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原著論文

抄　録
日本では終末期医療を中心に，スピリチュアルケアの議論と実践の蓄積がされてきたが，それは宗
教的ケアとは切り離した形で進められてきた。では，非信者に対して宗教者による宗教的ケアは不要
なのか。本稿では，宗教系病院における死亡した非信者患者及びその家族へのケアの一端を明らかに
し，病院における宗教者による非信者患者や家族へのケアの意義や可能性，さらには「無宗教」と言わ
れる日本人の死生観や宗教性の一端について示唆を得る。
天理よろづ相談所病院，キリスト教系病院A及びB，あそかビハーラ病院で活動する宗教者計23名
に対し半構造化面接を行った。非信者患者の死後の「死者へのケア」としては，天理よろづ相談所病
院およびあそかビハーラ病院では宗教者によるお見送りが，キリスト教系病院A・Bでは希望に応じ
たチャプレンによる葬儀の司式が行われていた。また，その家族へのケアとしては，キリスト教系病
院Aでは月1回の遺族の分かち合いの会が，キリスト教系病院Bでは遺族カウンセリングが行われて
おり，あそかビハーラ病院には院内の仏堂への遺族によるお参りの例があった。
これらの実践からは，「無宗教」を自認する多くの日本人とって，死後の世界や故人の魂につながる
ために必要な存在が「宗教」ではなく「宗教者」であることが示唆される。これまで地域コミュニティ
においてなされてきた宗教者による「死者へのケア」及び悲嘆者である遺族が「死者へのケア」をでき
るように宗教者が関わる「『悲嘆者の死者へのケア』をケアすること」が，病院付き宗教者に新たに求
められるようになっていることが明らかになった。

Abstract
In Japan, spiritual care practices and discussions are carried out primarily in the field of end-

of-life care, and wherein spiritual care has normally been separated from religious care. Then is 
religious care by religious people for non-religious people unnecessary ? In this article, we focused 
on what kind of care is provided by hospitals with religious origins to non-religious patients when 
they died. 
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We conducted semi-structured interviews with 23 religious people who work for Tenri Hospital,  
Christian-based hospitals A and B, and Asoka Vihara Hospital. As cares for non-religious patients 
who died in Tenri Hospital and Asoka Vihara Hospital, religious people conducted farewell 
ceremony. At Christian-based hospitals A and B, chaplains conducted funerals if there were 
requests from the patients. As grief care for bereaved families, Christian-based hospital A held 
a support group for the bereaved families once a month and Cristian-based hospital B provided 
counseling for bereaved families. Some bereaved families visited Asoka Vihara Hospital to 
worship the deceased.

From these practices, we can say that many Japanese who identify themselves as being 
“non-religious” nonetheless want to connect with the world after death or the soul of the dead, not 
via “religion” but rather “religious people.” “Care for the dead” and “care for bereaved to ‘care for 
the dead’” are the roles which were once performed in the local community. From this research, 
these are now the new roles required of religious people in hospitals.

キーワード：宗教的ケア，スピリチュアルケア，非信者，チャプレン，臨床宗教師
Keywords :  religious	care,	spiritual	care,	non-believer,	chaplain,	interfaith	chaplain

緒言
1．背景と問題の所在
宗教系病院において，信者である入院患者の宗
教的儀礼・儀式を執行する役割を担っていたのが，
チャプレンなどと呼ばれる施設付き宗教者である。
彼らは日々の礼拝・ミサ，洗礼式や葬儀等を執り
行い，患者の病床を訪問し，その苦悩に耳を傾け，
その宗教・宗派に基づいた対話をしたり祈りを捧
げたりする。伊藤は病院に施設付き宗教者がいる
意味として，「『医療は患者の病気にだけ関心があ
るのではなく，患者の全人的存在に関心がある』
という基本的な考え方が大切にされ，『病院は患
者の人間存在そのものと向かい合う姿勢を整えて
いる』ということがチャプレンの存在を通して具
体化された」（伊藤2010）と述べている。米国にお
いてはその後，非信者である患者の苦悩にも耳を
傾けるようになる中で，布教伝道を切り離し，教
会から一定の距離を取ったチャプレンが誕生する
ようになる（伊藤2010）。
日本においても宗教系病院を中心に，それぞれ

の病院の理念に基づいて病院付き宗教者が配置さ
れていたが，統一の資格や教育システムは存在し
なかった。それが終末期患者の抱えるスピリチュ
アルペインを含む患者への全人的ケアが唱えられ
るようになり，1980年代以降，宗教者や医療者を
中心にスピリチュアルケアの議論と実践が蓄積さ
れてきた。「無宗教」を標榜する人が多い日本にお
いては，宗教的儀礼・儀式の執行や，特定の宗教・
宗派の教義に基づいた対話といった布教伝道につ
ながる宗教的ケア活動をスピリチュアルケア提供
者の活動から切り離し1），スピリチュアルケア提
供者も宗教者に限定されない形で養成が進められ
ていった2）。日本スピリチュアルケア学会での資
格認定が2012年に始まり，非宗教者であり，宗教
的ケアを行わないスピリチュアルケア提供者も
多く誕生している。
では，「無宗教」者への宗教的ケアは不要なのか。
東日本大震災以降に公共空間で布教伝道をせずに
心のケアに携わる臨床宗教師が立ち上がり，期
待が集まっている。その背景には，布教伝道への

