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イラン・イスラーム共和国の 
緩和ケアセミナーとスピリチュアルケア

On the Palliative Care Seminar and Spiritual Care in the Islamic Republic of Iran

上智大学グリーフケア研究所特任准教授

葛西　賢太
Kenta KASAI

2019年3月1日から2019年3月7日まで、国際医療福祉大学成田看護学部の細谷幸子准
教授と、上智大学大学院実践宗教学研究科博士課程後期に在籍する井口真紀子医師と、
私・葛西との三名で、笹川平和財団の助成を受けて、イラン・イスラーム共和国に渡航す
る機会を得た。イランの古都イスファハーンにある、イスファハーン医科大学での緩和ケ
ア支援事業（細谷准教授がコーディネート）の締めくくりに緩和ケアのセミナーがあった
のだが、そこでの話者として、井口医師は日本での在宅医療、葛西は日本の緩和ケアにお
けるスピリチュアルケアについて話すよう求められた。笹川平和財団は中東世界の女性の
活躍を応援する活動を続けていて、その一環として、緩和ケアについて学び合う研究集会
に私たちが招かれたのだった。イスファハーンでは緩和ケア/在宅ケアの現場の見学や、
スピリチュアルケアを萌芽的にはじめている大学教員と意見交換をする時間が得られ、彼
の仲介で宗教都市ゴム（コム）の二つの研究機関でのスピリチュアルケアや社会貢献の実
践について聞く機会も得られた。
イラン・イスラーム共和国は、中東というよりもアジアの反対側の端に位置し、歴史的

にさかのぼればペルシャという大国に行き着く。民族的にもアラブ人とは異なり、またそ
のような自負を保ち、宗教的にはイスラームの多数派のスンニ派ではなくシーア派を奉じ
る。文字はアラビア語から導入しているけれども、ペルシャ語表記のため独自の工夫を加
えている。じゅうたんやピスタチオなどの産物は日本人にも親しみがあるが、多くの日本
人はしばしばイランとイラクを混同し、私たちが危険な戦乱の地を訪問したと誤解される
ことも多かった。だが、イスファハーンの人々の民心は穏やかで礼儀正しく、治安も安
定、町も清潔で美しく、そして経済統制の中で自給自足を徹底して意外にも豊かさを享受
していたことを、強調しておきたい。
細谷准教授はすでにイランとは数十年の交流を持つ。それに対して、井口医師と葛西

は、初めてのイラン訪問である。イランのイスラーム、医療、スピリチュアルケアについ
て知りうることには限界がある。しかしながら、二つの理由で、本誌『グリーフケア』の
読者に渡航から学び得たことを語る意義があると考えられた。そのため、本件についての
三本の掲載という、事実上の「特集」扱いをお許しいただくことになった。
第1の理由は、親日国であり、また、国民のメンタリティも日本人に近いイランでの緩
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和医療・スピリチュアルケアについて知ることが、日本での緩和医療・スピリチュアルケ
アを実践するもの・学ぶ者にも有意義な比較の視点を与えてくれると期待されることだ。
これは日本人の目が向きがちな欧米の事例とはちがう角度から、日本人に多くのことを気
づかせてくれると期待される。
第2の理由は、日本に在住する外国人が増え、また外国人を受け入れる方向に日本が舵

を切ったことだ。すでに、ムスリム／ムスリマ（イスラーム教徒の男女）を患者として受
け入れ、宗教的戒律にどう配慮するかを悩んだ経験を持つ日本の医療者が増えている。上
智大学グリーフケア研究所がイスラーム世界に目配りすることは、遠くない未来に確実に
活かされると考えられる。ただしいっぽうで確認しておくべきことは、イスラーム諸国間
での文化の差異は多数派と呼ばれるスンニー派でも大きく、そして今回訪問したイランは
少数派である。過去にサウジアラビアやエジプトのイスラームを目にする機会のあった葛
西にとって、イランのイスラームはまた別のものであった。その差異をここで正確に踏ま
えて論じることができない限界を先にお断りし、今後の研究や実践の課題があることを示
唆するに留めたい。
以下、三名による報告の流れを示す。また、三名の敬称や肩書きは以下では省略する。

