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１．はじめに

　2011年３月11日に発生した東日本大震災では、宗教者によるボランティア活

動が数多く行われた。宗教者たちは被災者に寺院や教会堂を避難所として提供、

炊き出しを行い衣類を配給するなど生命の安全を保障する緊急の支援にはじま

り、斎場や遺体安置所での読経、被災者の傾聴に至るさまざまなケアを行った。

震災直後に発足した超宗派の宗教者らによるボランティア組織「心の相談室」1

では、具体的支援活動を進める一方、自らの宗教空間ではない避難所や仮設住

宅等の「公共空間」で、心のケアを実践する宗教者の必要が議論された。その

結果、翌2012年４月には東北大学に「実践宗教学寄附講座」2が開設され、「臨

床宗教師」の養成研修が始められることになった。2014年11月現在で５回の研

修が実施され、のべ76人が修了、現在第６期の研修が行われている。

　筆者は臨床心理士兼チャプレンとして終末期患者らのケアを行ってきた経験

と東北大学臨床宗教師研修への関与を踏まえ、本稿において次のことを明らか

にしたい。すなわち震災支援だけではなく高齢者や終末期患者の心のケアをも

行う日本版チャプレン「臨床宗教師」を、「こころのケアの専門家」とされて

いる「臨床心理士」と比較することで、その独自性と可能性、または限界を示

したい。

１　宮城県宗教法人連絡協議会と有志の医療者、研究者で組織された震災ボランティア組織。
震災直後から活動を始め、2011年５月に改組し、新生「心の相談室」となった。「室長」は
医師の岡部健、事務局長は東北大学大学院教授鈴木岩弓が就任するなど宗教的中立を保ち、
公共性を確保するよう配慮された。
２　主として宗教団体からの寄附により当初３年間の計画で開設された。
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２．問題の所在

　２−１．こころのケアの困難さ

　「心のケア」の必要については、政府（文部科学省・厚生労働省など）から

マスメデイアまで喧しく叫ばれているものの、実際にケアを試みるとたちまち

困難に直面する。例えば震災直後の岩手県では、「心のケアを掲げる色々なチー

ムが避難所を訪れ、被災者に質問するので、被災者が辟易して、他の避難所に

移りたい」という声があった（読売新聞2011）。他にも「心のケアお断り」と

書かれた避難所や仮設住宅も見られたと言われている。

　大災害などによって人的・物的に多くの喪失を蒙った直後の被災者に、外来・

単発のボランティアが突然心のケアを提供することには問題が多い。被災者は

時として被害の大きさに比して無表情・無感情に見えることがある。家族を失

い、家屋を流された人の心理状態は、自らの生命維持が最優先であり、あえて

「心を閉じる」ことによってそれ以上心が傷つけられないよう守っている状態

であると考えられる。そうした防衛機制を働かせているところへ「心のケア」

を謳うボランティアが、「傾聴」によって被災者の心を開き、悲嘆経験を聴き

だそうとすると、被災者のかろうじて守られていた防衛が崩れることになり、

二次的な心的外傷を受け精神的なバランスを失い、心身の危機を来す虞れがあ

る。悲嘆を表出した被災者には、支持的で継続的なケアが必要になるが、外来・

単発ではそのことが保証できないのである。

　支援者自身の自己効力感を充たすための支援や、自己満足のためのボラン

ティア・カウンセラー、データ集めのための研究者などに対して、被災者が拒

否反応を示したのは当然のことと言える。

　２−２．宗教者はなぜ受け入れられたのか

　こうした「心のケア」提供の難しさにも関わらず、ボランティアに参加した

宗教者によると、宗教者の支援は好意的に受け入れられたという。被災直後か
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ら避難所などを訪問し、宗教者による傾聴カフェ「カフェ・デ・モンク」3に参

