする行為は的確
なケアと言えよう。
「助けてー！」や「生きたいー！」と言
うＧの暴風のような叫びに耳を傾けるの
は辛いことだが、そのことだけでもＧの助
けになりうる。そのときのＧとＨの無力感
の内容は異なっていても、無力感としての
共有にはなりうるのである。Ｈが逃げずに
無力のままに居ようとする態度はＧの支
えになる。Ｈはそのとき「なにもできませ
ん」と叫びたくなったとしても、「なにも
できません」と言わずに「共にいます」
「共
にいさせてもらいます」のような姿勢を示
せば、ほんの僅かかも知れないがＧにとっ
て助けになる。なぜなら、Ｈが「なにもで
きません」と答えれば、Ｇはがっかりし、
残っている気力をさらに減少させてしま
うことも考えられる。無力感を共に生きら
れる、いわば無力の共有は支えになりうる
だろう。
・ Ｇに必要とされないときやＧに拒否
されるとき
ＨはＧのだれでも、および長く付き合っ
てきたＧでも、最期まで関わることが適切
でない場合も例外ではない。それはＨの人
格や資格などに関係したことではなく、Ｇ
の側に原因があって、ＨがＧに必要でなく
なることやＧに拒否されることもある。
Ｇ（人間）は臨終のとき、意識の異なる
次元に入る（例：臨死体験報告書）。その
ときＨの援助が不要というよりも不適切
になってくるのは当然であろう。Ｈはその
体験がないからであるが、この事実はたと
えＨにも臨死体験があったとしても当て
はまるだろう。人間は一人ひとり異なって
いるからである。
Ｈは人間である限り、死ぬことや死に関
わったときに内面的な動きを感じるであ
ろう。そのときはじめて、Ｈはケアする立
場から単なる無力な一人の人間になるの
は当然な体験であろう。

◆ スピリチュアル・ケアワーカー（以下ホス
ト（H）と省略）としての無力
患者（以下ゲスト（G）と省略）の無力から
生じてくる叫びに対する無力
・ 無力（感）をカムフラージュしないこと
あるとき末期がんの知人の病室に入る
と、その人はすぐに布団の中から起きあが
り、わたしに向かって手を伸ばしながら、
「助けてー！」と叫んだ。また白血病の30
代の女性を初めて訪問したとき、彼女はベ
ッドから起きあがって両手を高く伸ばし
ながら「生きたいー！」と叫んだ。 その
ような時わたし自身が感じた無力感を今
でも記憶している。こうした状況から逃げ
ずに、また気休めも言わずにこうした無力
5

れば素敵であり、センスのあるものであ
ること。 ヘルパーを探して見付けたこ
と。これらすべてはその母親が独学でし
てきたことで、そのようにできたことを
わたくしはすごく大きく評価している
と述べた。母親は涙を流したが、「自分
が力のある人、できる人間であること」
を少し確認できて、子供の健康状態や
日々の生活は変わらなくても、それを生
き続けるパワーをもらったのではない
かと思えた。
・ 「スピリチュアル・ケアワーカーがＧ
に対して無力や退屈を体験しても、ま
たＧが昏睡状態であっても、その出会
いは本(物)者の一期一会になりうる。
スピリチュアルな出会いは操作によ
るものではなく、与えられている機会
を“ 生きるもの” にする行為である。
その上、Ｈが知らないＧの人生が辛く
て厳しい、もしかすると極限状況の時
でも共にいさせてもらうことは尊い
プレゼントでもある」こと1。
・ 難病や死に臨んでいる人は、エキスパ
ート（専門家）としてではなく、無力
を共有する同僚としてのケアワーカ
ーを必要としている。ケアワーカー自
身はそのために苦難や重病を含めた、
生きることと死ぬことからくる問い
かけに対峙する必要がある。それはケ
アワーカーも同様な“ 運命” が訪れ
る存在だからである。最期まで生きる
ことは楽ではないが、このことを実現
できるような援助は尊いことであり、
人間としての品位が与えられる。2

・ ＨがＧのことを分からないとき
Ｇの人間観、社会観、宗教観などは必ず
しもＨと同様ではない。例えば、唯物論者
であるＨは仏教徒であるＧの生活基盤は
分からず、このＧの同伴者にはなれない。
ＨがＧの世界から疎外されることは、Ｈが
無力な状況に置かれることだと言えよう。
・ ＨがＧの願いに応えられないとき
ＧがＨに「殺して」と願ったとき（例：
安楽死に協力することは縁遠い現実では
ない）
・ ＨがＧに対して何もできないとき、Ｇ
を助けられないとき
－Ｇの病状が悪化していくとき
－Ｇが死に臨んでいるとき
Ｈのできること
・ 何もできないことを積極的に堪え忍
ぶこと
・無力の状態から逃げずに、それを意識
的に生きること
・ Ｇとの無力感を共有
・ Ｇの話を聴きながら無力を感じた場
合、Ｇの述べた事柄や体験を思いめぐ
らし、それを整理し、評価してあげる
こと
例：重いハンディーのある子供と暮ら
している母親のこと。彼女は幸せになる
ようにと結婚したのだが、ハンディーの
ある子供を産んだ。「10年経てばよくな
る」という希望は失われ、30年以上も車
椅子で暮らす子供を保護してきた。 失
望から、子供と共に自殺することも考え
た。それを聴いたわたしはその母親に、
彼女が今までにずっとやってきたこと
を少しずつ整理して伝えた。即ち、30
年間も毎日希望のない状況を生きてき
たこと。その間に毎日、子供の世話を一
から十までしてあげたこと。母親のスタ
イルや子供の洋服もわたしの目からみ