葛西は導入として、緩和ケアセミナーでの細谷講演・井口講演・葛西講演の概略を日本語
で述べ、また、二人のスピリチュアルケア実践者から私たちが学んだことを手短に報告す
る。ついで、井口が、医師として在宅医療の日イ比較観察、イスラームの善行観をさぐり
ながらのスピリチュアルケアのあり方の日イ比較を試み、そこから井口が考察し得た範囲
で示唆を述べる。最後に細谷が渡航事業の概略と文脈を俯瞰しつつ、イランの緩和ケア/

スピリチュアルケアの現状について報告する。おそらく、葛西、井口の二人が詳細には踏
み込めず、むしろ率直な印象を報告し、読者がほどよく疑問をあたためた後に、細谷の章
を読む方が、細谷の詳細の説明が活きると予想するからである。

イスファハーン医科大学での緩和ケアセミナー

イスファハーン医科大学は、古都イスファハーン郊外にあり、看護助産学部一つとって
も、東京の私大など足もとにも及ばぬ広大な敷地をもつ。大学構内に入ってから、看護学

部にたどりつくまで、車で数分かかったと
記憶している。大学は開学50周年を迎え、
12,000人以上の学生が在籍しているという。
看護助産学部は学術雑誌を刊行し、研究セ
ンターを持ち、1,500人の学生と84人の専任
教員を揃え、リプロダクティブヘルスのよ
うな分野にも取り組んでいる。なお専任教

緩和ケアセミナーの様子
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員のひとりは、学部を超えた共通科目で医療倫理を教えるが、後述するスピリチュアルケ
アの実践と教育も担当する。イスファハーン地域の医療をこの大学が統括するほか、アフ
ガニスタンからの難民の健康状態の改善も同医科大学が取り組んでいるという。
二日間のセミナーは、クルアーンの朗唱と、イラン・イスラーム共和国の歴史と現在を

讃えるショートビデオからはじまった。イスファハーン医科大学学長のスピーチでは、緩
和ケアはコミュニティに根ざしながら諸学が連携（triangulation）する出会いの場である
こと、そして、平和と健康（Peace and Health）はともに神様からの贈り物であるから、私
たちは大切なその贈り物に取り組もう、というメッセージが伝えられた。笹川平和財団の
田中伸男会長は、今年が日本・イラン国交90年目にあたること、財団でも2009年からイ
ランの事業を始め、とくに女性の活動の支援ということに取り組んできて、今回のセミ
ナーが一つの帰結であることをよろこびたい、と祝辞を述べられた。
事実上のイントロダクションは、日本側のコーディネータである細谷によってなされ

た。細谷は、昨年のセミナーを含めたここ数年のイランでの在宅医療・看護について学び
深めるプロジェクトと、そこから見えてきたイランの終末期医療・緩和ケアの課題をコン
パクトに提示した。彼女は財団事業に先立って、イランで訪問看護事業に関わりながら、
自宅で生活する患者を支援する仕組みづくりに長く取り組んできた。2014年にはテヘラ
ンにあるエマーム・ホメイニー病院とテヘラン医科大学とともに脊髄損傷の人たちを支援
する共同プロジェクトを実施した。家庭生活に大きな危機をもたらされた人たちに対する
看護支援で回復した脊髄損傷者の事例を写真で示され、家庭生活への配慮を含めた看護支
援の意義を実証された。第二に、ジェンダーに関連した研究として、家庭の核をなす母で
あり娘である女性のがんが家庭生活にもたらす影響についての研究の概略を示した。最後
に、教育プログラムとして、昨年今年の看護師や学生を対象としたセミナーの内容を要約
された。
渡航中のスケジュール上、二日間の報告のすべてを聴くことはできなかった。初日の印