加していた青年僧らは、筆者に「宗教ってすごい！」という感想を語った。筆

者は自身の参与観察も踏まえ、この言葉の意味を次のように解釈している。す

なわち心理学やカウンセリングの専門家ではなく宗教者としても経験の浅い

「しろうと」の自分が被災者に受け入れられたのは、「宗教」が大きなポイン

トとなったのではないか、というのである。彼の率直な驚きが「すごい！」と

いう感歎となってあらわれたのだろう。

　阪神淡路大震災においては、宗教者の活動がマスメデイアに取り上げられる

ことは少なかったが4、東日本大震災では徐々に記事が増え、今も好意的な報道

が続いている5。東日本大震災においても、当初は公共施設における宗教者の活

動について、管理者側の逡巡や自粛要請があったが、比較的早い段階で一定の

受け入れが認められるようになった。この阪神と東北の違いには、阪神淡路大

震災当時の宗教界の問題の他にいくつかの要因があると筆者は考えている。総

合的な要因としては、甚大な被害を受けた地域が東北沿岸部という「都市」で

はなかったこと、下位要因としては寺院などの宗教組織と被災者の関係が曲が

りなりにも維持されていたこと、死者が宗教者（民間巫者を含めた）の儀礼に

よって救済されるという死者供養の伝統が生きている地域であったことである。

これらの要因は相互に関連して宗教者を受け容れ易い土壌を形成していたと考

えられる6。

　しかし宗教に親和性があったとしても、受け入れに困難を感じた他の心の専

門家らと異なるところは何なのだろうか。宗教はなぜ「すごい」働きをしたの

３　宮城県築館の曹洞宗通大寺住職金田諦應師がはじめた、被災地を巡回して「本物の」コー
ヒーとケーキを提供した宗教者による移動傾聴カフェ。「手のひら地蔵」や「腕輪念珠」を
被災者と共につくるなど宗教的なケアも行う。2014年11月末現在でも継続されている。東北
大学の臨床宗教師研修の実習の場ともなっている。
４　阪神淡路大震災（1995年１月17日）前後には、オウム真理教をめぐるさまざまな事件があ
り、人びとは宗教に懐疑的・否定的な印象を抱いていたことにもよるだろう。
５　たとえば東北大学の鈴木岩弓によると、「臨床宗教師」に関わる報道は、ほぼ５日に１回
の割合で紹介されるなど社会の宗教者の活動への関心が窺われる。
６　明治三陸大海嘯（1896）においても、宗教者（特に仏教僧）が歓迎されたことについて佐
藤千尋（2013）の報告がある。
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だろうか。この点を明らかにすることで「臨床宗教師」の存在意味を知ること

ができるだろう。

　２−３．宗教者とは何者か

　日本版チャプレン「臨床宗教師」は、その基礎資格として「宗教者」である

ことを要する7。ではそもそも「宗教者」とは何者であろうか？叙階を受けたり

得度や印可を得るなど各教団ごとにその資格の認定は異なる。還俗させられ「非

僧非俗」を標榜した親鸞やカトリックを破門されたルター、司祭にはなれない

ものの奉献生活を送っている女子修道院の修道女はどのような位置付となるの

か、創価学会や立正佼成会のような在家宗教団体の指導者をどう扱うのかなど、

それをみる人の立場や視点によって変わるだろう。ここで議論したいのはそう

した各教団における「宗教者」の定義ではない。被災者や終末期の患者などケ

ア対象者がどのように「宗教者」をみているかということが重要である。「宗

教者」は非宗教者である俗人と何が異なり、何ができるとみなされているのだ

ろうか。

３．方　　法

　宗教者のケアの独自性をみるために、同じように「こころのケア」を行う専

門職と比較してみよう。ここでは「宗教者」と「臨床宗教師」のできること、

臨床心理士の業務を比較することで「臨床宗教師」の独自性をみることにした

い。

　３−１．臨床心理士

　臨床心理士は、1988年に創設された臨床心理に関わる専門職であることを示

す資格で、現在は公益財団法人臨床心理士資格認定協会の指定する大学院、専

門職大学院で臨床心理学を学び実習を修め、大学院修了後認定協会の実施する

７　臨床宗教師研修の案内（募集要項）によると応募資格は、「信徒の相談に応じる立場にあ
る者」となっている。これは本文にも記したように各教団の実情に合うよう考えられた結果
であろう。
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一次（筆記試験）および二次（口頭試問）の資格認定試験を経て合格者に認定