無力を積極的に生きることは本(物)者
の人間になれる機会である。

1

ウァルデマール・キッペス「スピリチュアルな痛み」
弓箭書院 2009 年 268 頁参照
2 同上
298 頁
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スピリチュアルケア

雑感
安田

裕子

母が他界して数か月が経った。昔のアル

か家族や親戚とで話し合った。きっと本当

バムを取り出して一緒に見て笑った母の

のことを話したらそれにとらわれて本人

顔、手製のジュースを飲んで「あ～美味し

は悩むに違いない。知らぬが仏で少しでも

い！」と言ったときの顔、ワインで乾杯し

平穏で生きる希望があった方がいい、日々

た時の顔、漢方薬をしぶしぶ飲んでいる顔

の生活を安らかに送って欲しいという家

等断片的に思い出す。 私ができる精一杯

族の願いもあって、がんであることも余命

のことをした。長生きして欲しいと思った。

も告知することはやめようと全員一致し

でも死はやって来た。思いの外ダメージが

た。家で過ごさせてあげたいということで

きているようで真っ暗なトンネルの中に

在宅療養をし、そして最期を看取った。

いるようだ。何もしたくない冬眠状態がず

真実を告知するかどうか、このテーマは

っと続いている。母にもう触れることがで

日本においてはかなり議論がなされてき

きない。存在しないことの悲しさや淋しさ。

たと思う。私は自分がもし予後不良で余命

胸の痛み、喉のつまりと息苦しさ、そして

が限られているのであれば真実を知りた

無力感を持ちながら日々の生活を送って

いと思う。そして告知は本人にとってもし

いる。この体験から印象に残っていること

た方がよいと思っていた。しかし母に告げ

をいくつかあげスピリチュアルケアの視

ることはしなった。仕事がら研修や大学の

点から振り返ってみた。

授業で「もし自分が治らない病気で余命が

昨年 8 月、
「緊急事態！お母さん、すい

僅かだったら真実を教えてほしいかどう

臓がんの末期、あと３ヶ月だって！」と私

か」の質問をすることがある。すると殆ど

の実家の義妹からメールが入った。寝耳に

の参加者や学生は自分には真実を告げて

水の出来事だった。ご他聞にもれず、「ま

欲しいという。では大切な人や家族の場合

さか」と私はそれを否定した。何かの間違

どうかとなると半数弱の人が告げないと

いであって欲しいと願った。本当なのか真

言っていた。自分の場合と大切な人とでは

実を知りたいと思った。それは動かし難い

開きがあるようだ。その理由を聞くと、希

事実だった。父は頭が真っ白けな状態のよ

望を持たせたい、その人が抱えきれず耐え

うで、持病の心臓病がありショックで自分

られないと思うから、落ち込むのではない

の方が先に逝きそうだと言っていた。

か、自分が耐えられない、直面したくない、
悩む姿を見たくない等々であった。

病気のことや余命について母に知らせ
なくていいだろうかと少し迷った。軽度の

ところで私の父は以前から自分の場合

認知症がある母に真実を話すべきかどう

は絶対に告知して欲しいと言っていた。し
7

かし母の法要の時に同じ質問をしたら、知

言葉を指摘され気がついた。言葉はエネル

らせなくていいに変わっていた。母のよう

ギーを持っていると思う。自分の何気なく

な死に方もいいと思ったそうである。母が

使っている言葉に意識を向けてみよう。

亡くなる数ケ月前の夕食時に自分の預金

「しょうがない」「しかたない」という言

通帳と印鑑を持ってきて「これを使って欲

葉である。言葉の意味を考え発してみると

しい」と家族の前に差し出したそうである。

力が湧いてくる言葉だろうか。辞書で意味

この話を後で聞いて母はうすうす自分が

を調べると、“しようがない”は「施すべ

死ぬことを分かっていたのだろうと思っ

き手がない、始末におえない」
。
“しかたな

た。いやきっと分かっていたに違いない。

い”は「やむを得ない、どうにもならない、

でも家族への思いやりから知らないふり

はなはだしく悪い、改めようがない」とい

をしていたのだろう。これは一見真実を隠

う意味がある。する手段や方法がない、

している行為のように見えるかもしれな

どうにもならないときによく使う。 しか

い。しかしそこにはお互いがお互いを思い

し本当になす術はないのだろうかと考え

やる気持ちがいっぱい溢れているように

た。

私には見えた。表面に現れている言葉や行

「なす術はある」
。抽象的な表現だが、

動、結果の底にあるもの、流れているもの、

暗闇のような無力さを感じてもなおか

見えないものを見ようとする力がスピリ

つ、そこにポッと照らし出される灯火が

チュアルな生き方に繋がっているのでは

スピリチュアルケアだと思った。真っ暗

ないかと思う。

なトンネルを抜ける手がかりがきっと

話は変わって、昨年の全国大会でキッペ

そこにあるのだと改めて思った。

ス先生に母のことを伝えた際、使っていた

新 会 員 名 簿
岩波 悦勝
本田 公子

伊藤 りえ子

敬称略

江口 由美子

綱嶋 尚至

齋藤 直美

※ 2010 年 4 月 7 日現在

ご入会を歓迎いたします。

寄 付 者
株） 素敬(30)
鎌倉研修生（1.1）
伊藤 りえ子（20）
中外製薬株式会社 （2000）
聖ドミニコ修道会（30）

( ) 内単位：千円

木村 玲子(3)
岡野ひろみ（1）
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東京研修生（0.4）
三橋理江子（1）