1  宗教的ケアとスピリチュアルケアの違いについては，谷山の提示したモデル（谷山2009）がわかりやすく，広く受け入れられている。
2  アメリカでは病院チャプレンを養成するClinical Pastoral Education（臨床牧会教育）を受講するためには所属する宗教団体からの推薦が必
要であるが，日本スピリチュアルケア学会による認定教育プログラムは，いずれも特定の信仰を持っていることや，宗教団体からの推薦を受
講の条件とはしていない。
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警戒感と，しかし非信者による宗教者からのケア
ニーズがあることが窺われる3）。そこで，筆者らは
日本スピリチュアルケア学会の人材養成と資格認
定や臨床宗教師が登場する前から宗教者による非
信者へケアの蓄積がある宗教系病院において，宗
教者は非信者にどのように関わっているのかを尋
ねるインタビュー調査を行った（山本2019,	葛西
2020,	打本 2021出版予定）。その中で，宗教者で
あることが重要な意味を持つ非信者へのケアとし
て再確認されたのが，非信者患者が死亡した際の
宗教者によるお見送り，葬儀執行やお墓の相談，
その後の家族へのグリーフケアといった，死者の
慰霊・供養・追悼等による死者及びその家族への
ケアである。そこで，本稿では特に，宗教系病院
における死亡した非信者患者およびその家族への
宗教者によるケアについて検討する4	）。

2．�病院における宗教者による死亡した患者への
ケアに関する先行研究
キリスト教系病院チャプレンの活動の一部と
して，葬儀の執行に触れている研究としては，深
谷らの一連の研究がある（柴田・深谷2011,	深谷
20 11,	深谷・柴田20 13）。首都圏および関西圏の
キリスト教系の9病院への調査（深谷20 11,	柴田・
深谷20 11）では，うち6病院が葬儀を行っており，
条件を付している場合，付していない場合，積極
的に行う場合があるという。条件を付す例はある
程度のキリスト教の信仰を求めるのに対し，付さ
ない例はキリスト教信仰への理解は求めず，本人
の精神的安定のみを目的としており，積極的に行
う場合は葬儀を伝道の機会と捉えているなど，葬
儀の執行の仕方に非信者への向き合い方が現れて
いる。また，九州地方のキリスト教系2病院への調
査（深谷・柴田20 13）でも両病院ともに葬儀の執
行をしており，キリスト教系病院の多くが死亡し
た患者へのケアとして葬儀の執行をしていること
がわかる。

一方で，臨床宗教師の倫理綱領（2016）および倫
理規定（2016）では布教・伝道を目的とすることを
明確に禁止し，宗教的ケアについてもかなり慎重
な姿勢を取っており，臨床宗教師は死者供養を介
して既存の寺檀関係を乱すことのないよう戒めら
れている。臨床宗教師のケアについて大村（2019）
は，布教・伝道と多重関係を避け，地域の宗教者と
の良好な関係を維持するためには，臨床宗教師の
立場と宗教者の立場は同時に存在し得ないと述べ
る。宗教者は宗教的儀礼の実施などの宗教的ケア
を行い，生者である信者のケアだけではなく，供
養などのケアによって死者のケアをし，さらには
死者のケアを通した生者のケアができ，それは宗
教者のみが特権的に行えるケアだと指摘する。し
かし僧侶である臨床宗教師が葬儀等の儀式を行う
ことは地域の既存の寺檀関係を損なうもの5）とし
てトラブルに発展する可能性もあることから臨床
宗教師は宗教的ケアの実施を控えるよう要請され
るのである。それでもケア対象者からは死者のケ
アや死者を通した生者のケアができる者として見
られるために，直接的な宗教的ケアを行うことな
く，ケアの中に潜在的な宗教的ケアが働くと大村
（2019）は述べる。
青山らの研究（2017）では，全国の緩和ケア病
棟で宗教的背景のある施設の方が患者の望ましい
死の達成度が高い理由として，病院に宗教的背景
があること，宗教者がいることが，直接的な宗教
的ケアや意識的なスピリチュアルケアだけでなく，
「宗教的な話のしやすさ」を生み出していると指
摘している。まさに大村の述べる潜在的な宗教的
ケアである。
以上より，非信者に対する宗教者ならではの
ケアとして，葬儀という直接的な宗教的ケアと，
「それができる人」という期待による潜在的な宗
教的ケアがあることが確認できた。キリスト教系
病院では伝道目的で葬儀を行う者，伝道目的では
なく患者・家族の精神的安定を目的に葬儀を行う

