


■  195  ■

イランのスピリチュアルケアの現状
�e Current Situation of Spiritual Care Provision in Iran

国際医療福祉大学成田看護学部

細谷　幸子
Sachiko HOSOYA

1．はじめに

2019年3月5日・6日に、イラン・イスラーム共和国イスファハン医科大学で臨床の専
門家を対象としたセミナー「緩和ケアと職種間連携」が開催され、上智大学グリーフケア
研究所の葛西賢太准教授と上智大学大学院実践宗教学研究科博士後期過程に所属する井口
真紀子医師が招待講演をおこなった。筆者は、2014年からイスファハン医科大学とさま
ざまなプロジェクトを実施してきた。今回はそこで培ってきたネットワークを活用して、
葛西氏と井口氏がイランで緩和ケアとイスラームのスピリチュアルケアを実践する専門家
たちと交流する機会を準備した。
両氏は今回が初めてのイラン渡航であった。数日間の見聞だけでイランのスピリチュア

ルケアについて十全に理解をするのは困難だろう。筆者にとっても、年に数週間の限られ
た現地渡航で現在進行形のローカルな活動を追うことは容易ではなく、それをいかに記述
するのかについては迷うところも多い。十分な情報収集ができているとは言いがたく、誤
解や曲解があるかもしれない。しかし、スピリチュアルケアに関する多文化・多宗教間の
比較研究の可能性を見据えた場合、現時点での理解を記述しておくことには、一定の価値
があると考える。イラン側の専門家たちとの交流の場でなされた興味深い意見交換につい
ては、葛西氏、井口氏の報告をご参照いただきたい。本稿では、両氏の報告を補足するた
めの情報提供を目的として、イランの医療、緩和ケア、スピリチュアルケアの現状を紹介
する。

2．イスファハン医科大学との共同研究

今回のイラン渡航を計画した筆者は、笹川平和財団の資金を得て、2016年からイスファ
ハン医科大学とがん患者の支援に関する共同研究プロジェクトをおこなってきた。このプ
ロジェクトは、笹川平和財団中東イスラム基金室「イランと国際社会の関係構築支援」事
業の一つ、「イランにおける地域医療と女性の役割」事業（3年間）として位置付けられ
ており、イスファハン地域におけるがん患者の自宅療養生活に関し、ジェンダーの視点を
踏まえたインタビュー調査を実施する内容だった。最終目標としては、家庭での男女の役

〈報告〉
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割に配慮した訪問医療・看護サービス提供のための教育カリキュラムを作成することに調
査結果を役立て、がん患者の自宅療養生活の質的向上に寄与することを目指した。

2019年3月、笹川平和財団のプロジェクトの最終成果発表のための報告会をイスファハ
ン医科大学で開催することを予定していた。しかし、現地関係者から、報告会を緩和ケア
に関するセミナーとして開催する提案がなされた。なぜなら、そうすることで多くの聴衆
を集めることができ、また最終成果として作成する教育カリキュラムにより充実した内容
を盛り込むことができるからである。そこで、イスファハンで緩和ケアとスピリチュアル
ケアの草の根的活動に邁進してきた異なる職種の専門家たちが議論できる場として、笹川
平和財団、イラン保健・治療・医学教育省（以下、イラン保健省と記す）看護局、イス
ファハン医科大学の共催という形でセミナーを開催することとなった。

2日間のセミナーの初日には、日本側から笹川平和財団の関係者、葛西氏と井口氏、オ
ルガナイザーの一人として筆者（細谷）が参加した。それぞれの専門に応じて、葛西氏は
「日本の緩和ケアにおけるスピリチュアルケア」、井口氏は「日本における在宅緩和ケア」
の講演をおこない、筆者は笹川平和財団のプロジェクト成果発表として「在宅ケアと女性
の役割」を報告した。イラン側からは、イスファハン医科大学学長、イラン保健省看護局
長、イスファハン州保健省看護部長、病院の看護教育責任者、イスファハン医科大学看護
助産学部の教員と大学院生、イスファハン州内でがん患者の緩和ケア、在宅ケア、スピリ
チュアルケアの実践に携わっている医師、看護師、心理療法士、宗教カウンセラーなど約
80人が参加した。

3．イスファハンとゴムでの関連施設・団体等訪問

葛西氏と井口氏は日本の緩和ケアとスピリチュアルケアの専門家として招聘されたた
め、イラン側から今後の発展のためのアドバイスや意見を求められることが予測された。
そこで、イランの状況を知る機会として、セミナーの前後にイスファハンとゴムの二都市
で、がん患者に対する医療・看護、在宅医療・看護、緩和ケア、スピリチュアルケアの
サービスを提供している施設や団体を訪問し、実践家たちと交流した（詳細は次の表1参
照）。