鹿児島研修生（3）

スピリチュアルケアの勉強室

6

スピリチュアルケアと悲嘆／グリーフケア
ウァルデマール・キッペス
怒り ６．憂うつ ７．受容／希望である。
10 の段階とは、１．ショック状態に陥る ２．
感情を表現する ３．憂うつになり孤独を感
じる ４．悲しみが身体的な症状として表れ
る ５．パニックに陥る ６．喪失したこと
に罪悪感を抱く ７．怒りと恨みでいっぱい
になる ８．元の生活に戻ることを拒否する
９．徐々に希望が沸いてくる 10.現実を受
け入れられるようになる、である。
ちなみに、その段階を区別することはでき
ても、喪失体験者が必ずしもその順番通りに
体験したり、あるいはすべての段階を残らず
体験したりするものでもないことは、「死の
受容への 5 つの段階」と同じである。

悲しみ、嘆き、即ちグリーフ（grief）は
変えられない状態、つまり喪失によって生じ
てくる自然な反応である。喪失自体は人間と
して避けることのできない実存的様相の一
つであり、スピリチュアルな痛みを生じさせ
る一つの主な原因でもある。グリーフケアと
は撤回できない、取り消し［変更］できない
（irreversible）、また（人やものが）代われ
ない、取りかえられない、あるいは得難い、
掛け替えのない（irreplaceable）ことによる
喪失を体験し、苦しみ悩んでいる人に対する
手助けである。グリ－フケアは総括的パリア
ティブ・ケアと同様に身体的、社会的、心理
的およびスピリチュアルな援助を必要とし、
チームワークで実施するのが好ましい。グリ
ーフワークとはこうした喪失体験に苦しみ
悩んでいる人自身ができるだけ健全に生き
続けられるための努力である。

スピリチュアルケアと悲嘆のケア（グリー
フケア）とは、対立するものではなく、「グ
リーフケアにおけるスピリチュアルケア」と
いう捉え方が適切であろう。掛け替えのない
喪失に因る痛みは、痛みそのものの存在と同
様に薬物や手術、社会福祉や心理学によって
取り除くことは不可能である。掛け替えのな
いものの喪失を健全に生きるには基本的な
存在意義、確信や信念が不可欠の要素になる。
こうした要素はスピリチュアルな事柄であ
り、スピリチュアルケアが必要となる所以で
ある。

グリーフケアは３つの要素を取り扱う。第
１は友情や愛着のある人やペットとの別れ
（死亡）、職業や希望などを失うことによる
深い悲しみ、悲痛（grief）の感情 。第２は
喪 失 を 体 験 し て い る 状 態 自 体
（bereavement）。第３は悲嘆、 哀悼、喪
（mourning）に関するものである。それは
(特に死による)喪失から生じてくる悲しさ
を 伝統的な習慣によって取り扱う ことであ
る（例：忌中、服喪期間、喪服、喪章）。

上述した段階においては特に“ショック”、
“取引”
、“罪悪感”そして最終的な“受容”
のときにこそ内面的なパワー＝内に秘めた
力、才知、力量が要求されるからである。痛
み自体に対する反応－否定～受容－は最終
的に存在そのものに対する反応でもあるの
で、心と魂、いわばスピリチュアルな問題で
あり、スピリチュアルケアの対象となるのは
当然であろう。

E・キューブラ＝ロスは、死の受容への 5
つの段階（否定・怒り・取引・憂うつ・受容）
は基本的にグリーフの課程であると述べて
いる。今では、7 あるいは 10 の段階に分け
られるという説もある。７つの段階は１．シ
ョックあるいは信じようとしないこと（不
信） ２．否定 ３．取引 ４．罪悪感 ５．
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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 は８０歳位の女性；Ｈは女性（Ｈは入室し、
スタッフから紹介していただく）
G1:（目をとじ、苦しげに）足ひとつ動かせん
H1:（受けとって、苦しく）足ひとつ動かせられ
ないんですねぇ
G2:ちょっと動かせて下さる
H2:（さっき、他のスタッフが動かされたので、
私はほんの気持ち動かす）
G3:あっ、ありがとう、よかったー
H4:よかった（沈黙・・・Ｇはウトウト。Ｈはそっ
と確かめる）話しかけた方がいいですか。
静かに居る方がいいですか？
G5:私はどちらでもいいよ（声は大きいが少し
わかりにくい）
H5:はい、どちらでもいいんですね。（少しわ
かりにくいので確認のためにもくり返して
いる。話しかけても良いんだ。話しかけな
ければＧはずっと沈黙したままだ。でも沈
黙して手を握ったまま居てもいいんだ。と
思いつつ５分位心静かにしている。話か
けるといっても質問するわけにもいかな
いし、と糸口のなさに困っている。すると
壁にはってある色紙の短歌に目がとまり、
黙読し、「おっ」と声に出て）Ｇさん、短歌
がありますね。（と口に出して読む。鍋を
ふいているのも忘れて二つの虹が消えて
いくのを見つめている、といった句）
G6:虹、虹が出ているんですか。私は今年初
めて見ます（と目をとじたまま）。
H7:そうですか、虹、はじめてですか。虹きれ
いですよね
G7:ええ、好きです。
H8:ええ、好きでしょうね。壁にね、短歌がは
ってありますよ。（とゆっくり読む）
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G8:誰がかいたの？
H9:Ｇって描いてあるので、Ｇさ
んが作られたんでしょう
G9:・・・・
H10:もうひとつ虹の句がありま
すよ（と読む）。
G10:あっ、うれしかったー、友だちとたくさん
作りました。いっぱい。ノートに書かない
とすぐ忘れるから書きとめてました。中学
の頃からずっと好きだから作っていた。
H11:中学の頃から
G11:はい・・・
H12:持ってきてもらって耳元で読んでもらう
のはどうですか
G12:うん・・・
H13:今一緒に一句作りましょうか
G13:もうわからないから
H14:二人で力を合わせれば、何か生まれてく
るかも
G14:うれしかったー
H15:「うれしかった」からはじめましょうか
G15:のどがカラカラ
H16:のどがカラカラ。お水わたしがあげてい
いのかしら、でもさっきシスターがあげて
おられたのを見せて頂いたから、そのと
おりに、少しずつね、（と、湯のみを取り、
ひと口、ふた口さしあげる）
G16:よかったー。ありがたい（とひと口ずつ、
おっしゃる）（ナース にこやかに入室）
H17:（私もにこやかに）のどがカラカラとおっ
しゃったので、さっきスタッフがなさってい
たのを見せて頂いたので、私も介護福祉
士なので少―しさしあげています。
N1:（ナース、Ｇさんにむかって）、Ｇさーん