される資格である。2014年４月段階で28,080名の資格認定者がいる。職能団体

である一般社団法人日本臨床心理士会に所属し現在活動している会員は、およ

そ２万人とされる。病院や学校などさまざまな分野ですでに実績があり、被災

地でも教育・医療・福祉など広汎な領域で展開した「こころのケアの専門家」

である。

　臨床心理士の業務は、「大学、大学院教育で得られる高度な心理学的知識と

技能を用いて」、①臨床心理査定（アセスメント）、②臨床心理面接、③臨床心

理的地域援助、④研究調査等を行うとされ、「臨床心理士倫理綱領」（1990制定、

2013年最終改正）を守らなければならない（「臨床心理士資格審査規定」1990

制定、2013年最終改正）。資格は更新制で、研修を受けるなどして５年間に15

ポイント以上を取得することになっている。

　３−２．臨床宗教師

　「臨床宗教師」は、英語の Chaplainの訳語として「心の相談室」で生まれ

た「名称」で「公共的施設などで働く宗教者をさす一般名詞」（2013実践宗教

学寄附講座「「臨床宗教師」の名称と資格認定について」）であり、名称独占は

しないとされている。2012年以降、東北大学実践宗教学寄附講座が行う臨床宗

教師研修を修了した宗教者に修了証が授与されているが、現時点では、能力を

証明する「資格」ではなく「「臨床宗教師」として必要な基礎的な知識とスキ

ルを身につけ、以後の終わることのない自己研鑽への歩みへののスタートライ

ンに立ったことの証明」（2013同上）とされている。

　東北大学の臨床宗教師研修の目標は、①「傾聴」「スピリチュアルケア」の

能力向上、②「宗教間対話」「宗教協力」の能力向上、③宗教者以外の諸機関

との連携方法を学ぶ、④適切な「宗教的ケア」の方法を学ぶ（東北大学実践宗

教学寄附講座『「臨床宗教師研修」のご案内』）となっている。

　2014年には龍谷大学、鶴見大学に臨床宗教師に関わる講座が開設され、2015

年には種智院大学、高野山大学でも養成が始まる予定である。
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４．結　　果

　４−１．臨床心理士、宗教者との比較

　東北大学における「臨床宗教師」の特徴を、臨床心理士と比較すると以下の

表のようになる。なお「臨床宗教師」は「宗教者」とも比較することでその特

徴を明らかにしたい。

表１「臨床宗教師」と臨床心理士、宗教者の相違（大村２０１４）

臨床心理士 臨床宗教師 宗教者
取得前提資格 指定大学院修了 宗教者（信徒の相談に

応じる立場にある者）
各教団の定めるとこ
ろによる

資格 資格認定試験合格 研修修了 各教団の定めるとこ
ろによる

活動の場所 教育・医療・福祉など
の公共空間および私
的空間

医療・福祉などの公共
空間

各教団の宗教施設や
信者宅などの私的空
間

服装 私服
医療機関では白衣着
用の場合もある

公共空間の許容する
ところによる。
（宗教的服装が認めら
れない場所も多く、
他のスタッフに準じ
た服装となることが
多い）

宗教的服装

倫理綱領 ある ある 所属教団による
アセスメント
（心理査定）

クライエントの心理
状態をアセスメント
し、病態水準を査定
し、心理療法の適否
を判断する。医療が適
当な場合は紹介する

行わない 行わない

相談 標準化された心理技
法を単独または複数
組み合わせた心理面
接（心理療法）を行う。
クライエントの適応
を援助する

対象者の信念・信仰・
価値観を尊重した傾
聴とスピリチュアル
ケアを行う
対象者を支持する援
助を行う

自教団の教義に基づ
いた解釈を行い、宗
教的指導をする

布教（宣教） しない しない する
宗教的ケア しない

宗教性に開かれた態
度をとるが宗教的ケ
アは行わない

対象者が希望した場
合、その場に応じた
（許容される範囲内で
の）宗教的ケアを行う
こともある

行う
教団の教義・世界観に
基づいた宗教的ケア
（e.g.赦し、祈り、祈
祷、慰霊、追悼、引
導、供養など）を行う
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ケア対象 生者 ①生者（信仰を共有し
ないことがほとんど）
②死者を慰霊・供養・
追悼・鎮魂等を行うこ
とによる生者のケア
③死者（慰霊・供養・
追悼・鎮魂など）