4．シーア派イスラームの信仰

ここで、イラン人の9割が信仰しているとされる12エマーム派シーア派イスラームに関
して、とくに緩和ケアとスピリチュアルケアに関連が深い点について、ごく簡単に説明を
加えておく必要があるだろう。
イスラームには大きく分けてスンナ派とシーア派があり、少数派とされるシーア派の最
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表1.　イラン渡航スケジュール

年月日 訪問地 内容

2018/3/2 
（土）

午前 羽田～ドバイ 羽田空港発　ドバイ経由　12:25イスファハン国際空港
到着

午後
イスファハン

ホテルチェックイン　旧市街散策

夜 アッバースィー・ホテルにて夕食　エマーム広場散策

2018/3/3 
（日）

午前 イスファハン
オミード病院（Omid Hospital, 正式名 Seyed-ol-Shohada 
Hospitalがん専門病院）訪問
アーラー（Ala緩和ケア訪問サービス提供NGO）訪問

16:00 ホメイニーシャフル

エマームザーデ・セイエド・モハンマド（Seyed Moham-
madの聖者廟）訪問
バギアトッラー慈善財団（Hazrate Baghiat-Allah Charity 
Foundation緩和ケア提供団体）訪問

night イスファハン

アーザーディー・ホテルにてスピリチュアルケア・チー
ムのムサヴィザーデ博士（Dr. Musavizadeh）とアフマ
ディファラーズ博士（Dr. Ahmadifaraz）とディナー・
ミーティング

2018/3/4 
（月）

午前

イスファハン

イスファハン医科大学看護学部訪問　ムサヴィザーデ博
士とランチ・ミーティング

午後 オミード病院のマランディ医師（Dr. Marandi）と患者宅
訪問（2件）

夜 アッバースィーホテルにて笹川平和財団・イスファハン
医科大学メンバーと夕食会

2018/3/5 
（火）

午前

イスファハン

イスファハン医科大学にて緩和ケア・カンファレンスに
参加午後

夜 イスファハン医科大学のサロンにて笹川平和財団・イス
ファハン医科大学メンバーと夕食会

2018/3/6 
（水）

午前 ゴム

ホテル・チェックアウトミニバスでゴムに向けて出発

ホウゼ・大学総合研究所（Research Institute of Hawzah 
and Universityイスラーム学の宗教学校課程と近代教育に
よる大学教育課程が同時に履修できる教育機関）でミー
ティング
イスラーム科学・文化学術協会（Islamic Sciences and Cul-
ture Academy）でミーティング

午後 ゴム ゴムからテヘラン・エマームホメイニー国際空港に移動　
18:40テヘラン発

2018/3/7 
（木）

午前 ドバイ ドバイ経由

午後 成田 成田空港着
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大の分派が12エマーム派である。スンナ派とシーア派の違いは、預言者の後継者を誰と
みなすかという問題にある。預言者ムハンマドは後継者を指名せずに死去したので、後継
者の正統性をめぐって起きた論争がスンナ派とシーア派をわけることになった。スンナ派
はムハンマドの後継者を共同体の合議によって選出するとした。一方、シーア派はムハン
マドの血統を重視し、ムハンマドの従弟で娘婿でもあったアリーの血を引く12人のエ
マームを正統な後継者だとしている。この12人のエマームは決して過ちを犯さない無謬
の存在とされる。最後のエマーム、マフディは死んでおらず、現在「お隠れ」の状態にあ
り、この世に悪が蔓延した時に再臨して世界を救うとされている。

12エマーム派シーア派には、このエマーム論に基づく独自の信仰実践として、3代目エ
マーム・フサイン（ペルシャ語読みだとホセイン）の殉教を追悼する一連の儀礼や、聖な
るエマームとエマームの子孫・血縁者の墓の参詣、そして預言者やエマームが祈った言葉
を詠み、現世利益と祈願成就を願う祈祷（do‘ā）などがある。祈祷は、毎日決まった時間
に決まった動作でおこなう義務行為としての礼拝とは異なり、言語も場所も時間も自由な
個人的で自発的な祈りである。祈祷には、必ず「応えられる」という特徴があり、決定済
みの神の意図や予定をも覆してしまう強力な効果があるとされる（吉田京子 2016: 