H21:痛い、私看護師でないので、動かしてあ
げられないんです。
G21:仕方ないことです。いろいろ決まりがあ
るから、痛い。
H22:看護師さんに言いましょう。そして私は
そのまま帰りますね。Ｇさん、こうして一
緒に居させて下さってありがとうございま
した。Ｇさんのうれしかったーって感謝さ
れる姿に私もうれしかったです。（Ｇさん
痛そう）看護師さんに伝えておきますから
ね。（看護師にあいさつし、伝え、ナース
コールマットのスイッチも入れていないこ
とを告げる。ナース、部屋へと行かれる）

良かったねー
G17:良かったー。足がひとつも動かせん。痛
い、背中も痛い（ナース足を動かし、背を
なでられ退室）痛い、痛い、ふとんをはい
でさすって。
H18:どこですか、ここ（とさする）
G18:部屋に帰ります。忙しいから
H19:私ですか、帰った方がいいですか
G19:わたしが部屋に帰ります。２０７号室。こ
こは何号室？私の部屋じゃないから
H20:ここは２１２号室です。Ｇさんの部屋です
よ。
G20:あっ痛い、痛い、体を動かして

▼訪問記録に対する▼

～～盛

克志 先生からのコメント ～～

を聴くことができたかもしれない。会話が
虹についてつづくのであるが、この短歌を誰
が書いたかのかという事ではなくて、虹という
訪問記録の記入は、情景描写が読み手に伝
わるように五感を働かせて作成して欲しい。
「ト書き」が少ないと想像力に頼ることになる。
そして、現実の訪問の状態を正確に知ること
が困難なことになりえる。例えば、Ｈが入室し、
スタッフに紹介されてからＧとの出会いの瞬
間はどのようであったのだろうか？Ｈは自分
のことをどのようにＧに紹介しただろうか？
出会いの瞬間はとても大切な時であるので
そのところをもう少し丁寧に記録すべきであ
る。
Ｈ４ではＧがすこしウトウトしていたので、
二者択一の質問をＧにしているが、これは閉
じられた質問であって、もう少しオープンな問
いであってもいいのではなかろうか？
例えば、「何か他にありますか？」など。す
こしあいまいな表現がかえって、Ｇの思いを
聴くことになる場合もある。
Ｈ５ではＨの戸惑いの様子がよくわかる、
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その間、沈黙はどのような意味を持っていた
のだろうか。とても大切な時である。そのまま
の沈黙のうちに寄り添うことも大切である。Ｈ
は壁の短歌に話しの糸口を見つけたようだ。
それも良いと思う。Ｈが詠んだ“虹”という言
葉はＧのなかにあるもの(スピリチュアル)を
呼び覚ましたのではなかろうか。“虹”は旧約
聖書で、神の契約の印とされていたり、仏教
では解脱の象徴などとされており、神聖なも
ののシンボルでもある。
Ｇ６でＧが目をとじたまま、虹を見ていたなか
でＨ７の前半のリピートは良かったと思うが、
後半の「虹はきれいですよね。」と自分の価
値判断が入っている。そのように言葉をかけ
ることもいけないことはないが、例えば「どう
ですか・・・Ｇさんの虹は・・・」など言って、Ｇさ
んが見ている心の虹をＧさんらしく表現でき
るような言葉かけをしたら、Ｇさんの内面一
つの象徴的な言葉を深めてＧさんの内面に
触れる会話が必要だったと思う。Ｇ９が何も
言葉になっていないことはいろいろな意味が
あると思うので そこを深めていけるチャンス

アにＨとＧの関係がなってきたようだ。しかし
最終的には身体的ケアをナースに委ねて、
自分の使命を終えて退室したことはよかった。
Ｈ２１の「・・・Ｇさん、こうして一緒に居させて
下さってありがとうございました。」その後の
言葉も適切であった。

がそのところであったのにＨ１０は もうひと
つ句を読んでしまった。ここは残念であった。
以後の会話が句を中心に展開してしまった。
それでも Ｈ１４・Ｈ１５で Ｈらしい努力で一
緒に句を作ろうとする意気込みはＨらしさが
出てきているのだろう。その後は身体的なケ

～～中島 保壽 先生からのコメント ～～
Ｈは、訪問前の学びの中で、「Ｇを受け入
れるように」、「G の苦しみを共感するように」
と学ばれたのでしょうか。 しかし、共感する
ことは出来ないかも知れませんね。 Ｇが、
「足ひとつ動かせん」と言われた時に、もし、
H が「思い通りにならないのですね」と答える
なら、「存在」を受け入れることになるでしょう。
そして、「足」に代表する問題を話し合う事が
出来たかも知れません。 Ｇの、「足ひとつ動
かせん」との訴えは、肉体的な問題だけでな
く、思い通りにならないこと、不自由な現実、
或いは、何かをしたい事を訴えているかも知
れません。元気な時には、この現実を考える
こともなかった事でしょう。しかし、いまＧに出
来ることは何かに焦点を合わせ、いまのＧの
使命を見出すことが出来れば良いと思いま
す。 H の訪問は、G の存在を受け入れるこ
とが基本です。 それは、自分の善意や哲学
ではなく、そこに H を派遣している背後の力
を感じることです。 その力を、「ご縁」と言う
人もいるかも知れません。
Ｇ２で、「ちょっと動かして下さる」と言われ
ました。足を動かすことだと思われたのでしょ
う。前に、他のスタッフが動かされていたのを
見ていたので、足を動かしても大丈夫だと思
われ、また、ご自分が介護福祉士の資格を
持っておられる事もあって、足を動かされた
のでしょう。しかし、「ほんの気持ち動かす」と
言うところに、Ｈの専門職への配慮と遠慮深
さが感じられます。H17 の、水を「少―し」飲