3  臨床宗教師がいかにして誕生したかは，藤山（2020）に詳しい。
4  今回対象とした病院の他に，立正佼成会附属佼成病院でも調査を行った（葛西2020）。ただし，佼成病院で活動する宗教者の場合，看取りや死
者供養には直接関与する例がほぼ皆無であることを確認しており，本稿の対象からは除外している。

5  墓地や納骨を受けていた菩提寺より，臨床宗教師の所属する寺院へと，檀家が移籍するなどが想定されている。

死亡した非信者患者及びその家族への宗教者によるケア
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者がいる一方で，地域コミュニティとの良好な関
係を維持するために，僧侶である臨床宗教師は，
ケア対象者のための葬儀等の宗教的ケアは自身で
は行わない規定があることがわかった。

3．研究目的
天理よろづ相談所病院，キリスト教系病院A，
キリスト教系病院B，あそかビハーラ病院におい
て，宗教者が非信者の患者に対してどのようなケ
アを行なっているのか，各病院で活動する宗教者
に対し，聞き取り調査を行った。その中でも死亡
した非信者患者及びその家族に対するケアに注
目し，宗教系病院における宗教者による非信者患
者へのケアの一端を明らかにする。それによって，
病院における宗教者による非信者患者や家族へ
のケアの意義や可能性，さらには「無宗教」と言わ
れる日本人の死生観や宗教性の一端についての
示唆を得る。

4．用語の定義
本稿で用いられる「ケア」という言葉は，非常に
多義的な意味を持つものである。医療や福祉に関
わる領域においては，「ケア」は何らかの「依存的な
存在」を援助する社会的行為や関係として定義さ
れる6）。一方で，英語のcareには「世話，看護，介護」
といった行為のレベルだけでなく，「関心，注意」と
いった認知のレベルも含まれる。そうした広義の「ケ
ア」について，メイヤロフは「相手が成長すること，自
己実現することを助ける」ことと定義する（Mayeroff	
1971=1987）。本稿においては，このメイヤロフの定
義を採用しつつ，ケアの対象である「相手」に死者を
含む。我々は死者を葬り，弔うという行為を通じて，
死者を「不在」から「死者という存在」へと変容させ
てきた7）。我々の死者への態度は，生者に対する
ものと同様に「死者としてのその人らしさ」を助

けるものであり，それが「死者へのケア」と定義
される（﨑川2012）。
また，宗教的ケアとスピリチュアルケアについ
ては，宗教的ケアはスピリチュアルケアに含まれ
るとする論者もいれば，両者を別のものとする論
者や，別のものとしつつ重なり合う部分がある
とする論者もおり，定まった定義はない8）。本稿
においては，宗教的ケアを「特定の宗教が持つ
教義，礼典などの宗教の資源を用いて行われるケ
ア」，スピリチュアルケアを「相手のスピリチュアリ
ティに寄り添い，生きることを支えるケア」とする。
さらに，本稿における非信者とは，特定の信仰
を持たない者及び病院で活動する宗教者から見た
場合に他宗派・他宗教を信仰している者をいい，
中でも特に特定の信仰を持たない者は「無宗教」
者9）とした。

方法
1．調査対象
本研究では，日本スピリチュアルケア学会の人
材養成・資格認定及び臨床宗教師が登場する前か
ら独自に宗教者の活動の蓄積がある宗教系病院と
して，キリスト教，仏教，新宗教系病院を取り上げ，
その中でも宗教者の活動の実績の蓄積のある以下
の4病院で活動する宗教者で，活動に関する理解
が深く，その人なりのケア理念が確立され，経験
や実績のある者を対象とした。なお，病院によっ
て宗教者の呼称が異なるが，本稿では各病院で用
いられている呼称を用いた。
キリスト教系病院Aはカトリックの病院で，病
床数100床弱の小規模病院であり，2名（男性1名，
女性1名）の宗教者（本稿ではチャプレンA，シス
ターAと記載）が主に緩和ケア病棟でパストラル
ケアを行っている。患者のベッドサイドを訪問し
ての患者・家族のケアの他，デイルームでのティー

6  例えば上野（2011）は「依存的な存在である成人または子どもの身体的かつ情緒的な要求を，それが担われ，遂行される規範的・経済的・社会的
枠組のもとにおいて，満たすことに関わる行為と関係」という定義を挙げている。

7  「死者」を不在ではなく存在とみることの意味については，波平（2004）や若松（2012）に詳しい。
8  日本においては，主に窪寺（2009）や深谷（柴田・深谷2011），大下（2005）が宗教的ケアはスピリチュアルケアに完全に一致するものではない
としつつも含まれるという包括構造を考え，谷山（2009）や伊藤（2010）は両者を重なり合うところを認めつつも区別する，一部が重複する構
造を立てる論を展開してきた。

