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〈研究論文〉

オンラインでの傾聴の学びが示唆するもの
——遠隔スピリチュアルケアの可能性を考える——

葛西賢太 1

要旨
2020年の新型コロナウィルス感染症の大流行は，オンラインでの遠隔心理支援を余儀なくさせた．
遠隔心理支援は不自由もあり，対面での支援より劣るとされることが多いが，有用な次善の代替手段
である．また，遠隔心理支援の実践例では，対面での支援にまさる有効性すら示され，心理教育やスー
パービジョンへの応用も期待できる．オンラインならではのスピリチュアルケア者養成方法の探究と
して上智大学グリーフケア研究所のオンライン開講経験を共有した．オンラインでも失われるべきで
はないスピリチュアルケアの中核・本質が，他者との困難かつ限りある出会いを通しての，生の意味
と時間の再発見を支援することであると示した．

キーワード：遠隔心理支援（TeleMentalHealth），新型コロナウィルス感染症（COVID-19），スピリ
チュアルケア，上智大学グリーフケア研究所，スーパービジョン

1.　新型感染症と対面演習の困難
本稿は，2020年の新型コロナウィルス感染

症（COVID-19）の大流行を受けて，密接な人
的交流や対話が困難になる中での，上智大学グ
リーフケア研究所での対応経験の共有と，その
経験を踏まえた試論である．以下の二つのこと
を意図している．第一に，私たちの経験を共有
することによって，今後の同様な事態に備える
ことである．第二に，傾聴者養成のトレーニン
グやスピリチュアルケアが，対面で行えずオン
ラインでの実施に代わったことを通して，オン
ラインでのケアと学びの特性を確かめ，ケアと
学びの中核は何であるかを再考することであ
る．なお，本稿は上智大学グリーフケア研究所
の公式の見解ではなく，あくまで一教員による
試論にすぎない．
中華人民共和国の武漢市に由来するとされた

インフルエンザ様の新型の感染症について，日
本国内初の感染者が2020年1月16日，国内最
初の死者が2月13日に確認されている．呼吸
器症状として肺炎や肺血栓症を呈する，新型コ
ロナウィルス（SARS-Cov-2）は，強い感染力
を持つ上に潜伏期間が比較的長く，感染者が感
染に気づかずにウィルスを拡散させることで，
世界中で膨大な感染者と死者をもたらした 1）．
医療機関はもとより，あらゆる公共の場が，す
べての人を感染疑義者として扱い，人の出入り
を制限し，検温と手指消毒とマスク着用を求め
るようになった．医療機関は感染者対応という
課題を背負い続けたまま，一年以上走り続けて
いる．空気感染・飛沫感染・接触感染を食い止
めるために，他人と密接なかかわりをするよう
な諸活動を徹底して避けること（「ソーシャル
ディスタンス」）が呼びかけられた．病院や高
齢者施設は，患者家族を含めた人の出入りを大
きく制限した．

2020年4月に日本国内で発せられた緊急事
態宣言では，学校の休校やオンライン授業への
切り換え，企業の自宅勤務あるいは時差通勤へ
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の切り替え，全国民の外出・移動自粛などが求
められた．いっぽうで，緊急事態宣言の合い間
の観光支援・旅行推奨政策や，2020年夏に予
定されていた東京オリンピックの延期・開催を
めぐる是非など，感染予防政策には混乱が続い
ている．外出自粛を強いられることによって，
家庭内暴力や虐待に苦しむ人は逃げ場を失い，
依存症や精神疾患に苦しむ人の症状悪化などが
指摘されている．
対面での人との密接な交流が難しくなり，私
たち上智大学グリーフケア研究所においても，
グループワークによる演習も，外部の医療機関
や福祉施設での実習にも困難が生じた．
以下では，まず，私たちがこの事態を検討し
た末に，オンラインでの開講を決断した経緯を
紹介する．そして，その判断の一つの基準と
なった先例としての遠隔心理支援の長所と短
所，さらに，実際に行われた演習で得た経験と
学びに言及する．そして，この事態の中で，オ
ンラインでのスピリチュアルケアの学びを行っ
た経験はどのような示唆を私たちに与えてくれ
るか，どのような可能性が開かれるか，スピリ
チュアルケアでもっとも中核にあり重要なもの
は何かを考える．