ませることも同じですが、その躊躇は、とても
大切なことだと思います。動かしてはいけな
い場合、飲ませてはいけない場合もあるでし
ょう。専門職の方たちは、それぞれの知識と
技術と情報で処置しているかも知れません。
入室する前に、注意事項を聞いて、行動する
ことが大事です。そうすれば、もっと大胆にＧ
の希望を叶えることも出来たでしょう。そして、
私たちの専門職域であるスピリチュアルケア
に集中できたかも知れません。
G がウトウトしている５分間をずっと沈黙さ
れていたのですね。５分間の沈黙を良く我慢
できましたね。Ｈが話しかけなければ、Ｇは
黙ったままだと思われましたが、そうかも知
れないし、そうでないかも知れません。そして、
Ｇがそのまま寝てしまい、Ｈはそれを見守る
だけでも意味のあることです。でも、話しかけ
ても良いし、話さなくても良いと分かっていて
も、話しかけたいと言う H の思いに負けて、
話の糸口を色紙にされました。その時のＨの、
「おっ」と言う声が聞こえるようです。沈黙から
脱出する道を見出されたので、ほっとされた
のでしょう。でも、ご自分の計画を捨て、沈黙
の中に共にいる訓練も 必要かも知れませ
ん。
Ｇ６で、「私は今年初めて見ます」と、目を
とじたまま、Ｈの話しかけに答えてくれました。
Ｈ７で、「そうですか、虹、はじめてですか」と
答えたのは、Ｇの間違えを肯定してしまった
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事で、「虹きれいですよね」と話題を変えなく
てはならなくなったのでしょう。「二つの虹が
消えていくのを見つめた」事に話題を持って
いけたら、話が進んだかも知れません。でも、
Ｇは虹よりも友だと一緒に作ったことが嬉し
かったのでしょう。中心は虹や短歌ではなく、
お友達との関わりなのかも知れません。どん
なに上手な歌が出来ても、Ｇの喜びにはなら
ないかも知れません。

Ｇは、いまいる２１２号室が、「私の部屋じ
ゃない」と思っておられます。しかし、ＨはＧの
部屋であることがわかっています。そこで、
H20:「ここは２１２号室です。Ｇさんの部屋で
すよ」と言われましたが、Ｇの気持ちを受け
止める事が出来れば良かったと思います。
そこで、Ｇの意識は再び痛みの中に集中した
のでしょう。
H21 で、「私看護師でないので、動かして
あげられないんです」とお断りされましたが、
H18 では痛みを訴えるＧをさすってあげたの
に、どうして、変わってしまったのでしょうか。
Ｇは痛みを訴える事で、Ｈとの交わりを求め
ようとしたのかも知れませんが、Ｈに断られ
たので、G21、「仕方ないことです。いろいろ
決まりがあるから、痛い」と孤独な世界に入
って行かれたのではないでしょうか。
H22 で、Ｇの痛そうな姿に引かれながらも、
看護師さんに伝言する事を約束して、お別れ
されました。「ナースコールマットのスイッチも
入れていないことを告げる」と言うのは、施設
への批判や意見をお持ちなのでしょうか。私
たちから見ると、医療社会への不満は沢山
あることですが、Ｈを導かれたスーパーバイ
ザーに伝える方法もあります。また、H は G
に、一緒に居させて下さったお礼を言われま
したが、そのお礼が、たとえＧに拒否されたと
しても、二度と逢うことがない関係でも、その
出会いの不思議さ、一期一会の恵みを味わ
えると良いと思います。また、Ｈは、「Ｇさんの
うれしかったーって感謝される姿に私もうれ
しかった」と伝えましたが、それが、G10 の言
葉であれば、G は感謝しているのではないで
すね。お別れの言葉もホンモノになるように
期待しています。

話がかみ合わない時に、にこやかなナー
スの登場は、ほっとさせられます。「Ｇさーん
よかったね」と声をかけて下さって、Ｈの存在
を応援してくれました。Ｇは、最初と同じに、
「足がひとつも動かせん」、背中も痛いと訴え
ると、ナースが処置してくれました。そして、
ナースがすぐに退室された時、Ｇはもっとさ
することを希望されました。H18 で、「どこです
か、ここ」とさする作業をされましたが、「ここ」
の部位よりも、ナースが笑顔で対応してくれ
ること、Ｇが見捨てられていないことに集中さ
れた方が良いと思います。
突然に、Ｇは、「（G18）部屋に帰ります。忙
しいから」と言われました。Ｈは、自分が忙し
い人だと思われ、Ｇが遠慮されたと思われた
のですね。しかし、Ｇが、自分が忙しい事を
思い出されたのかも知れません。「（H19）帰
った方がいいですか」は、ＨがＨの家に帰る
事を期待されたと思ったでしょうか。もし、そう
であれば、とても貴重な体験です。「あなたは
必要がない」と言われた時にも、それでも、Ｈ
はＧのそばに立つことを、スピリット（霊）によ
って、遣わされていることを実感出来るチャ
ンスだと思います。
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～読者から～