9  阿満（1996）は日本人の無宗教は，創唱宗教への無関心であり，日本人は熱心な「自然宗教」の信者であると述べる。そうした観点から，本稿で
は無宗教者ではなく「無宗教」者と表記する。
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サービス，ミサ等のキリスト教行事の執行を行っ
ている。また，毎月1回，緩和ケア病棟で死亡した
患者の遺族との分かち合いの会を開催している。
キリスト教系病院Bはプロテスタントの病院で，
病床数200床程度の中規模病院であり，1名（男性）
の宗教者（本稿ではチャプレンBと記載）が主に緩
和ケア病棟で活動する。患者のベッドサイドを訪
問しての患者・家族のケアや礼拝，その他のキリ
スト教行事を執り行っている。また，当院で死亡
した患者の遺族に限定しない形での遺族カウンセ
リングも行っている。どちらの病院も患者のほと
んどが非信者である。キリスト教系病院ではこの
3名を調査対象とした。3名の勤続年数は 5年以上
である。
あそかビハーラ病院は京都府城陽市にある浄土
真宗本願寺派を背景にした病床数28床の完全独
立型の緩和ケア病棟である。浄土真宗本願寺派の
門徒の少ない地域であり，患者のほとんどが非信
者である。仏教精神を理念とし，調査当時は5名
のビハーラ僧が勤務していた。患者の居室訪問や
仏堂での朝夕の勤行を執り行う他，患者が死亡し
た場合は希望に応じて「お別れ会」を行なっている。
勤続年数3年以上の者 3名（男性）を対象とした。
天理よろづ相談所病院は奈良県天理市にある
病床数700 床を超える大規模総合病院である。
天理教の理念に基づき，医学と信仰と生活の3側
面からの全人的医療を掲げている。信仰に関す
る部署である事情部では，全国の天理教教師の中
から委嘱された講師が活動を行っている。緩和ケ
ア病棟を有する病院であるが，その活動は緩和ケ
ア病棟に限定されず，了解を得た全入院患者を訪
問し，対話と病気平癒を祈る「おさづけの取り次
ぎ」を行っている。外来や電話・手紙相談，朝夕
のおつとめ等も実施している。また，当直勤務も
あり，患者が死亡した場合は事情部講師が24時間
いつでも霊安室でのお見送りを主導する。患者の
約 8割は非信者である。調査当時 79名いた事情
部講師のうち70歳未満で活動年数 5 年以上の者
17名（男性11名，女性6名）を対象とした。

2．調査方法
キリスト教系病院A及びBのチャプレン及びシ
スターに対しては2019年9月に，あそかビハーラ
病院のビハーラ僧に対しては2019年3月に，天理
よろづ相談所病院の事情部講師に対しては2017
年11・12月に，それぞれ90分～120分程度の半構
造化面接を行った。インタビューは個別に行い，
了解を得て録音した。
主な質問項目は，①病院付き宗教者となった経
緯，②非信者へのケアを含む活動の実際及び③課
題である。本稿では，特に②に含まれる死亡した
非信者患者およびその家族へのケアを取り上げる。

3．分析方法
集められたインタビューデータは，テーマご
とにまとめ，その関係等を検討する主題分析
（Riessman,	2008）を行った。録音した記録を文字
起こしし，主な質問項目として挙げた各項目に対
する語りに分けてトランスクリプトを作成する。
繰り返し読み直すことでテクスト全体を理解した
上で，重要と思われる箇所にラベリングをしてい
き，それぞれのトランスクリプトに横断して現れ
るテーマを抽出し，共著者と共に議論しながら比
較検討を行う。本稿では，質問項目②非信者への
ケアを含む活動の実際から抽出されたテーマとし
ての「死亡した非信者患者へのケア」及び「死亡し
た非信者患者の家族へのケア」について検討した。

4．倫理的配慮
本インタビュー調査は，天理医療大学研究倫理
審査委員会の承認を得て行った（通知番号第113
号）。対象者には調査目的及び内容，参加は自由意
志に基づくものであり，いつでも参加を取りやめ
ることができること，調査に参加することで不利
益を被ることはないこと，収集データは厳重に管
理し研究が終了したら破棄すること，調査結果を
発表する際には個人が特定されることがないよう
にすることを口頭及び書面で説明し，同意を得た。
なお,対象者個人が特定されない形で病院名を公
表することについて,同一病院の全対象者から了
解を得られた場合については,病院名を記載する
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こととした。

結果
1．死亡した非信者患者へのケア
死亡した非信者患者へのケアとして，霊安室で
の宗教者によるお見送り，「お別れ会」の開催，葬
儀の執行の3種類のケアがあった。なお，対象者
の語りの引用は“　”（ダブルクォート）で示す。