2.　上智大学グリーフケア研究所の取
り組み

2.1　人材養成講座
上智大学グリーフケア研究所は，援助修道

会の高木慶子が聖トマス大学に設立した日本
グリーフケア研究所が前身である．2009年大
阪で人材養成講座を開設，2014年からは四谷
と，二つのキャンパスで，傾聴者の養成を行っ
てきた．毎週水曜日の座学講義と隔週土曜日の
グループワークによる演習が行われていた 2）．
イエズス会によって設立された上智大学はカト
リック精神にもとづく他者との協働を一つの柱
とする大学 3）である．グリーフケア研究所で
は，必修の「キリスト教人間学」に加え，「自
己省察」「世話」「導き」を実践的に学ぶ臨床牧

会教育（Clinical Pastoral Education）に，死生
学・比較宗教（学）的な視点を統合している 4）．
臨床牧会教育は，米国では，医療のみならず
産・学・軍とさまざまな分野で活動する傾聴者
であるチャプレンを養成する方法論だ．キリス
ト教神学校での実践的な教育に由来するもので
あるが，現在ではユダヤ教や仏教やイスラー
ム，あるいは無宗教のチャプレン養成で採用さ
れている．単に話を聴く訓練というより，聴く
自分の立ち位置を確認することによってよりよ
く聴く態度を養うことに焦点が当てられてい
る．
通俗的には，傾聴とは「無条件で」「無になっ

て」聞くこととみなされることが多い．だが人
間は実際には，他者の話を聴くときの気分や価
値観に左右されてしまうし，「無」どころか勝
手に沸いてくるさまざまな感情に圧倒されたり
話を歪めて聞いたりする．このような自身の価
値観や根深い無意識の信念を承知したうえで聴
く態度の学びを私たちは提供しようと考えてい
る．対面での濃密なグループワークで聴きあ
う——スピリチュアルケアを経験する——こと
を通して 5）．

2.2　緊急事態宣言にグリーフケア研究所はど
う対応したか？

2020年4月に緊急事態宣言が発せられ，そ
れまでも一部の通信教育・遠隔授業などに用い
られていたビデオ会議システムが，多くの教育
機関で，通常の授業でも用いられるようになっ
た．中でもZoom Video Communication社の
Zoom Meetingは，操作が平易で多くの大学が
導入した 6）．上智大学も教員たちに講義用の
Zoomアカウントを購入付与し，ビデオ会議シ
ステムを利用した授業実施，講義録画の提供な
どを行えるようにした 7）．
演習科目の担当教員の間では，2020年度は人

材養成講座の開講を見送るという考え方が当初
は強かったと認識している．4月17日，研究所
内での討議の結果，大学の方針に則りつつオン
ラインでの開講を決め，以下の発信を行った．
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上智大学では，新型コロナウィルスの感
染拡大防止の観点から春学期の授業を原則
として全面的にオンライン授業を実施する
ことを決定いたしました．この決定を受
け，当研究所でも検討を重ねた結果，本学
の運用に準じて，グリーフケア人材養成講
座の春学期の授業も同様に全面的にオンラ
イン授業にすることにいたしました．
グリーフケア人材養成講座の目的を考え
ると，教員と受講生および受講生同志が触
れ合う教育機会が必要であることは言うま
でもありません．しかし，このような未曽
有の事態においても，さまざまな喪失によ
るグリーフ（悲嘆）を抱える個人や共同体
に対して，スピリチュアルケアを学ぶ重要
性を鑑み，オンライン授業ならではのケア
のあり方も学習できる環境を提供していく
ことといたしました．
（2020年4月24日，受講生宛の発信文書．

強調は原文のまま）

「オンライン授業ならではのケアのあり方」
を「学習できる環境」を提供するために，具体
的には，以下のような方針を決めた．
• 対面での講義および演習を春学期は行わず，