「悼む人」を読んで
天童荒太作

文芸春秋社、2008 刊

土屋 瑞枝
「永遠の仔」「包帯クラブ」などの作者
である天童荒太氏の直木賞受賞作である。
概略は、新聞などの報道を手がかりに、事
故や事件で命を落とした人を、その現場で
「悼む」ために全国を放浪している青年
（静人）と彼とかかわる人々とが織りなす
生・死・善・悪・愛・憎しみ・罪・許し等々
が描かれている。
【主な登場人物と「静人」とのかかわり】
【静人】「左膝を地面につき、右手を頭上
に挙げて空中に漂う何かを捕らえるよう
に自分の胸に運び、左手は地面すれすれに
下ろして大地の息吹をすくうかのように
胸に運ぶ、二つの手は胸の上で重ね、目を
閉じて何かを唱えるように唇を動かす」そ
の方が「生前誰を愛し、誰に愛されたか？
誰かに感謝されたことがあったか」を胸に
刻む。そんな悼み方をして旅をしている主
人公。
【巡子】静人の母：末期の癌で、自宅でケ
アを受けながら死を迎える。放浪している
息子に対しては「息子なら自分の病気を察
知して」帰ってくると心待ちしている。自
宅分娩をした娘から生まれた新しい命を
感じつつ旅立つ。
【鷹彦】静人の父：幼い頃の空襲や、爆撃
で兄が死亡するとう体験が心の傷となり
対人恐怖傾向にある。
【美汐】静人の妹：交際していた青年の子
を身ごもるが、静人の行動が相手の親族か
ら問題視され破談になる。母が在宅で療養
するのを機に同居し母のために自宅分娩
を決意する。
【蒔野】週刊誌の特派記者、残忍な殺人や
男女の愛憎を誇大に書き、売るためには事
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実も捏造する。人の善意は信じず、猜疑心
の塊りのような彼は取材先で出会った静
人の行動を奇異に思い「そんなことをして
何になるのか」「人の死には少なからず優
劣がある」と考え、静人の本性（化けの皮）
を暴く為に、彼を調べはじめる。
【倖世】「仏様の生まれ変わり」と人々に
尊敬されていた夫を殺し服役後、夫の殺害
現場で静人に出会う。静人の言動の真意に
戸惑いつつ、静人と行動を共にする。亡き
夫が亡霊のように取りつき呪縛から離れ
られないでいる。
作者の真摯に人の生や死をみつめる姿
勢に心惹かれるものがあり、この作品を書
こうとした動機は？と関心を持っていた
とき、作者のコメントを読む機会があった。
20 年前に電話で親友の突然の死を知らさ
れ、1 人で病院に駆けつけた時のこと、直
木賞受賞会見のことが記されていた。病院
で目の前の状況をどう受け止めればよい
かわからないのに、警察官や葬儀社の人が
次々話しかけてきて泣くことさえ出来な
いでいた「（略）ようやく一人になり、親
友の頬にふれた。胸のうちがふるえるほど
冷たく、初めて彼の死を実感した。全身の
力が抜けて霊安室内の長椅子に座り込み、
また立って、彼に触れ、やがて椅子に戻っ
て子どもがむずかるように足をばたつか
せ、これからどうすればいいんだよぉと彼
に訴えかけた。以来、彼とともに生きてき
た。彼の存在を以前よりずっと身近に感じ
てきた。」そして直木賞の受賞記者会見の
席に着くときに、背広の内ポケットに彼と
早世した 2 人の友人の写真を入れていた。
「（略）この二人は、ふだんはそれぞれ愛

する妻や夫のそばにいる。でもその夜は三
人がそばにいる心持ちでいた。会見後、二
人は愛する人のもとへ戻り、親友は残っ
た。
」（2009 年 2 月 2 日毎日新聞）
作者の痛みと優しさを感じた。主人公の
「悼む」旅を通し、人生の解けない謎に、
何故・どうしてと問いかけ向き合っている。
本を読みながら生と死、善と悪、愛と憎し
み、罪と許し等を意識しないではいられな

かった。自分の中にもある封印していたこ
と、気づいていなかったことが明らかにな
ってきた。また旅立った身近な人々1 人 1
人に思いを馳せ、あらたな気持ちで語りか
けることができた。
主人公との係わりを通して登場人物は自
分自身の内面に向き合い変化していってい
る。同様に読者の心の扉を開き、何かを気
づかせて貰えるそんな作品だと感じた。

研修会感想
東京

聖母病院
２０１０年１月２５日 ～２９日

＜科目Ⅷ＞：心理学的、哲学的、神学的、宗教的人格の統合
今回の研修を終え、これが最後の科目だ
ったと感慨深い思いでいます。研修を重ね、
一番得たものは？と考えると、
「日常生活
の中で、自分の中に発見や気づきを見いだ
し、自他の奥行きや意味、深さを考えるこ
とができるようになったこと」ではないか
と思います。
この気づきは、研修
終了日から５日目にふ
と沸き起こってきたも
のでした。 さらにこ
れは「得たもの」では
なく、もともと自分の
中にあったものに、気
づけたことなのだ！
「できるようになったこと」ではなく、ま
さに「気づきの気づき」なんだ！とわかっ
た時には、私は感動を覚え、ここまでの不
思議な導きや命のつながり、両親、講師の
方々や出会ってきた研修生、研修先の方々
等々、もう私という存在に少しでも袖振り
合った方々への、感謝の思いが沸きあがり
ました。
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研修に入る前、失語症の患者さんの意志
を理解し、患者さんと共に伝わった喜びを
わかちあったのですが、研修終了後もまた
別の失語症の患者さんの意志がわからな
いという場面に出会いました。 本当にわ
からず、一瞬あきらめかけたのですが、な
ぜか私はあきらめませんでした。 強い意
志があったわけではあ
りませんが、不思議と
全身全霊を傾けました。
すると、「か・あ・て・
ん」と言っているのだ
とわかったのです。
このことから私は、
あきらめないこと（物
事ではなく）自分自身をあきらめないこと
の大切さに気づくと同時に、いつも自分で
自分をあきらめていたこと、それが私のペ
インになっていたことにも気づきました。
この研修の素晴らしさは「気づき」！
思い起こせば、科目Ⅰの時にも同じ思いで
した。つながっている、確かな私のなかの
ホンモノです。
（Ｔ．Ｙ．
）