160–161）。
死生観については、スンナ派とシーア派で大きな違いはない。病は神に与えられた試練

であり、同時にそれは過去に犯した罪の浄化の過程としてもとらえられ、病の苦しみに耐
えることは、神の慈悲と赦しを得ることにつながる 1）。ムスリムにとって死とは必然性に
よって決められた神の予定であり、変えることはできない。だが、死は終わりではなく、
現世から死、最後の審判を経て永遠の来世に向かう一つの局面に過ぎない。人間は肉体と
魂から成る。死によって魂が肉体から離れると肉体はその働きを停止するが、魂の生命は
継続する。
最後の審判の日に死者は復活する。その者を待っている来世が永遠の天国なのか永遠の

地獄なのかは、その者が現世で為した善行と悪行の多寡に拠っている。最後の審判と復活
の日、永遠の来世を信じることは、宗教の根幹すなわち基本的な信仰箇条 2）の一つで、こ
れらを信じなければイスラームを信じていることにならない。イスラームでは、食べるこ
とが許された食材や料理を食べ、ラマダーン月には断食をおこない、決まった手順でおこ
なう沐浴で身体を清め、決まった動作の礼拝を毎日おこなうなど、多くの日常的な行為が
日々の信仰行為として位置付けられ、その手順や作法、動作の一つ一つまでが細かく規定
されている。神を畏れる、神のみを信じるといった道徳的な部分はもとより、現世におけ
るこれらの日々の実践の善し悪しが死と来世を決定づける。
イスラームは輪廻の概念をもたないので、ムスリムは、この現世の人生一回を生きるの

みである。しかし、すべてのムスリムが一回限りの現世において完璧に神に従い、信仰行
為を実践できるわけではなく、永遠の来世が天国だと約束されているわけではない。そう
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した状況で、死を間近に感じるのは恐ろしいことに違いない。さらに、民間伝承では、死
に方がその人の生き方を示すとされ、罪多き者は長い苦しみの末の死が、信心深い者には
穏やかな死が訪れるとされる（Rassouli and Sajjadi 2014: 41）。痛みや苦しみは現世で犯した
罪の浄化とも考えられているので、家族は羊や鶏を屠り、宗教儀礼に参加し、祈祷を捧
げ、神の赦しと苦痛の除去を乞う。死後、埋葬を決まった手順でおこなうこともまた、死
んだ者の来世の安寧を願う行為である。

5．イランの医療と訪問医療サービス

イランは人口約8千万人を擁する国で、1979年のイラン革命以降、シーア派イスラーム
を国教とするイスラーム共和制をとっている。イランは、アメリカの経済制裁の対象国と
して、あるいはシリアやイエメンをめぐる国際情勢に関するニュースでその国名を耳にす
ることが多いからだろうか、貧しく政治的混乱の中にあると誤解されやすい。だが、国内
の治安は比較的良く、GDPもタイと同水準の中開発国とみなされている。
保健医療の分野では、イラン革命後に医療・保健ネットワークの基盤整備が進んだ。こ

れは、イラン保健省を頂点として、都市部の高度医療を提供する医療施設から、僻地の小
村で第一次医療を提供する保健ハウスまで、体系的で全国的なネットワークである。近年
はロウハーニー大統領のもと、国民皆保険を目指した医療政策がとられ、医療費の一部無
料化も進められている。
イランの保健衛生状態は、この40年で大きく改善した。1972年に50歳だった平均寿命
は2015年に76歳となり、疾病構造も変化した。現在は生活習慣病に関連した死因が上位
を占めている。がんは心疾患、事故についで死因の3位になり、年間に約3万人ががんに
関連した原因で亡くなっている（Asad-Lari et al. 2009: 111）。イランでは国民の9割が何ら
かの健康保険に加入しているが、医療費の自己負担割合が高く、入院治療による経済的負
担が大きい時期が長かった。そのため、医療的処置が必要な患者であっても早期に退院し
て自宅で療養するのが一般的で、文化的にも自宅で家族が患者の面倒を見ることが好まれ
ている。しかし、近年、自宅療養中に医療処置や専門的支援が必要となる患者や、療養期
間が長期にわたる患者が増加し、在宅での支援の必要性が強く認識されるようになった。
こうした状況に対処するため、近年、訪問医療・看護サービスのシステム構築を進める