象に残っている数点を取り上げたい。マリヤム・ラスーリー博士（女性、イラン保健省看
護局長）は、イランにおける緩和ケアの現状を、患者とその家庭にも目配りする取り組み
を語られた。がん対策基本法直後の日本のように、医師や看護師の研修の機会を設けた
り、病気の悩みを家庭の秘密として抱え込みがちになるので患者・家族教育を重視したり
という切実さが感じられる報告であった。
一方で、アフマド・レザー・プールガーデリー博士（男性）のような、緩和ケアやがん

の治療制度全体をシステム論的に俯瞰しながら、国全体が制度全体の整備に計画的に取り
組むことを訴える報告もあった。
イランで在宅緩和ケアを最初に始めた団体のMACSA（ALA Cancer Prevention and Con-

trol Center）の長であるハマユーン・ナージー・エスファハーニー博士（男性）からも報
告があった。慈善団体がイランの医療においてとても重要なのは、宗教的な慈善がとても
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重視され、年に一度慈善行為が奨められる祭礼が断食月末など定期的にあるイスラーム世
界では、医療のようなお金がかかりまた貧困者を支援する広汎な活動を慈善団体がになう
からだ。イランの病院死の現状を踏まえて、慈善団体が重要な役割を負っていること、在
宅ケアへの期待が大きいこと、だが、ボランティアや患者・家族への啓発教育がこれから
重要になってくることが指摘された。

日本の在宅医療―井口講演

井口講演は、自身の父親が油田開発プラントのため長期間単身赴任していた、「遠い国
としてのイラン」に来た、という感慨からはじまった。そして、安心できる自分の家とは
どのようなものか、そこで最期を迎えたいという日本人の願いを確認する講演となった。

講演の主な論点は三つであったと思う。第
一に、イランとの大きな違いとして、日本に
は健康保険と年金という、二つの国民皆保険
のシステムが存在していること。病院死対在
宅死の比率が、1970年代に病院死が多くな
り、今、在宅死の良さを活かしてそれを逆転
させようと取り組んでいること。
第二に、NHKワールドで英語放映された
自クリニックの訪問医療の実際を動画で紹介
し、病院での治療と在宅医療のコンセプトと
の違い、両者の実践での違いを比較された。
医療機器が小型化して持ち運べるようになっ
たので多くの治療が在宅で可能になっている
ことを、写真を使って示された。病院での医
療と在宅医療との大きな違いとして、病気の
治療を目指すか日常生活のQOLをサポート
することを目指すか、対象とするのが病気か
個人か、また、参与するチームが専門分化し
た医療スタッフか、複数の専門分野をこなせ
るスタッフかの違いがあると説明された。
第三に、家は日本人にとって心理的なふる
さとで安心できる場であることを、先祖供養
と関連付けて示された。ついで、「病院（2

割）よりも家で死にたい（7割）」という人

在宅医療と病院医療、理念の比較

日本人にとって「家」がもつ意味

どこで死にたいか
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が日本人には圧倒的に多いことをデータで見せ、病院に匹敵するケアが可能であれば在宅
を尊重する流れになりつつあること、そして、自身が取り組んだ女性患者さんの事例とし
て、あるご夫婦の最後の過ごし方を紹介された。
大病院の先進医療とは別の、一件一件の家にオーダーメイドの医療を届ける、別の形で