*******************************
今回の研修を振り返ってみて、私は次の
２点について深く考えさせていただき、そ
して、気づくことができました。これは私
にとって大きな収穫であり、今後の生きる
指針となるものです。
まず第一点として
『スピリット、スピ
リチュアルの定義』
を明確化できたこと。
私の考える定義は
「自分自身の核（存
在意義、生きる目的、
使命）を活かし、司
り、方向づけている自分自身を突き動かす
パワー、命の源」だということです。私の
場合のそれはキリスト教哲学を基盤とし
た生活です。 私にとって生活とは「祈り」。
「祈り」は自分自身を突き動かすパワーで
もあり命の源です。
次に第二点として『私の夢」を明確化で

東京

きたこと。私の夢は、現在２つあります。
一つめは社会福祉の分野に就職して、「ス
ピリチュアルケア」を実践することです。
そして、その実践を通して社会福祉の現場
に「スピリチュアルケア」を普及させるこ
とです。二つめは「イ
エスと共にいさせて
ください」と祈りつつ、
毎日の生活のすべて
を「恵みの感謝のうち
に」受け入れられるよ
うになることです。以
上の２つの夢は、その
まま私の存在意義、生
きる目的、使命となるものです。
私はこれからの人生を「恵みと感謝」と
して受け取れる人間になれることを心か
ら願って、今後の人生に希望を抱きながら、
前向きに、歩んでいきたいです。本当にあ
りがとうございました。
（Ｎ．Ｓ．
）

サンパウロ
２０１０年１月３１日 ～ ２月４日

＜科目Ⅰ＞：人間関係とコミュニケーション・傾聴
臨床パストラルケアワーカーを目ざし、

とび、自分がしたい仕事として明確になり

そ の第一歩とし て本 講

気持が変わりました。②

座を受講しましたが、受

に つ い ては キ リ スト 教

講する前の私の心には、

信 者 で ない 私 を ミサ に

２ つの不安があ りま し

参加させて下さり、今後

た。

も パ ス トラ ル ケ アを 共

① スピリチュアル・

に 学 ん でい き た いと 考

ケアワーカーが、本

えています。

当に自分がしたい仕

今回の研修では日々

事か否かということ。

自分の中にワクワクするうれしい気づき

② 私にとって未知であるキリスト教に
ついて、

がありましたが、５日間を通して特に心に

です。

深く残ったことがありました。
「己れを知

この①の不安は研修が進むにつれて吹き

ることの大切さ」と「生かせることば」で
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す。

る言葉だと思います。臨床パストラルケア

「己を知ること」は研修初日から実感し

教育研修センターを初めとする研修事務

たことです。建設的な人間関係を築くため

部の方、いつも真摯に研修をサポートして

には、他者への配慮・尊

下さったコーディネータ

重はもちろんのこと、自

ーの方、そして講師の先

分自身の心の動きをよく

生は実に事実をよく観て

知ることが必要不可欠で

おられる方であり、自分

あること。
「生かせること

に正直であること、人間

ば」については、日頃こ

のものの観方、考え方を

んな風な気持で人と接す

初めとして、たくさんの

ることができればと思っ

ことを教えて頂き、深く

ていましたが、自分自身全く実行できてい

感謝しております。今回の学びを整理し、

ませんでした。ひと様と接する場合、お互

心の糧として、日々の生活に活かすことが

いの気持が温かくなり、やさしくなれる

今の私の課題です。貴重な研修を有難うご

「生かせることば」として心をこめて他者

ざいました。

を尊重することができて初めて発せられ

東京

（Ｋ．Ｔ．
）

ニコラバレ
２０１０年３月１８日 ～２２日

＜科目Ⅰ＞：人間関係とコミュニケーション・傾聴
研修中の５日間、スピリチュアルという
人間の心の最も深いレベルで（目に見える、
見えないに関わらず）目の前にあるものを
見る、聞く、感じるということを一環とし
て学んでいたように思います。 その分、
自分自身のことも、深いレベルで見つめる
ことができ、精神的に疲れるような面もあ
りましたが、それを通じて、またそんな自
分自身を受け入れることができました。
スピリチュアルケアは患者さんの一番
深い部分について、寄り添うことですから、
まずは私自身が、そのレベルで何事も捉え
ていける深さを備えることが必須なのだ
と感じました。
まずは深いレベルで自分自身を知り、受
け入れてはじめて、他者を同じレベルで受
け入れることができるのでしょう。

17

ここで学んだことは早速実際の日々の生
活の中で実践できることだと思います。目
の前に見えているものを深く見て、そこに
現れる神聖なメッセージを受け取ってい
くことをいつも意識していきたいと思い
ます。
自分にこのような深いレベルで人と関
わることができるのかという恐怖もあり
ますが、同時に使命だと感じています。今
回の研修でもっと学びを深めていきたい
という思いが強くなりました。
すばらしい講師の方、スタッフの方々、
そして受講生メンバーとの出会いができ
たことに感謝と喜びの気持でいっぱいで
す。
本当にありがとうございました。
（Ｓ．Ｙ．
）