1.1�霊安室での宗教者によるお見送り
天理よろづ相談所病院では，入院患者が死亡し
た場合，霊安室で事情部講師が患者の到着を待ち，
患者のお見送りを主導する。当直の講師もおり，
遺族等から断られない限り，全ての死亡した患者
のお見送りを事情部講師が行っている。生まれ変
わりの教理に基づいて，事情部講師が病院を代表
して挨拶をする。死亡した患者のこれまでの人生
を“お疲れ様でした，ありがとうございました”と
ねぎらい，“ゆっくりお休みください，遺されたご
家族をお守りください，そして少しでも早く，ま
たこの世にお戻りください”と患者に語りかける
のである。天理教の信仰を持たない者に対しても
“それ（天理教）しか知らないから”と“天理教では
こう教えられています”という言葉を添えて上述
のような挨拶をする講師もいれば，相手の信仰に
合わせて“仏様のもとでどうぞゆっくりお休みく
ださい”	“どうぞ天国に”などと言葉を変える講師
もいる。これは布教目的ではなく，天理教の教え
に基づいて運営されている病院としてできる，“御

み

霊
たま

さんに対しての最高の敬意の表し方”なのだと
言う。当直で初めて会う患者，救急で運ばれてき
てそのまま死亡した患者などもいるが，とにかく
“その人の生きた証に対して最高の敬意を示す”
というのだ。講師の挨拶の後，担当の医師と看護
師の挨拶が続くが，自然とそれも家族だけでなく
患者本人に向けての挨拶になるという。講師が述
べたところによると，ここに医療者しかいなけれ
ば，その挨拶は遺された家族に向けてのものとな
るところ，“我々は遺族に挨拶をするのではなく，
亡くなられた方の魂に挨拶をする”ということで
あった。宗教者だからこそできるお見送りである

と自負していることがわかる。そして，「そこに居
るのはご遺体ではなく亡くなられた方である」と
みなしてのこうしたお見送りの形について，同席
した家族について“「ご遺族も喜んでくださる」「悲
しみの中にも喜びが出てくる」と聞いたことがある”
と講師は語っている。

1.2��「お別れ会」の開催
　あそかビハーラ病院でも，ビハーラ僧が葬儀を
行うことは檀家獲得のための布教伝道とみなされ
やすく，患者の菩提寺である仏教寺院との関係悪
化につながるために決して行わない。ただし，“葬
儀に代わるものではないけれど”と言いながら，
30分程度の「お別れ会」を本人や家族に希望を確
認した上で行っている。現在はオンコール体制を
取っていないため，夜間に死亡した場合は，「お別
れ会」を希望する家族に退院を朝まで待ってもらっ
て実施することもあるという。「お別れ会」を行う
時間がない場合に読経のみを行うこともある。身
寄りのない患者の場合，	“何もしないというのは
寂しい，せっかくお坊さんがいるんだから，みん
なでお参りしよう”というスタッフの希望で「お
別れ会」が行われている。
　病室で行なわれることもあるが，通常「お別れ会」
は仏像が安置されている院内の仏堂（ビハーラホー
ル）で，ビハーラ僧が家族やスタッフと共に読経し，
ビハーラ僧，医師，看護師が挨拶をする流れで行
なわれる。患者と関わりの深かった管理栄養士や
ソーシャルワーカーが加わる場合もある。ビハー
ラ僧は仏教の話を交えつつ，患者の言葉や様子を
振り返る挨拶になるという。「お別れ会」は浄土真
宗の患者に限らず，希望する他の宗教・宗派の患
者の場合も同様に行っている。信者獲得の意図は
ないため，仏教の話も浄土真宗の話ではなく，“超
越的次元の話”，“死後にも継続していくようなつ
ながり”の話を中心にしているという。

1.3�葬儀の執行
天理よろづ相談所病院やあそかビハーラ病院で
は葬儀の執行はしていないが，キリスト教系病院
A及びBでは患者からの依頼があれば，チャプレ
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ンが葬儀を司式している。どちらの病院でもキリ
スト教式の葬儀になることの了解は得るが，入信
を求めてはいない。
キリスト教系病院AのチャプレンA	は“結構，
お葬式を引き受けてやってますね。まさに信者じゃ
ない方なんです”，“信者の場合は，自分の所属の
教会があるので，亡くなったら，その教会へだい
たいご遺体を運んで，その教会の神父が司式しま
すんで，大体私に葬儀を頼む人は，そういうクリ
スチャンじゃない人で，でも，ここで最期まで診
てもらって，ここで葬儀もしてほしいというような，
いわゆる家族葬というパターンだったらというこ
とでね。結構何回か。” と述べている。多くはホス
ピス病棟に入院し，チャプレンと親しくなる中で
“私の葬儀，チャプレンしてくださいよ”と直接頼
まれるが，中にはチャプレンとの交流は少ない患
者からも看護師を通じて頼まれることがあると言
う。“ここでしてほしいというのに，多分，街のほ
うでしたくない”と言うのがあるのだろうとチャ
プレンAは述べている。また，親類縁者の少ない
患者の場合，隣接する修道院のシスターに参列し
てもらって大勢で見送ることができ，“シスター
らにお祈りしてもらった”と喜ばれるという。また，
シスターAによると，親類縁者がいなくて生活保
護を受けているような患者の場合，葬儀だけでな
く教区の墓地を紹介したこともある。
キリスト教系病院 Bは墓地（納骨堂）も有して
おり，死後にそこに入る患者もいる。キリスト教
系病院Aと同様に，チャプレンBに葬儀を依頼し
てくる患者はほとんどがクリスチャンではない。
やはりクリスチャンの患者は自分の所属教会で葬
儀を行うからだ。墓地についてはキリスト教式の
納骨堂で毎年墓前礼拝をしていること，葬儀につ
いてはキリスト教式ですることの了解を得られれ
ば，誰でも構わないという。
チャプレンはそこでの入信を求めておらず，そ
のことについてチャプレンBは “確かにキリスト
教の，いうなれば布教の場になるわけですけど，
それよりもその方のやっぱり悲嘆とかのケアにつ
ながればっていうのを先に考えてしまうので，後
なんですよね，私にとって布教的な要素が”と述