の先進の医療が、日本でどのように行われているかを、日本人にはあたりまえの諸制度を
日本人以外にも理解できるように噛み砕き、共有する講演であった。

日本の緩和ケアにおけるスピリチュアルケア―葛西講演

最初に、自己紹介を兼ね、上智大学グリーフケア研究所の人材養成講座について説明し
た。日本での終末期患者への傾聴のあり方を
一事例の形で紹介、現代日本の政治経済的な
状況と医療、宗教のあり方について触れ、最
後に、宗教は人間にとってどのような役割を
もっているかを問いかける、という五部構成
とした。
上智大学のスピリチュアルケア教育は、米
国の臨床牧会教育に基づいていること、上智
はイエズス会が母体のキリスト教大学だが、
このトレーニングは宗教宗派にとらわれない
形で行われ、他宗教の信者も無宗教者も受け
入れている（でもカトリック信者が多めにい
る）、傾聴者自身の価値観や信念・信仰を自
覚することが重視されていること、グループ
ワークをとおして多様な価値観を受け入れる
トレーニングをすることなどを簡単に確認し
た。
イラン渡航に先だって、日本で傾聴者とし
て活躍している方々にお願いし、活動内容に
ついて聞かせていただいた。そこでうかがっ
た複数の事例を、終末期患者への傾聴の形に
再構成したものを提示した。難しい癌が進行
している男性に対し、家族は暗い話を避け
て、最後の帰宅の希望を切り出しても受けと
めてもらえないという設定である。傾聴者は

上智大学での傾聴者の訓練

患者が主体

価値観をきちんと確認する
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彼の気持ちを引き出す。傾聴者が仲介者となる選択は熟考のすえ放棄し、彼自身で伝えた
いという意思を支援する選択を紹介した。刻々と進展する病気と、周囲の動揺の中で、患
者自身の気持ちもゆすぶられる。傾聴とは、ただ聞くことではなく、患者の揺らいでいる
未定型の気持ちを集めて、一つの形をとるように支援することでもある。そのためには、
方向付けを控え、柔軟な問いの形を工夫することが必要である。そして、患者がどのよう
な選択をしてもその選択に同伴する決意を傾聴者が示す。
日本の政治的経済的な背景としては、がんに罹患した議員が身を挺して実現した2006

年のがん対策基本法と十年後の改訂により緩和ケアを実践する体制を日本の医学界が整え
ようとしたこと、がんに並んで日本人の三大死因とされる心臓疾患や脳血管疾患について
は緩和ケアは適用されていない（まもなく心臓疾患には対応することが決まった）、また
病院格付けの要件として諸宗教に対応できる傾聴者の確保が挙げられていること、2015

年の時点で国内289の緩和ケア病棟に42人の宗教的な傾聴者がいるが、そのうち常勤は10

名であること、などを示した。非営利ではあるが経営を成立させなければならない日本の
病院と、寄付による経済の支援で廻るイランの病院との比較も問いかけた。

日本の宗教事情。日本は世俗的な社会だ
が、無宗教社会とはいえない、ということ
を、戦後の政教分離理念や教育、宗教事件に
起因する宗教不信などに言及しつつも、「無
神論者」と称する日本人は10％以下である
こと、いっぽうで相当数の日本人が霊魂の存
在を信じていることなどをあげた。日本人の
宗教的態度として不可知論（agnosticism）と
特徴づけられるのではないかと提案した。

不可知論は、究極的真実（神その他の神聖な存在や超自然的な力の存在）の真偽はわか
らないし、わかり得ない、と慎重に留保する世界観である。これは神の存在を真っ向から
否定し、非存在証明をなそうとする無神論（atheism）とは区別されるべき態度であり、
むしろ正反対の、神に対してずっと問い続ける前向きな態度、そしてひょっとするといつ
かは真理にたどりつけることがあるかもしれないという希望を持った態度である。このよ
うに私は不可知論を説明した。
そして、不可知論に基づく日本のスピリチュアルケアとは、先の終末期の患者さんの例

でいえば、患者さんに「提案」し、「応援」するために「そばにいる」とともに、患者さ
んの自己発見をお手伝いして患者さん自身の最後の願いを遠慮なくかたちにできるよう
に、宗教的な先入観や前提を手放して患者さんの宗教や価値観を聞くこと、と述べた。
「患者さんが思っていることを遠慮していえないという問題は、イランの方々にもあるの
ではないでしょうか」と、会場に問いを投げかけてみた。