①生者（信仰を共有す
る信者）
②死者を慰霊・供養・
追悼・鎮魂等を行うこ
とによる生者のケア
③死者（慰霊・供養・
追悼・鎮魂など）

宗教的信念 有無は問われない。
意図的に心理療法に
は反映させない

ある
対象者の宗教・信仰は、
尊重する。

ある

他宗教との
連携

なし 連携・協働することに
よって公共性を確保
する

場合によっては行う

他機関との
連携

連携する
クライエントのプラ
イバシーを尊重した
上で、クライエントの
利益になるように医
療機関・教育機関・行
政などとの連携を行
う

連携する 連携しない

５　考　　察

　５−１．活動場所

　宗教者は、寺院や教会堂などの宗教空間や信徒自宅などの私的空間で活動を

行うが、臨床宗教師は、主に病院や高齢者施設などの「公共空間」で活動を行

う。公共空間の管理主体は病院や施設・自治体などであり、従って臨床宗教師

自身も管理される立場に置かれることになる8。このことは活動場所が宗教者に

とって慣れ親しみ、自身が主宰となっていた「宗教空間」と異なり、臨床宗教

師が宗教者と異なる根本的な相違を生み出している。「公平・中立が求められ

る公共空間で活動している」、「公共に奉仕している」という自覚は、臨床宗教

師が常に念頭に置かなければならない重要な注意点である。

　５−２．服装と宗教的標章

　宗教者は通常宗教儀礼を行う場合、教団に規定された服装や宗教的標章を着

８　東北大学臨床宗教師研修では、この立場を「アウェイ（away)」と呼び、その重要性を強
調している。
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用する。袈裟やカズラ、ガウンやストラ、数珠や十字架などは、儀礼の宗教的

意味を表し、着用者がどのような宗教団体に属しどのような地位にあるのかな

どを示している。儀礼を行っていない日常においても、聖職者は聖職者用カ

ラー付シャツや作務衣など一定の宗教的服装を着用していることが多い。一般

の人びとはこの特殊な服装を見て、被着者が宗教者であることを識別している。

　ところが臨床宗教師として活動する場合、こうした宗教的服装が認められな

い場合が多い。例えば病院や高齢者施設などでは、くだけすぎない私服やボラ

ンティアを表すエプロンの着用が求められることがある。宗教者ではない俗人

と同じ服装を着用することは、臨床宗教師がケア対象者からみて宗教者に見え

ないことを意味する。筆者はこのことは複雑な意味を孕んでいると考えている。

どのような服装を着用しても被着する人間が同じであるなら、対象者に同じ影

響を与えると単純に考えるわけにはいかない。葬儀の時には葬儀に相応しい宗

教的服装を着用することで効果的な葬儀が行え、私服など相応しくない服装で

は宗教的感慨を殺ぎ儀礼そのものが成立しないだろう。宗教的服装は、生身の

人間が神仏の力を借りて、何か人間以上のはたらきを行おうとする時被着する

ものである。仏教の僧侶が、死者をあの世へ送る「引導」を渡し、死者の魂の

依り代である位牌に「シン（脚注12参照）」を入れ、死者を慰める「供養」や

神仏の加護を求める「祈祷」を行うなど僧侶にしかできないとされることを実

施する場合には、釈迦を象徴する「袈裟」を着用しその力と権威を借りること

で、期待される「利益」を得ることができるのである。臨床宗教師として活動

する場合、こうした宗教的服装の力を借りることができないことは、宗教的な

効果にも影響を与えていると考えられる。

　２－２で述べた宗教者による傾聴カフェで、「宗教ってすごい」と語ってい

たのは、作務衣を着た坊主頭の青年僧たちであった。筆者の観察によっても私

服や長髪で俗人と見分けが付かない宗教者よりも、見た目で宗教者（僧侶）と

わかるボランティアが、先ず被災者に受け入れられていた。宗教者であるとい

うことは、超人的な教祖の権威を借りることができることであり、服装などの

外見はそのことを象徴的に示している。死者を弔い、成仏させ、供養すること
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ができるとされる宗教者の服装や宗教的標章の効果と、公共空間における制約