4月開講を6月開講に遅らせて，オンライン
での講義・演習を行う 8）．
•	演習についてはビデオ会議システムZoom 

Meetingを使用し，動画収録は行わない．
• 座学については同時中継とともに動画を収録
し，一定期間に限り複数回視聴できるように
する（Zoom MeetingおよびYoutubeで視聴
者を受講生に制限して公開）．
• 受講生にオンライン受講に必要な接続環境の
説明を行い，また，オンライン受講に必要な
サポートを個別に行う．
• 本年度受講するか否か（休学または退学）の
最終判断は受講生が行う．休学期間には制限
があるが，今回の休学については，通常の休
学期間としてはカウントしない．
• 事前準備のための講義と技術的な説明動画を

事前提供する（Youtubeを使用）．オンライ
ンでの演習の長所と短所を，遠隔心理支援の
観点から説明する講義動画を開講前に提供す
る．（後述の（1））
• 受講サポートとして，すべての受講生を対象
とした，オンラインでの集団面談あるいは個
人面談，接続練習を開講前にスケジュールす
る．（後述の（2））
• 学外での実習機会の模索は継続する 9）．
• 長時間の演習ではとくに，休み時間を多めに
確保し，疲労蓄積を軽減するよう心がける．
とくに強調したいことは3点である．（1）「オ

ンラインでの演習の長所と短所を，遠隔心理
支援の観点から説明する動画を開講前に提供
する」ことと，（2）「すべての受講生を対象と
した，オンラインでの集団面談あるいは個人面
談，接続練習を開講前にスケジュール」したこ
と．そして，（3）教員およびチューター（補助
教員）が，オンライン演習のトレーニングを，
自主的に，何度も行ったことである．
（1）については次節で詳述する．対面で行う
演習をオンラインにしてしまうことで，グルー
プワークに大切なものが欠けてしまわないだろ
うか，という懸念に対して，欠けるものと保た
れるものを明確にすることで，誠実な回答を事
前にしておきたかったためである．そして，長
年の蓄積がすでにある遠隔心理支援という分野
に，私たちがチャレンジするのだと伝えて，受
講生の動機を支えたいと願っていたためであ
る．
（2）の「すべての受講生を対象とした，オ
ンラインでの集団面談あるいは個人面談，接続
練習をスケジュール」は，研究所事務職員がか
なりのエネルギーと時間を注入して可能になっ
た．あらかじめ，Zoom Meetingを利用したオ
ンライン演習に必要と思われる接続環境を説明
し，研究所の方針を伝えつつ，全員の接続環境
を調査確認した上で懸念や疑問も電話で聴取
し，5月に三週間ほどの期間に教員との面談を
スケジュールした．グリーフケア研究所の264
人の受講生は，年齢が20代から70代まで幅広
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く広がっていた．接続可能な機材をもたない受
講生も，インターネット接続環境が条件を満た
さない受講生も，そして，オンライン会議とい
う未経験の技術に不安を覚える受講生も相当数
いた．演習を担当する三名の教員が，接続練習
をかねると期待されていたこの面談に集中的に
取り組むこととなった．
研究所からの事前説明が徹底していたので，
多くの受講生は，面談初回に無事に接続するこ
とができた．その場合は，マイクとカメラの動
作チェックを兼ねて，全員の自己紹介と，緊急
事態宣言下でどのように過ごしているか，その
ような状況におかれている自分の「気持ち」を
手短に語ってもらって，お互いに傾聴しあう時
間を持った．いっぽう，接続に困難が予想され
る受講生には電話をかけ，操作を電話で説明し
ながら，技術的な懸念点や身心面，社会的な
面，その他の個人的な不安も聴取した．一時間
近く受講生と一緒に，オンライン会議を使える
ようになるところまで取り組んだことも何度か
あった．時間がかかっても手間取っても，待つ，
一緒に取り組む，という方針を，全員で実行し
た 10）．
ケアを教える研究所が受講生に関わる姿勢を
示したこと，また自宅待機者あるいは医療者と
して緊張を強いられている受講生の声を拾い上
げ，それを教員や他の受講生も聴くという時間
を繰り返しもったことは，受講生たちの熱意や
団結を高める意義があったと確信する．またこ
の面談と接続練習のおかげで，座学の聴講につ
いてもハードルを低くできたと考えられる．
（3）については，チューター（補助教員）の
役割の説明が必要だろう．これまで，修了生の
なかから選んで，演習のグループワークのファ
シリテータを依頼してきたが，オンラインでの
演習では，さらなる役割を引き受けてもらうこ
とになった．