不可知論
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最後に、宗教やさまざまな価値観が私たちの社会にもたらすプラスとマイナスを例示し
て考察に供した。それは、スピリチュアルケアが、宗教的資源の活用を前提する、ある種
の人工宗教といえる側面をもつからである。宗教は良い人間や良い社会のモデルを示すけ
れども、一方で義務感や道徳的葛藤や罪責感をもたらす面もある。不可知論には、宗教の
（用いられ方のもつ）好ましくない面を緩和する機能もあるので、諸宗教や無宗教、さま
ざまな価値観が出会う（日本の）スピリチュアルケアの現場には適した態度だと考えられ
る、このように締めくくった。日本人である葛西にとって、不可知論というのは神の存在
の有無などを知らないだけでなく、相手の宗教観や（無宗教的な）価値観も知らないとい
う前提で臨む日本のスピリチュアルケアを象徴するキーワードとしても有意義であると感
じられた。
講演の内容はさほど目新しいものではないかも知れない。だが、日本におけるスピリ

チュアルケア・グリーフケアの実際について、日本人なら説明不要なことを、異文化に通
じる観点から説明を補いつつ英語での表現を考えることは、刺激的な取り組みであった。

二人のスピリチュアルケア実践者との出会い

イスラームの世界において、スピリチュアルケアとはどのようなことを行いうるのだろ
うか。
当初私が想像していたのは、あくまでも聖典クルアーンや、預言者ムハンマドの言行録

からの引用とその解釈から引き出される励まし、そしてイスラームの軸である相互扶助の
精神の体現、であった。イスラーム法では生活の細部にわたって規定があり、また、ムス
リム・ムスリマの正しいあり方についての推奨がある。スピリチュアルケアもイスラーム
法を踏まえて展開するのなら、それはどのような実践になるのだろうか。今回、二人のス
ピリチュアルケア実践者に出会い、二人の在宅医療の現場に立ち会わせていただき、（言
語の制限があるなかではあったが）みることができた部分を報告したい。
スピリチュアルケア実践者のひとりは、イスファハーン医科大学で医療倫理を教える助

教のセイエド・ルーホッラー・ムサヴィザーデ博士（イスラーム倫理学）である。彼が同
僚との共同研究で著した著作については、細谷の章に詳細を譲る。印象深かったのは、ム
サヴィザーデ氏がスピリチュアルケアを志した理由である。もともとイスラーム倫理学を
志していた彼は、血液疾患専門医が病院でパストラルケアを実践していることに興味を持
ち、臨床経験をイスファハーンで積みながら、宗教都市ゴムでイスラーム学と医療倫理と
を統合する博士論文としたとのこと。イスラーム学を踏まえながらもより臨床的なものに
したいという関心が強く、たとえば当時、小児がん患者にはスピリチュアルケアは不要と
考えられていたが、そのような先入観を打破して、弱者のところに届くスピリチュアルケ
アを模索した。現在はWHOの2002年の緩和ケア定義を踏まえ、イラン国内でも、緩和ケ
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ア、スピリチュアルケアに対する関心は高まっている。
特筆すべきは、医学部生や看護学生のもつ専門職としてのプライドが、日本とは異なる

ところだ。たとえばイランでは看護師は「下の世話」をせず、それは別の用務者が担い、
看護師は「もっと専門的なこと」をする。男女が基本的に身体接触をしない（握手を含め
て）ので、医療や看護においても男女の分掌があり、それゆえに女性専門職は女性にしか
できない仕事をになうという独得の発言権の強さを持ち、また、看護学部の学生は男女が
ほぼ同数である。

専門職としてのプライドにどうスピリチュ
アルケアの実践を乗せていくか、ということ
について、看護助産学部でもさまざまな取り
組みをしているという。四年生が大学でグ
ループワークをし、患者さんの立場になって
ものを考え、実際に病院に行き、患者さんの
声を聴いて自分のあり方を見なおす、という
ような授業実践をされている。ただ、グリー
フケアはこれからの課題で、まだ未定着とう
かがった。
ムサヴィザーデ氏たちが千人以上のスピリ