との間にどのように整合性をつけていくのかが今後の課題の一つであると考え

られる。

　５−３．相談の特徴

　臨床心理士の行う心理面接の場合は、心理療法を行う前に必ず心理査定（ア

セスメント）を行い、クライエントの病態水準を把握する。心理療法が適用可

能なのか、検査・投薬・入院など医療が必要なのか、いわばこころの健康度を

診るわけである。その結果、心理療法が適していると判断された場合にのみ、

心理技法を用いた心理療法を行う。心理面接は場所や時間が一定でプライヴァ

シーが守られることが基本で、個室で一対一対応が原則である。予め治療目的

や技法、期間を互いに確認し、通常一定期間継続して行われる。基本的に有料

であり治療目的を達成した時点で終結する。

　臨床宗教師は、相談技法についての基本は学ぶが心理の専門家ではないため、

心理査定や心理技法を用いた心理療法は行わない。従って精神的に健康な人を

対象とするが、時には精神疾患がある人が紛れる危険も生じる。臨床宗教師は

専門的な心理療法は行わないものの、傾聴を基本としたスピリチュアルケアを

行う。傾聴（Active listening）とは、主として来談者中心療法9で用いられる技

法で、「セラピストがクライエントの感情の深さと内容を充分に理解しようと

する試みにおいて、必要であれば質問しながら、クライエントの話にしっかり

と注意深く耳を傾けること」（APA、2007）とされるように、全身全霊で来談

者を支持的に受け止めることである。その結果、来談者は話をしっかり聞いて

貰えたという満足感を得、当初の不安が軽減する。傾聴がより効果的に進みク

ライエントの力が恢復した場合には、クライエントの抱えていた複雑な心理的

葛藤が解け、クライエント自身が問題解決の糸口を見出すことができるという

９　来談者中心療法（CCT：Client-Centered Therapy）は、Carl Ransom ROGERS（1902－
1987）によって提唱された心理療法。クライエントに対する無条件の肯定的関心や共感的理
解、自己一致などが強調される。当初は、非指示的療法 (non-directive therapy)と呼ばれた。
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ものである。簡単な技法に見えるが、「ただ聞く」だけでは効果は無く、心を