Zoom Meetingのようなビデオ会議システム
は多機能である．たとえば，大人数の会議を小
グループに分割する機能を用いることができ
る．けれども，実際に教室の中でグループに分

かれるのと，オンラインで小部屋にグループ分
けされるのとは，同じではない．教室の中では
見渡せば顔が見え声が聞こえる．しかしZoom
の機能では他のグループの様子がわからない．
ロールプレイなどは再設計を余儀なくされた．
また，しばしば回線切断や接続不良が起こっ
た．グループと自分自身を落ち着かせ，離脱し
てしまった受講生をどうガイドしてグループに
復帰させるか，すみやかに判断して行動できる
知識と経験が必要だった．
大阪と東京の教員・チューターは，Zoomの
機能を自主的に学んで，また頻繁に自主的なト
レーニングを重ねた．この自主トレーニング
で，教員・チューター側や受講生側に接続トラ
ブルがあったときに，焦らずあきらめずに対応
する粘り強さと，待つ強さを支えるだけの経験
と知識を学んだ．講座は2か月遅れでスタート
し，欠けた分は動画講義視聴で補った．
これは美談ではない．長時間頻回に及んだ

自主トレーニングに研修手当は付与できず，
Zoomのアカウントは大学から付与されたが，
通信費の手当てはなかった．緊急時の対応とし
て必要ではあったが，労務管理のあり方として
課題を残した．オンラインに移行しての開講に
は多くの制約があるが，そうであっても継続す
ることに意義があると決断して迷いの余地を早
期に排除した所長，試行錯誤しながらオンラ
イン講義を実践した教員たち，全受講生の状
況を把握して面談日程を組んだ研究所事務職
員，Zoomの機能を詳細に吟味し学んだ教員と
チューター，そしてこの状況を理解し甘受して
くれた受講生．全員の協力のおかげで，一年間
を終えることができた．

3.　遠隔心理支援というカウンセリン
グ経験の蓄積

3.1　遠隔心理支援の蓄積：同期型と非同期型
私たちのオンラインでの開講にあたっては，
客観的なデータを示して，受講生も判断でき，
私たちも説明責任を果たして納得して演習に臨



— 27 —

葛西：オンラインでの傾聴の学びが示唆するもの

めるようにしたかった．グループワーク中心の
演習と，心理支援とは同じとはいえないが，と
もに密度の濃い傾聴のかかわりを前提とする類
似点に着目し，心理支援の場合はどうか考えよ
う．心理支援の場合，「対面の心理支援とオン
ラインでの心理支援は質が違う」のは正しい．
が，「オンラインは対面よりとにかく劣ってい
る」といった，表面的な判断には留保が必要で
ある．両者はどのように質が異なり，また，ど
のような強みと弱みをもっているのかを吟味し
ておくべきだろう．
オンラインの心理支援は米国では遠隔心理
支援（TeleMentalHealth）と呼ばれ，すでに蓄
積がある．ビデオ会議やメールや専用アプリ
などの提供手段（Delivery Modality）を通じ，
退役軍人省，学校，刑務所，病院などの提供
場所（Settings）において，心理療法，研究と
評価，スーパービジョンなどの実践領域（Tele-
health Practice Domains）について，ガイド
ラインが設定され用いられてきた（McCord et 
al. 2020: 1061–1063）（3.2および註14で詳述）．
その実践について，また有効性を示す「エビデ
ンス」についての検討も蓄積がある．ひとこと
でいえば，遠隔心理支援には対面に匹敵するだ
けでなく，場合によっては対面にまさる治療
効果がある，と遠隔心理支援についての多く
の研究は示していた（たとえばNorwood et al. 
2018: 804）．
前節で述べた，オンラインの演習の長所と短
所とを説明する（1）とは，この蓄積を解説す
る短い講義を事前にYoutubeで提供し，オンラ
イン演習は挑戦する価値があると示し，受講生
の判断材料と心の準備にしてもらうことだっ
た．私たちがオンラインでの学びに挑戦するこ
とは，感染予防のための緊急避難という事情だ
けではない．この機会に，「オンラインならで
はのケアのあり方を学ぶ」道もいっしょに開こ
うという志もある，そのように，受講生には伝
えることができた．
さて，実際にはどのような先行実践の事例
があるのだろうか？　遠隔心理支援は，同期