チュアルケアを実践した経験を踏まえて制作されたテキスト（慈善団体マクサの助成を得
ているので、本の中央にそのロゴがある）については、他の4冊と合わせ、細谷の章で内
容が既述される。
実践者のもう一人は、シャーヤーン・ターヘリーザーデ氏。サラセミアという地中海・

中東地域に多い遺伝性の血液難病の当事者青年のひとりであり、本業は救急隊員で、スピ
リチュアルケア実践者としても活動している。彼を含むサラセミア当事者が、権利回復の
ため、そしてアイデンティティ確認のため実践している運動については、細谷の論文に詳
しい（Hosoya 2019）。難病なのだが、「信仰によって救われ」、そして、「人生を楽しみ自
分を大好きになろうと決めている」ために、自転車レースのようなスポーツ競技にも参加
する陽気な青年だ。滞在中は私たちの運転手を引き受けてくれ、そして、当事者団体を
リードする活動家らしく、医科大の教員たちの中にも分け入って友人のように話をする。
数年前に同病の婚約者を医療事故で失ったことを話してくれ、胸が詰まった。
彼が医科大学の医療倫理の授業でゲストスピーカーをする場にわれわれも招き入れても

らった。聴講する看護学生の半分は男性だ。イランでは看護師は「女の仕事」ではないの
だ。彼が、サラセミアの患者としての自分の苦しみ、サラセミアに関連して抱える複数の
疾患、高カルシウム血症で生死の境をさまよったこと、信仰（イスラーム）に支えられた
こと、患者のための活動家でもある自分の役割、看護に関わる人びとの使命、という話を

「なぜ私が？」「スピリチュアルケア入門」



■  177  ■

する。「サラセミア患者は重荷を背負うので、
道徳的にも導きが必要。だから、自分は皆さ
ん看護師の仕事はスピリチュアルなもの、宗
教的に意味のあることだと思っている」と。
のちに在宅医療の現場にも同行したおり
に、彼が「スピリチュアルケア」を実際に行
う場を目の辺りにした。在宅医療の現場で
は、医師も定番のお祈りを朗々と唱える。そ
して、ターヘリーザーデ氏はなんの遠慮もな
くやさしく患者に話しかけ、患者のお祈りへ

の抵抗や神様への距離感を言葉にさせ、そして神様や信仰との再結合をやさしく提案して
いく。
イランにおけるスピリチュアルケアは現在、彼らのような開拓者により実践的研究が蓄

積され、その成果も複数出版され、今後の展開が期待される。内容は訪問・傾聴とクル
アーン朗唱だが、患者や家族に対し傾聴的で尊厳をもった態度でなされ、また傾聴頻度も
まめである。CPEを軸にした傾聴とは異なる、よりイスラームの価値観に即した形が模索
されていると思われる。
ペルシャ語の能力がいたらぬゆえに、両名のスピリチュアルケアについて克明に報告で

きないのが残念である。読者は、井口・細谷の章と併読して実践を想像頂きたい。
私たちは ｢（諸）外国では……｣ というとき、ついつい欧米だけ、あるいは欧米にアジ

アを加えただけで論じがちである。なんらかの形で、この萌芽的なイスラームのスピリ
チュアルケアについて、私たち上智のプログラムとの比較研究が展開できないか、可能性
をさぐってみることは、私たちの視野を広げ日本でのケア実践を豊かなものとしてくれる
と確信する。ただしそこでは、イスラーム諸国間の多様性を視野に入れていく必要があ
る。｢イスラームでは……｣ というとき、おそらく見落とされるものを拾い上げるための
重要なヒントを、少数派のシーア派にほんの少し触れただけの私たちも得ることができ
た。今回はそのささやかな報告にすぎない。
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