努力がなされてきた。筆者がイランでフィールドワークを始めたばかりの2000年頃、す
でに看護師を長とする看護サービスセンターの開設を許可する省令「在宅における看護ケ
アの提示と相談センターの開設に関する規則」（1999年施行、以下「在宅看護ケアセン
ター開設規則」とする）が出されていた。テヘランのような大都市では、医療処置を必要
とする裕福な自宅療養者に対して、病院勤務の看護師が個人的な交渉で報酬額を決めて空
き時間に患者宅を訪問し、チューブの交換や点滴、包帯交換などを実施する状況も見られ
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ていた。しかしながら、多くの患者は看護師や医師の訪問を受けず、自宅で家族にできる
範囲の世話を受けて亡くなっていた。

2008年、「自宅での臨床的ケア・サービス提供センターの設立に関する規則」（共同組
合・労働・社会福祉省）によって各種在宅サービス提供団体の管理・監督が行われるよう
になった。これを受け、2010年代に入ると、都市部の慈善団体やNGOなどが、一般から
の慈善的寄付金を元手に比較的低廉な費用で、医師・看護師・理学療法士・臨床心理士な
どの医療チームを患者宅に送り巡回させるスタイルの訪問医療・看護サービスを提供する
ようになった。訪問サービスが徐々に定着してきた2016年、「在宅看護ケアセンター開設
規則」の改正案がイラン保健省で承認された。この省令では、人口5万人に一つの訪問看
護ケアセンターが設置できるとし、全国に1,800のセンターが必要だとする目標値も提示
された（ISNA 1396（2017））。
保健省看護局によると（ISNA 1396（2017））、2017年には全国で活動中の訪問看護ケア
センターが1,200を数えるまで増加した。2017年の看護協会の会議では、訪問医療・看護
サービスを医療保険の適用にするための提案が審議され（しかし2019年現在でも訪問医
療・看護サービスの医療保険適用は実現されていない）、医療処置や看護技術に対する料
金表が作成されるなど、訪問医療・看護の領域におけるサービスの充実が期待されてい
る。

6．イランにおける緩和ケアの取組み

イランにおけるがん患者に対する緩和ケアとスピリチュアルケアの取組みは、在宅での
医療・看護サービスが普及していくプロセスと並行するように発展してきた。両方とも、
疾病構造が変化し、必要とされる医療が変わっていく過程で、患者とその家族が新たに抱
えるようになった問題に対処しようとする草の根的活動として始まった。緩和ケアとスピ
リチュアルケアも、後述するように近年は政策的展開に結びつくようになった。しかしな
がらイランでは、医療従事者においても、未だ十分にその定義や必要性が認識されていな
い現状がある。
イランは慈善活動の活発な国で、数ある慈善財団の中には、宗教的な理念に基づいて貧

しく身寄りのない高齢者や障害者、難病患者にケアを提供する介護施設を運営していると
ころがある。イランの緩和ケアの歴史を振り返るとき、ハンセン病患者や家族のいない貧
しい病者・障害者・高齢者を受け入れ、彼らの尊厳ある死への支援を目指したこれらの介
護施設を、イラン最初期の緩和ケアとして位置付けることもある 3）。しかし、これらはむ
しろ、慈善活動をする側の意図で恵まれない人々の終末期ケアを実践しようとした活動で
あり、イスラームの理念に沿った救貧対策の一つとしてとらえる方が適切だろう。
こうした慈善的終末期ケアを除くと、イランにおける緩和ケアは、主にがん治療をおこ
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なう医療機関を中心に発展してきた。2004年、シドニーで緩和ケアの実践を学んだ婦人
科腫瘍専門の女性医師エフテカール教授が、イランで最初の緩和ケア・ワークショップを
開催した。これが契機となり、2006年に医学研究と専門的治療における国内最大の拠点
であるテヘラン・エマームホメイニー病院にがんリサーチ・センターが設立され、ここで
最初の緩和ケア・カウンセリングがおこなわれるようになった。さらに2010年には同セ
ンター内の緩和ケア・クリニックで週に3回のカウンセリング外来がはじまった（Khanali 

Mojen 2017: 7–8）。
その後、2010年にイスファハン、2012年にザンジャーン、2013年にテヘランに緩和ケ

ア病棟／クリニックが開設された（Khanali Mojen 2017: 8）。2011年からは緩和ケアの普及
が国家開発計画の強化計画の一つと位置付けられた（Rassouli and Sajjadi 2014: 44）。2018