型（synchronousリアルタイム）と非同期型
（asynchronous長短の文章をやりとりする時間
差のあるもの）の二つに分けられる．同期型
とはリアルタイムで会話するもので，「いのち
の電話」11），あるいは，Zoom Meetingのよう
なビデオ会議型（video conference）のカウン
セリングが該当する 12）．いっぽう，メールや
SNSによる相談あるいは自習プログラム 13）は
非同期型とよばれ，リアルタイムではなく時間
差がある．
距離と時間とのずれがある非同期型だが，実
は対面とも同期型とも違うメリットもある．ク
ライエントは自分の問題について，自分自身に
ついて語りながら，自分がどのような人間であ
るかを掘り下げていくのに，対面でも同期でも
ないゆえの余裕があるのだ．そして，この非同
期型の遠隔心理支援には，やりとりの回路を限
定することで，対面あるいはオンラインの同期
型よりも，クライエントに必要以上の緊張をも
たらさないというメリットも指摘されている．
容姿や表情や顔色や姿勢や，緊張しての声のう
わずりや言い詰まり，発汗などといったことを
気にせずに，しかし心の動きを味わいながら文
字を打てばよい．文章は送信する前には何度で
も修正ができるからだ（Kappas et al 2011: 3）．
上述のような身体感覚が伴うために，掘り下げ
の作業は静的ではなく，むしろ動的な過程にな
る 14）．とはいえ，学びの場における緊張はた
だ取り除かれればよいというものではない．臨
床現場における緊張との乖離が少ないことは，
学びの質を保つために重要である．
同期型を考えるための例として「いのちの電
話」の特性を考えたい．電話というメディアは，
「音声情報のみに限定されたもの」と思われが
ちだ．そして，自殺予防を目的としながらもそ
の場にはいない電話相談ということを考えると
き，電話線はあまりに心細く頼りない印象を持
つだろう．けれども，電話で相談をしたことの
ある人は，電話のスピーカーが耳元に当てられ
て相手の声が耳元で聞こえ，マイクが口元に来
ることで自分の声が相手の耳元に届くコミュ
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ニケーションの形態が，むしろ対話での面談よ
りもしばしば濃いものであると納得してもらえ
るだろう．これは，通常であれば，耳元でささ
やくような，きわめて親密な者の距離，いわば
「愛する者しか入ることを許されない距離」だ．
話者とのあいだに強いラポールを築くことが可
能な距離である．実際に，注意深く，音調，声
音，雰囲気，間，話題の変化，涙（鼻が詰まっ
たりむせんだりする）に注意し，自分の側の声
音などにも心を配ることによって，多くの情報
をやりとりし，問題なく深い傾聴が電話でもで
きるというカウンセラーもある．この人物は，
危機を抱えているクライエントの場合には，姿
がみえない方がクライエントの負担が少ないこ
ともあることに留意すべきだと述べる（Padeski 
and Siegel 2020）．電話というメディアを介し
た潜在的な共鳴があるからこそ，「いのちの電
話」が成り立っているともいえる．

2011年の東日本大震災ののちには，愛する
人を喪った悲嘆を抱える人びとに，あるいは，
仮設住宅や強制移転先で不安を抱える人びとの
支援に，多くの専門家やボランティアが取り組
んだ．「いのちの電話」のような匿名の受電型
支援のほか，福島県立医科大学を中心とした被
災者へのアウトリーチ型電話支援も展開された
（前田ほか2020: 6–12，またPart1）．
このように，オンラインで話を「聴く」とい
う実践には，すでに一定の経験蓄積があるとい
える．それらを踏まえて，オンラインでの学び
に，まずは「期待できそうなもの」を考えてみ
ることは，無駄ではあるまい．この経験蓄積に
ついて，もう少し検討する．