傾けて聴くことは難しい。臨床宗教師研修の目的に記されている「宗教者とし

ての全存在をかけて人々の苦悩や悲嘆に向き合い、そこから感じと」ることと

は、具体的にこの傾聴のことである。また臨床宗教師は、自らの教義にもとづ

く宗教的解釈や助言をせず、ケア対象者の宗教や信仰を尊重するところに宗教

者による相談との違いがある。

　宗教者の相談は、来談者がいわば同じ土俵にのっているため、その宗教の教

義である世界観・価値観にもとづき、宗教的指導者として相談に応じることに

なる。傾聴も行うが、臨床宗教師と異なり宗教的助言や指導を行うことは妨げ

られない。

　５−４．布教（宣教）の自粛と諸宗教の協働

　臨床宗教師は公共空間で活動する。そのため自宗派の布教とみられる行動は

認められない。キリスト教では、宣教することが神の命令（マタイ伝28章19節、

マルコ伝16章15節、ルカ伝24章47節、ヨハネ伝20章21節）と明示され、仏教な

どでも民衆の苦悩救済という観点から積極的に布教がなされてきた。こうした

宗教活動の根本とも言える布教を禁じられるのが臨床宗教師であり、宗教者と

の最大の違いの一つである。

　また公共空間での管理者の立場としては、特定の宗教にのみ門戸を開くこと

はできない。従って公共空間におけるケアでは、布教を行わない諸宗教に広く

開かれる形をとることになり、諸宗教の協働が望ましい。実際、東日本大震災

における宗教者のボランティアも諸宗教の協働であったために受け入れられた。

　例えば宮城県では震災直後、宗教者有志によるボランティア組織「心の相談

室」が立ち上げられたが、以前から存在し機能していた諸宗教の連絡会である

宮城県宗教法人連絡協議会が母胎となった。当初、宗教者の関与に消極的で

あった公共空間の管理者が導入に転じたのは、この諸宗教の協働が布教への警

戒感を解き、一教団に便宜を図ったと疑念を抱かれない公平・中立なボラン

ティア活動として認知されたことによる。
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　また布教の自粛と諸宗教の協働は、思わぬ効果を生んだ。それは宗教間対話

の実践による宗教間の信頼関係の構築である。従来、宗教間対話とは形式的・

限定的な交流であったが、震災という巨大災害への支援活動の中で質的に変化

を遂げた。公共空間の下、宗教的儀礼や権威によらず、無力な人間である宗教

者として被災者の前に立つという経験は、宗派の壁を超えて連携を深めた。教

義の差異への拘りはおろか、神仏の違いや対立を超えて人間同士の信頼関係を

築けたことは、以後の継続的な連携を可能としたのである。ここから「臨床宗

教師」の構想が現実化していくことになった。現在、東北大学で行われている

臨床宗教師研修は、知識や技法を学ぶことも大切であるが、合宿形式で行われ

る研修によって宗派を超えた人間関係を築けることに大きな成果がある。この

ことが研修修了後も各地で臨床宗教師の活動実践が拡大していることにもつな

がっている10。

　５−５．宗教的ケアと信仰、ケア対象

　臨床心理士は、目の前のクライエントを対象とし、宗教的ケアを行わない。

しかし人間の心理は宗教性と大きく関わっているため、クライエントの宗教や

宗教性を受容する態度で心理面接を行う。宗教を信仰しないという人であって

も、墓参をしたり初詣に行ったりするなど「自他を超越する存在に対する合理

性に捉れない態度」（大村2010）すなわち「宗教性」は保持していることが多い。

こうしたクライエントが意識していない深層の宗教性にも注意しながら、心理

面接を行うことになる11。

　宗教者は、同じ信仰を持つ信者の相談に応じる。来談者は信徒や檀家などの

組織化された信者でなくても、相談相手が宗教者であることを前提とした相談

であるため、信仰の共有という共通基盤に立っている。したがって宗教者の価

値観主体のケアとなり、教義に基づく世界観・価値観によってケアが行われる。

10　研修修了生が自主的に各地で臨床宗教師会を立ち上げ、交流と研鑽を続けている。2014年
末には、九州支部、関西支部、関東支部に続いて北海道・東北支部が設立される予定である。
11　心理療法のうち、認知行動療法（CBT）などではこうした深層心理は扱わない。
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　また宗教者は来談者に対して話を聴くだけではなく、祈りや赦し、祈祷、供