年には、国内の20の州に設置される緩和ケアセンターで提供されるサービスは、国立病
院との契約に基づいて補助的医療保険 4）が適用されるとの報道があった（Bāsh-gāh-e 

khabar-negārān-e javān, 1397（2018））。
今回の訪問先となったイスファハンは、2008年にイスファハン医科大学が保健省から

緩和ケアの実施拠点として指示を受けて以来、緩和ケアとスピリチュアルケアにおいて先
駆的な取り組みをしてきた州である（IMNA 1390（2011））。2010年にイスファハン州のが
ん専門病院であるオミード病院に緩和ケア・センターが設置された。イランで最初にグ
ローバル・スタンダードの緩和ケアを導入し、サービスを体系化したのは、このセンター
だと認識されている。緩和ケア・センターの設立に尽力したのが、長くイタリアで医師を
していたハズィーニー医師 5）である。ハズィーニー医師は血液腫瘍学の専門医だが、がん
患者だけでなく完治療法のない慢性疾患の患者や長期にわたって疼痛や機能障害に苦しん
でいる患者も対象とし、患者の生活の質（Quality of Life）と死に至る過程の質（Quality of 

Death）の向上のための支援（在宅での支援を含む）を目指した。
緩和ケアを必要とする患者の中には、高額な治療を繰り返し経済的に破綻した者や、体

調不良で外出が困難な者も多い。そこで、オミード病院の緩和ケア・センターでは、アー
ラー（Ala）慈善財団の支援を受けてオフィス／自宅訪問／電話での相談やカウンセリン
グ、自宅訪問による医療処置や看護サービスの提供をすべて無料にする体制が整えられた
（IMNA 1390（2011））。緩和ケアは、患者の状況に関するアセスメントを経て、内科医、
麻酔医、外科医、精神科医、一般医、心理療法士、スピリチュアルケア専門家、ソーシャ
ルワーカー、リンパ療法士、理学療法士、看護師、歯科医などを含むチームによって実践
されている。2017年の時点で慈善財団には5,153人の患者と家族のカルテがあり、2011年
から2017年までの間に1,833人の患者に対して12,532回の患者自宅訪問をおこなった実績
が報告されている（Qandahārī 1396（2017））。

2017年5月、保健省看護局が各州の医科大学に対し 6）、ホスピスと緩和ケアセンターの
設立を奨励する上で、看護師も緩和ケアセンターの設立者になれる旨を記した公文書を送
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付した（IRNA 1396（2017））。この方針を受け、2019年4月、イスファハン州内の医科大
学や医療機関で教育的立場にある者たちに対して緩和ケアに関する教育を施すため、イス
ファハン医科大学内に緩和ケア教育グループが立ち上げられた（Houze-ye mo‘āvenat-e 

āmūzeshī-ye dāneshgāh 1397（2019））。これが今回の「緩和ケアと職種間連携」セミナーの
1カ月後であったことに鑑みると、セミナー参加者たちの白熱した議論は、これから終末
期における緩和ケアを国家規模で普及させていこうとする意気込みの表れだったのかもし
れない。
しかし、一つ懸念すべき点がある。緩和ケアの国家計画に対する予算確保の根拠とし

て、1）人権擁護、2）大衆の満足、3）医療費の削減が挙げられた。その影響もあるのだ
ろう、政府の見解や学術論文には、ホスピスと緩和ケアセンターの設立を奨励する理由が
次のように記されている。すなわち、完治療法がない病に罹患している患者たちが終末期
に長期入院をして専門病院の病床を占領してしまう状況を改善できる、国の医療費負担増
大の原因になっている入院治療費が削減できる、というのである 7）。だが、本来、緩和ケ
アの目的は患者の「生活の質」・「死の過程の質」の向上に置かれるべきで、こうした医療
経済学的な見解は、これまで緩和ケアの実践に尽力してきた専門家たちが目指してきたと
ころや、イスファハン医科大学が定義する緩和ケアの理念 8）とも異なっている。創成期の
志の真髄と緩和ケアの本来の目的が失われないよう、今後の展開を注視する必要がある。
なお、�e Economist Intelligence Unitによる緩和ケアの世界ランキングで、イランは80

カ国中73位と、低所得国よりも下位にランキングされている（�e Economist Intelligence 

Unit 2015）。全国的な包括的プログラムになっていないこと、緩和ケアに関する情報が普
及していないこと、患者に対する告知が困難であること、緩和ケア・サービスが医療保険
でカバーされていないことなどが原因と考えられるが、麻薬性鎮痛薬を使用したペインコ
ントロールの未熟さも指摘されている（Rassouli and Sajjadi 2014: 43, Khanali Mojen 2017: 9）。
しかし、これらは他の中東諸国にも当てはまる状況で（Silbermann et al. 2015）、なぜイラ
ンの評価がここまで低いのか、その具体的な理由について、報告書の限られた情報からは
十分理解することができない。