3.2　遠隔心理支援実践のためのガイドライン
このような遠隔心理支援を実践するための
ガイドライン（アメリカ心理学会2013）をア
メリカ心理学会が会員向けに作成していた 15）．
世界中のSARS-Cov-2の感染の広がりに対処す
るため，2020年にガイドラインは非会員にも
一般公開された．日本心理学会の有志が，アメ
リカ心理学会の了承のもとで邦訳したものであ

る．（アメリカ心理学会2020）
このガイドラインは，開拓的な技術である遠
隔心理支援を行うにあたり，2013年の時点で
留意が必要と思われる事柄を提案した文書であ
る．SNSの影響などに現在はよりいっそう配慮
する必要がある．また，SARS-Cov-2感染爆発
のように，遠隔心理支援への全面的な移行が必
須となる事態は想定されていなかった．そのた
め，アメリカ心理学会やその他の心理支援・
医療支援を行っている団体が，先駆者による
経験共有や助言の情報を追加で公開している
（Padeski and Siegel 2020）．
ガイドラインでは，遠隔心理支援にクライエ
ントが適合しているかどうかの判断から，カウ
ンセラーの能力に関わる問題，情報セキュリ
ティや法律的な判断に至るまでの広範な配慮項
目が挙げられていて，確実に行うにはかなりの
注意が必要である．また，ガイドラインの要件
をすべて満たせば問題ない遠隔心理支援ができ
るという保証はなく，未見の問題も予期されて
いる．
そして，ガイドラインに載っていないことで
も，カウンセラーの判断と責任で実行すること
が尊重されている．なぜなら，遠隔心理支援は，
対面では到達できないところに手を差し伸べる
ことができるからだ．地理的に遠方のクライエ
ントのほか，戦場の兵士や，無菌室で守られた
重病患者，外出が困難な難病患者といった方々
も，そして壁を隔てた隣室であろうと，クライ
エントとして話を聞くことができる．クライエ
ントが自宅（病室）あるいはその近くで心理支
援を受けることによって，長距離の移動の経済
的身体的負担を減じることができるし，移動時
間の損失を抑えることができる．コロナウィル
ス感染症流行下の日本に視点を移せば，隣室の
クライエントとの接点は，感染予防の観点から
も有意義といえるし，オンラインでの面会・見
舞いも数多く行われたことがわかっている．

3.3　遠隔心理支援の可能性と限界
遠隔心理支援の質はどうだろうか．定量的な
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臨床研究の研究デザインの中でもっともエビデ
ンスレベルが高い無作為化比較試験（Random-
ized Controlled Trial）のメタ分析によって，
遠隔心理支援の有効性が示されている．たとえ
ばビデオ会議型のオンライン認知行動療法を対
面での認知行動療法と比べて，クライエントと
治療者との治療関係（治療同盟）の良好さと症
状改善を比較した英国のメタ分析がある．取り
上げられている研究対象の症状は，広場恐怖を
ともなったパニック障害，PTSD，気分障害，
神経性摂食障害，うつ病などである（Norwood 
et al. 2018: 801）．対面型に比べてビデオ会議型
の治療同盟の良好さは劣る（クライエントと治
療者との親近感は強くない）けれども，主要な
症状の改善という点では劣らないという．対面
が叶わない状況での障害を克服するビデオ会議
が有用であったと指摘されている（Norwood 
et al. 2018: 804）．
遠隔心理支援についてすでに存在している臨
床研究の多くがほぼ認知行動療法を対象にした
ものであるのは，現在の認知行動療法の隆盛
と，定量的な臨床研究の対象としやすい（客
観性（Objectivity），一般化可能性（Generaliz-
ability）が把握しやすい）ことなどが考えられる．
認知行動療法は，セルフケアの考え方や方法に
ついての直接的なインストラクションができれ
ば，そのあとはすぐに一人での実践を重ねるこ
とができる．認知行動療法は，（a）傾聴と，（b）
共同作業と，（c）当事者のセルフケアの方法を
教示する心理教育 16）とで，好ましい行動（実
践）を強化するしくみであるからだ．
遠隔の認知行動療法が有効であるからといっ
て，それは，遠隔のスピリチュアルケアが有効
である証拠にはならない 17）．だが，認知行動
療法と同様に，（a）傾聴と，（b）共同作業と，
（c）当事者のセルフケアの方法を教示する教育
啓発の要素は，比率は違えどスピリチュアルケ
アにもある．（c）のセルフケア教育啓発は見落
とされ過小評価されがちだが，自責からの解放
や，対応法や見通しを伝える点で重要と，筆者
は考える．