べており，布教よりもケアを優先している結果と
して非信者への葬儀の執行があるとの見解を示し
ている。
実際，どちらの病院でも患者の洗礼を行うこと
はあるが，本人の意思を繰り返し確認するなど，
非常に慎重に行っており，非信者に対して布教を
しようという意識は非常に低い。チャプレンBは
患者の求めに応じて一緒にお経を読むこともある
といい，“相手の大事にしているものを大事にし
ていきたい”と自らの姿勢を述べている。チャプ
レンAも“私がまず，キリスト教にならなくって
もいいじゃないかっていうようなもの，根本的に
ある”，“その人が自分の人生の生き方を自分で選
んでやってるんだから，それは神様は認めてくれ
るだろうっていうふうにも思うから”と述べてい
る。同様にシスターAは“ご先祖様にも仏様にも
お祈りしますからね，イエス様にもお祈りしてい
いですか？”と言ってお祈りし，“ご先祖様，お願
いします，何々さんは一生懸命，皆さんのもとに
行くために努力しています，助けてあげてください”
と話したりお祈りしたりするという。患者や家族
の大切にしていることを大切にする中で，葬儀の
執行や墓地の紹介もあることがわかる。

2．死亡した非信者患者の家族へのケア
死亡した非信者患者の家族へのケアとしては，
遺族の分かち合いの会の開催と，遺族カウンセリ
ングの実施，お参りに来る遺族への対応の3種類
のケアがあった。天理よろづ相談所病院では死亡
した非信者患者の家族へのケアは行われていな
かった。

2.1�遺族の分かち合いの会の開催
患者の死後，遺された家族のケアについて，キ
リスト教系病院Aでは毎月1回，病院で死亡した
患者家族を対象にした遺族の分かち合いの会を開
催している。第一部を「祈りの会」として院内の
チャペルで行っている。チャプレン主導で賛美歌
を歌い，聖書を読み，チャプレンが話をする。故人
への手紙を書いたりすることもあると言う。そし
て第二部は会議室に場所を変えて，お茶を飲みな
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がら近況やその時々の想いの分かち合いをしてい
るという。クリスチャンではない遺族が “「チャ
ペルで心落ち着いていいわ」「心が穏やかになる」”
と，第一部の「祈りの会」が好評であるという。

2.2�遺族カウンセリングの実施
キリスト教系病院Bでは遺族カウンセリングを
行っている。その対象を病院で死亡した患者家族
に限定しておらず，割合は半々程度といい，カウ
ンセリングの件数は増えているという。そのこと
について，チャプレンが葬儀をし，病院の納骨堂
に入られるとそこで家族ケアができるために，遺
族カウンセリングが必要にはならないという。入
院日数が短くなっていることによる入院中の家族
ケアが不十分であることと，葬儀が短くなり，直
葬が増え，葬儀をしない人もいて，そうした方が
カウンセリングに来ている印象があるとチャプレ
ンBは語っている。その上で，チャプレンが行う
遺族カウンセリングに来る人は“死後の世界との
つながりがそこでバッて生まれてて，「それはやっ
ぱ（心理）カウンセラーじゃ駄目」っておっしゃる
方が結構多いんです。宗教者じゃないとこんな話
できない。”と言うようである。“死後の世界の話
を共有していくような形でのサポート”が必要な
ケースがあると言うことだ。

2.3�お参りに来る遺族への対応
あそかビハーラ病院では，数は決して多くはな
いが，命日や月命日に院内の仏堂にお参りに来ら
れる遺族がいるという。その際には，お参りの前
後にビハーラ僧が故人の思い出等を語り合う。

考察
1．死亡した非信者患者へのケア
天理よろづ相談所病院での「お見送り」に非信
者であっても肯定的な反応を示す遺族がいるとい
うことや，あそかビハーラ病院での「お別れ会」や