7．スピリチュアルケア

一方、萌芽期にあるスピリチュアルケアに関しては、これまでの経緯や活動の概要を包
括的に記述できるほどの情報が存在していない。そこで、イスファハンとゴムにおける取
り組みを紹介することで、その特徴を示したい。

2017年、テヘラン州の中央部にある医療機関を管轄するイラン医科大学が「がん患者
に対するスピリチュアルケア臨床ガイダンス」を公開した（Dabīr-khāne-ye shourā-ye rāh-

bordī-ye tadvīn-e rāh-namā-hā-ye bālīnī 1396（2017）: 11）。2019年からは、これに基づくスピ
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リチュアルケアの実践計画が全国で展開されることになった。この「臨床ガイダンス」で
は、スピリチュアルケアを「その人の行動と信念の基軸となっている分野（神を信仰する
ことと神の教義体系）において、患者のスピリチュアルなニーズや要請があるすべてに対
するケア」と定義している。WHOの定義では「スピリチュアル」は「宗教的」とは同じ
意味ではないとしている。しかし、「臨床ガイダンス」ではカッコ内に入れられ留保され
ているとはいえ、神への信仰についての文言が明記されているという点で、WHOの定義
より宗教的意味合いが強調されていると捉えても間違いではないだろう。
上記「臨床ガイダンス」を編纂した「スピリチュアルヘルス臨床知ユニット」のメン

バーには、イスファハン医科大学でイスラームと医療倫理の授業を受け持ち、オミード病
院でがん患者のスピリチュアルケアに従事してきたムサヴィザーデ博士も入っている。こ
の4月にイスファハン医科大学の緩和ケア教育グループのメンバーにも選出された彼は、
医科大学とシーア派の中心的宗教都市ゴムの宗教学校とを結びつける立場にある。これま
で、イスラームを学んだ宗教者たちに患者支援の方法を教授するためのスピリチュアルケ
ア資格取得コースを企画運営する業務に携わってきた他、2019年5月には、ゴムで宗教学
校に通う女性たちを対象にしたスピリチュアルケアのコースの計画立案にも関わった。こ
うした女性たちは、がん患者、難病患者だけでなく、障害児を持つ母親たちや妊娠中の検
査で胎児に異常があると診断を受けた妊婦たちも対象者に含め、スピリチュアルケアを提
供することが期待されている。
イランには、宗教指導者が纏う長い上着やターバンを着用していなくても、イスラーム

の宗教学校（ホウゼイェ・エルミーエ）に通い、イスラーム学に通じている人たちがい
る。ムサヴィサーデ博士も、法衣は着用しないが、宗教学校では法見解を示すことができ
るホッジャトルエスラームという階位に至るまでイスラーム学を学んだ。これと並行し
て、世俗的な学問を学ぶ大学で法学を学び、ゴムの大学の博士課程でイスラーム倫理学を
専攻していた2012年、ハズィーニー医師に勧められてオミード病院を訪問した。そこで
初めて、スピリチュアルケアという概念を知り、患者たちに対する宗教的なカウンセリン
グの必要性を実感した。その後、約1,000人の患者のカウンセリングを行う中で、その方
法論を実践的経験から構築する試みに着手し、宗教的な支援も含めたスピリチュアルケア
に関する論文で博士号を取得している。
ムサヴィザーデ博士は、イスファハンにあるシャヒード・アシュラフィ・イスファハー

ニー大学で教鞭をとるアフマディファラーズ博士が主たる執筆者として出版したスピリ
チュアルケアに関する6冊のシリーズ本に参加している。6冊のタイトルは、『スピリチュ
アルケア基礎入門：基礎とケアの提供方法』『なぜ、私が ?：患者のスピリチュアル・ニー
ズの評価』『病いと覚醒：患者の心理状態を高めるスピリチュアルな技巧』『祈りを通した
安らぎ：心理的視点から手本とする祈り』『祈りを通した瞑想：スピリチュアルな技巧の
増強』『どうしたらいいの ? ：特殊疾患患者の宗教の戒律に関する質問に対する答え』（す
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べて原題はペルシャ語）で、スピリチュアルケアに従事する専門家だけでなく患者も手に
とって読めるよう、小さく軽い冊子として編纂されている。
第1巻の『スピリチュアルケア基礎入門』には、スピリチュアルケアのニーズをアセス