養などの宗教儀礼を通したケアを行うことがある。宗教的ケアは来談者の依頼

に留まらず、宗教者側から提案されることもある。

　さらに宗教者は来談した信者のケアだけではなく、死者そのもののケアも行

うことができる。死者の魂に「引導」をわたしてをあの世へ送り（成仏）、慰

める（慰霊）など直接死者へ働きかけることも行うことがある。また追悼儀礼

や慰霊などの死者へのケアを通して、生きている相談者などの悲嘆に対するケ

アを行うことができることも宗教者によるケアの独自性である。

　臨床宗教師の場合は、医療や福祉などの公共空間において、同じ宗教の信者

ではない対象者のケアを行うことが多い。そのため臨床宗教師と来談者の間で

は共通の世界観・価値観をもっていないことになる。布教をしないという前提

もあり、臨床宗教師は自らの宗教を括弧に括って棚上げし、対象者の宗教・信

仰を尊重する。宗教者や臨床心理士のケアと異なるのは、自らの信仰を持ちつ

つもそれを相手に強いることなく相手の宗教・信仰を尊重するケアを行うこと

にある。宗教はこれまで分裂や対立の歴史があり、それを超えようとする宗教

間対話の試みも行われてきたが、未だしの感がある。それ故違う信仰を持つ来

談者のケアには困難が予想されるが、臨床宗教師研修やその後の臨床宗教師の

実践をみる限り大きな問題は生じていない。これは多くの異なる宗教団体を出

自とする宗教者が合宿形式で研修を受け、お互いの信仰を語り、儀礼を体験し、

文字通り寝食（飲）を共にすることによって、教義などの文字上の相違を超え、

人びとの救済を求める同じ宗教者としての共感を得た、という宗教間対話実践

の成果と筆者は考えている。

　臨床宗教師のケアでは、対象者の希望があり公共空間としてのケアの場が許

す限りで宗教的ケアを行うことがある。具体的には傾聴カフェでの「位牌」の

配布、「腕輪念珠」づくりや「手のひら地蔵」づくりとその「シン入れ」12、祈

りなどが行われている。

12　 「シン入れ」とは、位牌や仏像などに「魂」を入れることで「開眼」供養ともいう。
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　臨床宗教師のケア対象は生きている来談者が中心となるが、死者へのケアも

行われる。被災地の鎮魂行脚や慰霊行事などで、非業の死を遂げたり供養され

ない死者を成仏させあの世へ送ることである。またこうした死者へのケアであ

る慰霊・追悼儀礼を通して遺族の悲嘆を癒す宗教的ケアとすることができる。

　臨床心理士のケアが生者に限定されるのに対して、臨床宗教師は生者、死者

のケアを行うところに独自性・優位性がある。

　５−６．資質の確保と向上、倫理

　臨床心理士は学部及び大学院で６年の心理教育と実習を受け、資格試験に合

格し、資格取得後も５年ごとに研修ポイントの審査を受け更新することで専門

性を維持している。専門職としての倫理は、公益財団法人日本臨床心理士資格

認定協会の定める「臨床心理士倫理委員会規定」（1990制定、現行2013）およ

び「臨床心理士倫理綱領」（1990制定、現行2013）、一般社団法人日本臨床心理

士会の定める「一般社団法人日本臨床心理士会倫理綱領」（現行2009）および「一

般社団法人日本臨床心理士会倫理規定」（現行2011）にもとづいており、所属

する都道府県臨床心理士会の倫理規定も遵守することが求められている。有資

格者は専門職としての責任が重視され、自己研鑽と相互啓発につとめ、違反行

為があった場合は倫理委員会によって調査・審議され、理事会等によって登録

の抹消、除名などの処理・処遇が行われる。

　臨床宗教師は、現在のところ「資格」ではない。各教団において「信徒の相

談に応じる立場にある者」である宗教者が、東北大学大学院で３ヶ月の合同研

修と実習を受け、研修の修了証書が授与される。従って宗教者としての倫理と、

臨床宗教師としての倫理双方の遵守が求められることになる。臨床宗教師の倫

理としては東北大学で研修が始まった2012年９月に制定された「臨床宗教師倫

理綱領」（現行2013）がある。制定主体は「実践宗教学寄附講座運営委員会」

であり、アメリカのチャプレン倫理綱領等を参考に作成されている。正式な「資

格」ではないため具体的項目はなく、資格の剥奪や除名などの懲戒規定はない。

　研修修了後のサポートとして「フォローアップ研修」が実施され資質の向上
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を図っている。また臨床宗教師としての活動が全国に拡がってきており、九州