キリスト教系病院での葬儀の例からは，人が死亡
した際には何らかの儀式が重要な意味を持つこと
がわかる。死者を葬り，弔うのは，死者をあの世に
送り出す儀式であると同時に，死者に呼びかける
ことを通じて，死者を死者として存在させるため
のものでもあり，それを﨑川は「死者へのケア」と
呼ぶ（﨑川2012）。故人を死者として存在させる
ことと，死者をあの世に送ることを通して「死者
へのケア」がなされるのである。
天理よろづ相談所病院では，事情部講師は天理
教の教理に則って死者に話しかける。天理教の教
理そのものを同席している家族が理解しているわ
けでは必ずしもないと思われるが，「死者に挨拶
をする」ことにより，死者を「不在な者」ではなく「死
者として存在」させることになる。医療者だけでは，
患者ではなく家族への挨拶になると事情部講師が
述べるのは，医療者だけでは死者は「不在な者」と
して扱われることになるということであり，しか
しそこに事情部講師がいることで，死者を死者と
して存在させることになり，医療者もそれに従っ
て「存在する死者」に挨拶をするようになる。﨑川
（2012）は，グリーフケアは「『悲嘆者の死者への
ケア』をケアすること」をその内奥に孕んでいる
と述べるが，講師が「死者へのケア」を行うことに
よって，医療者も「死者へのケア」ができるように
なっており，まさに「『悲嘆者10）の死者へのケア』
をケアすること」が実現している。そして，同席し
た家族の反応からは，こうした「死者へのケア」を
見届けることは，遺された家族にとってのグリー
フケアになっている可能性も示唆されている。
そして伝統的な（時に形骸化した）「家」が所属
する宗教（多くは仏教の）宗派の作法に則った葬儀
ではなく，親しくなった宗教者に送ってもらいた
いというニーズがあることがキリスト教系病院の
例からはわかる11）。家族葬が増え，従来の仏式の
葬儀や墓地だけでなく，自然葬など，故人の希望
にそった自由な葬儀や埋葬の形が増えている（村

10  ここでの「悲嘆者」には，担当する患者を見送った医療者も含まれる。
11  寺檀関係の侵食になりかねないために仮に患者からの要望があったとしても仏教系病院では回避する葬儀の執行について，キリスト教系病

院では要望に応じることが可能なのは，患者あるいはその家族が属していた菩提寺側が気分を害している可能性は否定できないが，キリス
ト教病院の宗教者側がそれを気にかけないためである。
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上2018）。最期の時間を共に過ごし，親しい間柄
になった病院の宗教者に信者でなくても葬儀を依
頼することも，この流れに位置付けられる。特に
都市部では宗教者とのつながりが希薄化する中で，
「親しい宗教者に，親しい場所で見送ってもらい
たい」と言う願いと，「親しくもない宗教家に送っ
てもらうのはイヤだ」と言う両方の思いが含まれ
るようである。「無宗教」者であっても，人が死亡
した際には何らかの死者をあの世へと送る儀式が
必要とされることがある。伝統的な葬儀はどんど
ん簡素化されており，最近では「終活」の一環とし
て故人が生前に「自分らしい葬儀」をデザインす
ることも珍しくなくなっているが，今回の例では
形式にはこだわらず自分の家の宗教とは異なって
も構わず，しかし親しい宗教者が求められている。
死亡した人をあの世に送るのは，超越的存在では
なく宗教者個人だからであろう12）。信者にとって
は，宗教儀礼の「形」は非常に重要なものである。
チャプレンBは布教伝道の意識は非常に低く，普
段は平服を着て，患者との対話においてもチャプ
レンからキリスト教の話をすることはまずないと
いう。しかし，洗礼の時など，クリスチャンの方へ
の儀礼儀式では形を“ものすごく大事に”すると
言う。そして牧師として期待される「権威」を壊さ
ないように気を付けている。一つ一つに教義的な
意味がある故に，それを大切にすることが重要で
ある。それに対し，いわゆる「無宗教」の者は一つ
一つの「形」に特別な意味を見出すことはない。故
に，葬儀がキリスト教式であっても構わない。む
しろ，司式してくれる「人」が大事である。だから
こそ，会ったこともない葬儀会社が紹介する僧侶や，
関わりのほとんどない菩提寺の僧侶よりも，最期の
時を一緒に過ごし親しい存在となったチャプレン
に葬儀を頼むのではないだろうか。故人を死者と
して存在させたり，故人をあの世に送ってくれたり
するのは，超越的存在ではなく，宗教者個人なので

ある。それ故に，極論すると形は何でもよく（親し
みのある形であるに越したことはないだろうが）そ
の宗教者のやり方，形でしてくれたらそれで良い
のである。あそかビハーラ病院の「お別れ会」も同
様の意味を持つものとして理解することができる。
死亡した患者のお見送りに携わることは，日常
における宗教者との関わりが希薄になっている現
代において，病院付き宗教者だからこそできるケ
アの一つと言えよう。