メントする方法や、個人あるいはグループでのスピリチュアルケア、自宅でのスピリチュ
アルケアについて、活用できる質問や患者への話しかけ方の具体例などが盛り込まれてい
る。その方法論においては、スピリチュアルケアを〈患者を中心とした4つの関係性への
支援〉としてとらえる。4つの関係性とは、神、自分自身、他者、神の存在の具現として
の創造物（自然）との関係を指している。「神の元に赴き、神のかたわらで人生には価値
があり死には意味があると理解する信念・行動体系に至るために、患者とこれら4種の関
係性に意味を付与し、意義を与える」ことに着目する（Ahmadī Farāz et al. 1396

（2017）: 29）。
第2巻の『なぜ、私が ?』には、ムサヴィザーデ博士らに対して投げかけられた患者の

問いが、数多く紹介されている。なぜ今、自分にそれが起こるのか？なぜ神はこれまで善
良なムスリムであろうと努力してきた自分に対して病という罰を与え、不信心者に幸せを
与えるのか？…死に至る病や治癒しない病気に罹った患者は、苦難の中で神も自然も自分
自身も家族や親友さえ信頼することができなくなる。スピリチュアルケアは、病によって
危機に直面した、あるいは問題が表面化した患者と神との関係性の修復、または患者と神
との良好な関係性の維持に働きかけることで、患者の生活の質と死にゆく過程の質の向上
に寄与できるとする（Mūsavīzādeh et al. 1396（2018）。
第3巻の『病いと覚醒』では、病を神からの罰としてではなく、神への信仰を深める契
機として理解するために、無謬の14人（預言者ムハンマド、エマーム・アリーの妻となっ
た預言者の娘ファーテメと12人のエマーム）の言葉や逸話を取り上げている。タイトル
は、預言者が言ったとされる次の言葉からの引用である。「ある夜、病い、または痛みに
よって目覚めたら、これは1年分の信仰行為よりも優れ、より多くの報酬に相応する」
（Ahmadī Farāz 1396a（2017）: 37）。後半には、病気を意味付ける必要を感じている患者と
関わる家族や医療従事者にとって参考になる手引きが、無謬の14人の言葉や逸話ととも
に示されている。
第4巻『祈りを通した安らぎ』（Ahmadī Farāz 1396b（2017））と第5巻『祈りを通した瞑

想』（Ahmadī Farāz 1395（2016））には、目的ごとに、それに合った祈祷文が紹介されてい
る。神に赦しを乞い感謝を示すものから、不安の除去、矛盾の解消、現実を見ること、痛
みのコントロール、自尊心の回復、そして家族や友人のための祈りまで、さまざまな祈祷
文がある。ここで言う祈りとは、現世における災いの回避や特定の事柄の成就の神への嘆
願であり、それは神に届き、願いの成就という形で応えられる。アラビア語の祈祷文には
ペルシャ語訳がつけられ、内容の解説とともに、いつ、どのように祈祷をするのかも説明
されている。これに付随して、無謬の14人の言葉や逸話だけでなく、サアディーやルー
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ミーといった著名な詩人の作品からの抜粋も用いながら、落ち着いた精神状態を取り戻す
ための祈りの効用が示される。
第6巻『どうしたらいいの ?』（未刊行）は、患者に特有の宗教の戒律に関する質問に、
宗教指導者が答える内容になっている。ムスリムは、礼拝や断食など、さまざまな信仰行
為をおこない、戒律を守って日常生活を送っている。しかし、治療や療養においては、患
者たちがこれらを遵守することが難しい場面が出てくる。たとえば点滴用の留置針とそれ
を覆うガーゼやテープを濡らしてはいけないので、礼拝の前に実施する水を使った小沐浴
ができないというようなことである。日常の信仰行為を正しく行えたかどうかは、敬虔な
ムスリムにとって最後の審判に関わる問題で、スピリチュアルな領域に関わる問題の一つ
としてとらえられる。『どうしたらいいの ?』は、入院治療中や自宅療養時の患者の状況を
熟知しているオミード病院の導師シールヴァーニー師が患者からの質問項目を整理し、こ
れにゴムの宗教指導者のファラーハザーデ師が答えるという内容が予定されている。
イスファハンの緩和ケアの実績報告によると（Hazīnī 2017）、心理相談（6,000件）、疼

痛相談（3,200件）などと比較すると少ないが、2010年から2017年で、延べ1,106件のスピ
リチュアルケアの相談があった。オミード病院にはイスラームの導師がオフィスをもって
おり、患者が望めばオフィスや病室で、宗教に関連した相談にのってもらうことができ
る。しかし、より専門的なスピリチュアルケアは、ムサヴィザーデ博士他3人が対応して
いる。信仰深い患者も、それほど宗教を重視してこなかった患者も、必要があれば対象と
する。ごく少数ではあるが、スンナ派の患者もいた。説教をするのではなく、患者との対
話の中で疑問に答え、提案をする。病院内で祈りの会を開くこともある。患者の約7割が
自宅での自然な死を望むため、患者宅を訪問することが多い。患者の自宅で家族と共に死
にゆく過程に寄り添い、患者が同性なら、看取った後の湯灌や埋葬までおこなうこともあ
る。
イランでは、宗教が政治と直接的に結びついていることもあり、宗教者が医療の領域に