や関西、関東、北海道・東北で臨床宗教師会の支部が作られるなど自己研鑽と

相互啓発のための自主的な動きが生まれている。今後臨床宗教師の養成が各大

学で行われ、多くの臨床宗教師が輩出されるようになると、「資格」の認定と

倫理違反に対する懲戒規定についての整備が必要とされるだろう。

６．ま と め

　東日本大震災では、多くの宗教者が活躍し中でも超宗派によるボランティア

活動が注目された。その活動の中から公共空間で活動する宗教者の養成が議論

され、2012年東北大学で寄附講座が開設され、臨床宗教師研修が始まった。

　臨床宗教師は、欧米の Chaplainの日本版として構想され、被災地だけでは

なく病院や高齢者施設など公共空間で「宗教的ケア」を行う専門家である。「こ

ころの専門家」としての臨床心理士と比較すると次のような特徴が明らかに

なった。

１．被災直後で多くの悲嘆を抱えた被災者にとって、被災者自身の個人的なこ

ころのケアを扱う臨床心理士等より、非業の死を遂げた死者を弔うことがで

きるとされる宗教者が求められた。

２．臨床心理士のケアは生者を対象とするのに対して、臨床宗教師や宗教者は

生者の他に、慰霊や追悼など宗教的ケアによって死者そのものをケアし、ま

た死者のケアを通して生者の悲嘆のケアを行うことができる。

３．宗教的ケアの実施に当たっては、宗教者であることを示す宗教的服装や標

章が意味をもつ。しかし公共空間では認められないことも多く、宗教者とし

ての臨床宗教師の効果との兼ね合いが問題となる。

４．臨床心理士は、心理療法の開始に当たって心理査定を行い病態水準を把握

し、心理療法の適否や医療への紹介を行うが、臨床宗教師はこれができない。

　以上のように宗教者は、生者のみならず、死者をもケアすることができ、非
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業の死など死に関わる悲嘆への対応に独自の優位性をもっている。しかし臨床

宗教師として公共空間で活動する場合、布教をせず宗教的服装を着用しないな

どの制限の下、ケア対象者の宗教・信仰を尊重した傾聴などのケアを中心に行

うことになる。またケア対象者の精神的状態の見立てなどは臨床宗教師は行え

ないため、精神症状の重い対象者に関わり、病態を悪化させ、関係を混乱させ

る危険もある。

　こうしたことから、今後さらに需要が見込まれる臨床宗教師の活躍には、緩

和ケアチームにおける医療と心理、福祉との連携のように、臨床宗教師と心理

その他の専門職との相互の特長を活かした協働が求められるだろう。

附　　記

　本研究は、日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（C）「東日本大震災後の宗教者

－被災者関係の変化と超宗派ボランティア「心の相談室」」（研究代表　大村哲夫）の

助成を得た。

　また本稿は、2014年８月日本心理臨床学会秋季大会における自主シンポジウム「心理

臨床と宗教性」で報告した「臨床に回帰する宗教者：災害ボランティアから生まれた「臨

床宗教師」研修」をもとに加筆したものである。
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What�kind�of�spiritual�care�worker�is�
rinshoshukyoshi?：Through�the�comparison�with�

clinical�psychologist
OHMURA�Tetsuo

In the aftermath of the 2011 Tohoku earthquake and tsunami, while a lot of 

religious people were engaged in volunteer activities, the cross-religion volunteer 

communities were mostly noted. Their activity became the basis for discussions 

about the possibilities of training of the religious professionals, who could work in 

public spaces, and in 2012 Tohoku University started an endowed lecture course for 

rinshoshukyoshi （臨床宗教師） - the Japanese analogue of chaplain. The 

rinshoshukyoshi is a professional, who provides spiritual care not only in disaster 

areas, but in a wide range of public spaces like hospitals and retirement homes. 

Comparing rinshoshukyoushi with clinical psychologist, who provides mental care, 

the following features have been revealed.

１．After the disaster, the grief-stricken disaster victims needed religious leaders 

who could hold a memorial service for the dead more than clinical psychologists 

who could provide mental care for the living. 

２．While clinical psychologists concentrate on the survivors, rinshoshukyoshi or 

any other religious leaders can provide religious care for the dead (e.g. memorial 

services) and by means of that they can provide grief care for the survivors.

３．In the religious care practices, the clothes or the symbols that can prove the 

identity of a religious leader play an important role. However, in public spaces they 

can be unacceptable, therefore there is a problem of balancing between the 

effectivity of rinshoshukyoushi and the neutrality.

４．Clinical psychologists can perform psychological assessment, diagnose a 

pathology and offer an appropriate psychotherapy or medical treatment. This is 

exactly what rinshoshukyoushi just can not do.
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