2．死亡した非信者患者の家族へのケア
遺族ケアは必ずしも宗教者の存在が必須なもの
ではない。しかし，キリスト教系病院A及びBの
遺族ケアの事例からは，日常においてはなかなか
話しにくい「死後の世界」の話をしたり，故人を思
い出し，故人に話しかけたりという「死者へのケア」
を悲嘆者である遺族がする場として，チャペルの
ような宗教的空間や宗教者が求められていること
がわかる。宗教者に求められている役割が，まさ
に「『悲嘆者の死者へのケア』をケアすること」（﨑
川2012）なのである。個人的には「無宗教」者であっ
ても，宗教離れが言われるようになって久しい現
代においても，死後の世界や死後の魂を完全に否
定することはせず 13），「死者へのケア」ができる存
在として宗教者が認められ，期待されている。

結論
本研究からは，日本人の多くが死後の世界や死
者の魂の存在を否定することができず，遺族の多
くが死者を不在な者としてではなく死者として存
在させることや，死後の世界や故人の魂が存在す
ることを前提にした対話を求めていることが示唆
された。そして「無宗教」を自認する多くの日本人
にとって，死後の世界や故人の魂につながるため
に必要な存在は組織としての「宗教」ではなく，そ
の権能を持つ「宗教者」であることが示唆された。

12  佐藤（2015）は，中世には来迎図に代表されるように仏が死者をあの世に送ってくれるとされていたのが，近世には死者は墓にとどまる存在
とされ，神仏の存在が不要になったと論じている。遺族が定期的に死者と交流する（弔い続ける）が，それ以外の時に墓で死者が寂しくない
ように墓は寺の境内に設置されるようになったが，「特定の宗旨の篤信者を別にすれば，近世社会では死者が眠る寺院の宗旨が問題にされる
ことはなかった」と述べている。現代では「弔い続ける」ことが困難になり，永代供養墓が増え，その機能も寺に任されるようになっている。
また，葬儀における僧侶の役割について，井藤（2008）は「故人を生の世界から死の世界に恙無く送り出す専門職」と述べている。

13  NHK放送文化研究所（2020）が2018年に行った調査によると，神または仏を信じると答えたものは47%，あの世を信じると答えたものは
11%であり，宗教や信仰に関するものを何も信じていないと答えたものは32%であった。
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自身は信じていなくても，自身が信頼する宗教者
の方法で死後の世界や故人の魂につながろうとす
るのである。しかし，日常生活において宗教者と
の関係は希薄化しており，初めて親しくなった宗
教者が病院付き宗教者であるという例も少なくな
いだろう。「家」の宗教で葬送儀礼を行う者も，そ
の宗教宗派の教義はよく知らないという例が多く
ある。しかし，故人とつながり，弔い続けるために，
寺檀関係のある仏教寺院や僧侶を利用してきた。
同様に，利用する宗教者が身近にいない者が，病
院付き宗教者を利用しているとも言える。
病院における宗教者による非信者に対する宗教
的ケアの一つとして，「死者へのケア」及び「『悲嘆
者の死者へのケア』をケアすること」があること
がわかった。元来，地域コミュニティにおいてな
されてきたことであり，臨床宗教師の倫理規範に
あるように，病院で活動する宗教者はむしろそれ
を自制する必要ばかりが論じられてきた。しかし，
地域における宗教者とのつながりが希薄になる中
で，「死者へのケア」及び「『悲嘆者の死者へのケア』
をケアすること」という宗教的ケアが，病院付き
宗教者に新たに求められるようになった機能の一
つであることが，本研究の結果から明らかである。
確かに，本研究で明らかになった以上のような
宗教的ケアは宗教系病院だからこそできるもので
あろう。宗教的背景のない病院においては，宗教
者には遺族ケアは求められていても，葬儀やお見
送りといった直接的な宗教的ケアは求められてい
ないことが谷山の論考（谷山他2020）からもわか
る。とはいえ，「死者へのケア」及び「『悲嘆者の死
者へのケア』をケアすること」の担い手として，引
き続き宗教者が求められるのであれば，宗教的背
景のない病院においても，病院付き宗教者による
なんらかの「死者へのケア」への関わりが今後求
められるようになる可能性はあろう。
最後に，本研究の課題を挙げる。本研究は，宗教
者へのインタビューのみで構成されており，患者
や家族への調査は含まれていない。また，調査し
た病院数も限られている。今後，今回の結果をさ
らに検証していくために，患者・家族への調査や，
更なる病院への調査が求められる。

付記
調査にあたってご協力いただきました病院の
皆様方には，心より感謝申し上げます。本研究は，
JSPS科研費JP18K00093の助成を受けて行った。
本論文は日本宗教学会第79回学術大会パネル発
表「病院における亡くなられた非信者患者への宗
教者によるケア」の発表を基に内容の補訂を行い，
原稿化したものである。本研究に関し，開示すべ
きCOI関係にある企業等はない。
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