活動の場を広げることに対して、医学界は必ずしも歓迎するばかりではない。ムサヴィ
サーデ博士によると、宗教者がスピリチュアルケアを提供することに関して、がん治療を
専門とする医師たちからは強い抵抗があり、患者にとって必要なケアだと認めてもらうま
でに6年ほどかかったということだった。一方で、人々の相談にのる役割を担う宗教者の
中には、現世で悪行を為した者が行くとされる地獄を強調するあまり、患者を怖がらせて
しまう者もいるのだという。イスファハンとゴムのスピリチュアルケア・チームは、終末
期にある患者との関わり方を宗教者たちに教授することを通して、医学界だけでなく、宗
教界の改革も視野に入れているように見受けられる。
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8．おわりに

ムスリムが多数派として居住する国々でのスピリチュアルケアの具体的な取り組みは、
まだ萌芽的段階である。だが、ムスリムが移住した先の欧米諸国では、さまざまな問題を
抱えたムスリムに対するスピリチュアルケアの実践を捉えようとする研究も発表されてい
る（たとえばGilliat-Ray et al. 2013など）。今後、筆者はイランのシーア派ムスリムによる
スピリチュアルケアの実践を追いながら、医療と宗教の関わりについて研究を深めたいと
考えている。今回のイラン渡航の報告で井口氏が触れた「する」ケアという指摘は、イラ
ンで筆者が見てきた状況の重要な一側面を捉えた分析であるように見受けられる。葛西氏
と井口氏の協力を得て、こうした知見をスピリチュアルケアの通文化比較研究に発展させ
ていければ幸いである。

謝辞

イランでの緩和ケア・セミナー開催に理解を示してくださった笹川平和財団の田中会
長、企画段階から支援してくださった中東・イスラーム事業グループの皆様に厚くお礼申
し上げる。また、年度末の多忙な時期にイラン渡航を決断してくださった葛西先生と井口
先生、筆者の頻回の問い合わせにも快く応じてくれたムサヴィザーデ博士、ターヘリー
ザーデ氏とハズィーニー医師、患者の自宅訪問を許してくださったオミード病院のマラン
ディ医師、セミナー開催に尽力してくださったイスファハン医科大学のチャンギーズ学
長、ミール・モハンマド・サーデギー国際部長、シャハリアーリー看護・助産学部准教授
に心から感謝の意を申し上げたい。

〈注〉
1） コーランによると、現世における不幸・災難は神の試練であり、それに耐えることは来世の報
酬を求めることと同義と考えられる（雌牛章155–157節）（Cheraghi, Payne, and Salsali 2005）。

2） 12エマーム派シーア派は宗教の根幹を1）神の唯一性、2）預言者位、3）来世と復活、4）エ
マームを信じること、5）神の正義の5つとしている。

3） たとえば筆者が参与観察を実施したテヘランのキャフリーザク財団などが挙げられている（Ch-

eraghi, Payne, and Salsali 2005: 471）。
4） 被保険者が任意で加入する医療関連の保険で、国の医療保険でカバーされない領域を含む内容
になっている。

5） ハズィーニー医師はイスファハンのオミード病院の他に、テヘランのフィールーズギャル病院
の緩和ケア病棟（2013年）とゴレスターン州ゴルガーンの緩和ケアセンター（2017年）を開設し、
イランの緩和ケアの基盤づくりに貢献した（E�ekhārī 1397（2018））。

6） イランでは、保健省の直属機関として人口に応じた数の国立医科大学が各州に置かれ、その管



■  207  ■

轄地域にある医療施設はすべて医科大学の管理下におかれている。州の保健衛生医療政策を決定
し、予算を承認するのも州の国立医科大学である。

7） たとえばHeidarī 1397（2018）。
8） 「緩和ケアは生活を制限する病気に罹患した患者と家族の生活の質を向上させるもので、その
目的は早期の知識提供とニーズ評価、身体的・精神的・社会的・スピリチュアル的な問題に適切
な介入をおこなうことによって、苦痛を緩和することにある」（Houze-ye mo‘āvenat-e āmūzeshī-ye 

dāneshgāh 1397（2019））。
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