一日研修会

感想

★南九州ブロック
鹿児島 2010 年 2 月 13 日
次の行動や根本的な考え方がちがってく

始めての参加で、とても内容のつまった
研修でした。受けてみて感じた事は、まだ

ることを学んだ。（女性・20 代）
*******************************

人格的にも人間的にも勉強不足であると
気づかされました。これを機会にもっとこ

安全、安定、安心は、講義で言われて初

ちらへ携わっていき

めて気がついた。自

たいと思いました。

分自身が安心してい

そして今日学んだ中

なければ、どんなに

に変えられない事と

安全であっても心は

変えられる事がある

落ち着かない。今ま

という事がとても印

で自分が思っていた

象的で、これからの

こと、当たり前だと

人間関係づくりなど

思っていたことを本

に活かされると思いました。（Ｓ．Ｆ）

当にそうなのか考えることが大事だと気

*******************************

づかされた。

今後自分が他者と関わっていくなかで、

人によって体験は違い、その体験によっ

スピリチュアルケアという発想をいかし

て価値観、考え方が個々に違う。他者の価

ていけるよう、更なる研修を積んでいこう

値観を否定せず、受け入れることを柔軟に

と思います。（女性・30 代）

出来るようになりたい。他者を受け入れら

*******************************

れることで、自分も自分らしく生きられる

今日の講義・ワークを通して、自分自身

気がします。もしくは自分らしく生きられ

が表面的（一瞬）で感じるものと、ゆっく

るから他者は他者として受け入れられる

り時間をかけて考えることで感じるもの

のかな？

に大きく差があること、考えることにより、

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

自己の内面的な沈黙に触れることを学びなさい。
人生におけるすべてのできごとには目的があり、
間違いも、偶然もない。
すべてはわたしたちが学ぶために与えられた贈り物である。
E.キューブラー・ロス
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調査研究報告

本部事務所

吉田彪・藤生崇則

センターでは、昨年 8 月より（財）在宅医療助成勇美記念財団の助成を受けて「在宅療養患
者においてスピリチュアルケアの効果を検証する研究」を行っています。
昨年、東京周辺の在宅医にスピリチュアルケアについてアンケートを行ったところ、スピリチュア
ルケアの問題点として「効果がわからない」というのが最も多く挙げられました。
スピリチュアルケアを普及させるために、その効果を医療関係者や患者さんにわかっていただく
のは必要なことと思われます。そのため、センターではこのような調査研究に取り組んでいます。
現在、スピリチュアリティのＱＯＬ測定はありますが、ケアの前後でＱＯＬを測定してその数値
を比較するだけでは、スピリチュアルケアの本当の効果は把握できない、というのは、実際にケ
アを行っている皆さんも実感するところでしょう。
この調査研究では、スピリチュアルケアをしたときに、患者さんに直接ヒアリングしたり、観察し
たりします。その結果を考察し、スピリチュアルケアの効果とは何なのか、その効果はあるのか
をできるだけ客観的に検証していこうとしています。
この研究は今年 8 月まで行い、いろいろな在宅の患者さんのスピリチュアルケアを実際に行
います。この研究にはケアワーカーの皆さんの協力が必要で、今後患者さんの近くにお住まい
の方に協力をお願いすることもあると思いますが、その時はぜひよろしくお願いいたします。
【参考】
「在宅療養患者においてスピリチュアルケアの効果を検証する研究」（中間報告)
http://pastoralcare.jp/research.html
（センターのホームページ TOP から「当センターの活動」→「調査研究」で）

「スピリチュアルケア 」 改訂版のご案内
病む人とその家族・友人
および医療スタッフのための心のケア
病んでおられる方に、スピリチュアルケアを提供したい医療スタッ
フ、医療従事者、看護師、心理療法士、宗教家をはじめ、誰でもこ
の本から心・霊・魂のケアを学ぶことができます。
著 者 ウァルデマール・キッペス
発 行 サンパウロ
判 型 A5 版 438 頁
価 格 本体 2,300 円＋税
ISBN 978-4-8056-4614-4 C0016

お近くの書店でお求め下さい。
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２０１０年９月３日（金）～１５日（水）
研修で訪れるところは、

ホスピス８ヵ所、病院３ヵ所、スピリチュアルケア研修施設３ヵ所
費用は：50 万円

参加お問い合せ・申し込み、受け付け中！
お問い合せは、センター久留米事務所まで
久留米事務所：TEL 0942-31-4836／FAX 0942-31-4835
（センターホームページからもお申し込み頂けます）

お問い合せ頂いた方に専用申し込み用紙をお送りします。
なお、１５名以上の定員に満たない場合は中止されます。

～～ 編集後記 ～～
宗教情報センターの葛西賢太先生への依頼記事のテーマとキッペス先生の記事のテ
ーマが期せずして「人間の弱さ」とか「無力・無力感」という事で両氏の観点が密接
に関連するものとなり、読者の参考になったのではないだろうか。興味深いことに、
「実
践の現場から」の原稿をお願いした安田裕子氏からは自らの喪失体験に基づいた「ス
ピリチュアルケア」に関する考察を送って頂いた。この文も両先生の記事とも関連す
るだけではなく、この号の「勉強室」のテーマとの関連においても正に「勉強」にな
るのではないだろうか。 今号では「期せずして」このような原稿を頂いたのである
が、時には意識的に一つのテーマをいろいろな観点から捉えた記事を掲載するのも面
白いだろう、と今後の本誌編集上のヒントを得たような気がする。 この項でも何度
かお願いしているが、本誌を読んでの感想や掲載記事への提案などを読者の皆さまか
ら頂けると有り難く思います。 是非編集委員会宛てにメールでもハガキでも構いま
せんのでお便りを下されば誠に幸いに思います。
（文責：吉田 彪）

本誌「スピリチュアルケア」の発行費用の一部は中外製薬株式会社のご寄付に
よるものです。

20