3.4　「ズーム疲れ（Zoom Fatigue）」への対応
「ズーム疲れ（Zoom Fatigue）」という言葉
が世界中で聞かれるようになった．オンライン
カウンセリングの先駆者たちは，このような疲
労にどう対応するかも公にしてくれた．彼らの
指摘は有用なだけではなく，オンラインでのカ
ウンセリングや演習に対する私たちの抵抗感を
少なからずやわらげてくれるだろう．
ア メ リ カ 心 理 学 会 のMarlene Maheuと

Shawna Wrightの両氏は，「遠隔支援の時代に
『ズーム疲れ』に対処する（“Troubleshooting 

‘Zoom fatigue’ in the era of telehealth”）」とい
うオンラインセッションの中で，「ズーム疲れ」
の正体を分析し，対策を提案している．「ズー
ム疲れ」というのは，実は，外出にも面会にも
制限がある生活に突然投げ入れられたことに対
する不適応状態…「パンデミック疲れ」ではな
いか．そして，遠隔心理支援の担い手として
は，準備する期間も与えられずに突如としてオ
ンラインでの遠隔心理支援をしなければならな
くなったこと，クライエントも同様のとまどい
の状態にあること，そのようなクライエントへ
の対応や機器の不調，自身の機器の不調や不安
定に振り回されて消耗している状態では，と述
べる．通常，オンラインでの遠隔心理支援をス
タートするためには，十分な時間をかけて準備
と研修を行うものだ．ところが今回はそれがで
きなかった．機器が不調だとそれだけで消耗
するので，インターネット回線の太さと速さ，
机・椅子が適切で，PCのカメラの高さが目の
高さに合っていて，不自然な前屈みをしなくて
よいかなども確認する．機器が順調に操作でき
るなら，やがて技術は後景化して気にならなく
なりクライエントの話に集中できるようにな
る，という（Maheu and Wright 2020）．
認知行動療法家のChristine PadeskiとRon 

Siegelは，「遠隔支援の面談をよくするヒント 
（“Practical Ways to Improve Telehealth Ses-

sions”）」という動画での教示を提供してくれ
た．彼らはこう語る．遠隔支援のガイドでも対
面のカウンセリングのインストラクションで
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も，「クライエントの目をしっかり見る」とい
うけれど，実は対面の面談でも，目を凝視する
よりはクライエントをくつろがせることを考え
るし，目は戸外に向けたり空に向けたりと言う
こともする．凝視すると疲れるからだ．オンラ
インで見つめ合うことをあえて強調してきたの
は，カメラの位置によっては顔や目がクライエ
ントとは違う方向を見ることになって不自然な
印象を与えるからだったのではないかと彼らは
いう．そして，相手の目を見つめる（Eyeball 
to Eyeball）よりは，いっしょに肩を並べた
つもりで共同作業をする（Shoulder to Shoul-
der）18）ほうがクライエントの緊張を解くこと
ができる，と提案する．また，カメラに近寄っ
たり離れたりしてクライエントから印象を聞
き，画面に大きくアップして映るのと小さく遠
くに映るのとで，どちらがクライエントにとっ
て緊張せず楽に感じられるかをクライエントに
確認するという（Padeski and Siegel 2020）．
対面ではないスピリチュアルケアはあたたか
みに欠ける印象を受けるかもしれない．だがそ
うであっても，機械を介した環境を，相対的に
あたたかくできるか否かは，ケアをする者の態
度にもよる．オンラインでの演習に抵抗を覚え
る理由のいくつかが上述した中にあったら，と
りのぞけばよい．そして，問いかけたり共同作
業したりしてつながりを確認することが，機械
の両側には尊厳をもつ人間がいるのだという確
認になるだろう．

4.　上智大学グリーフケア研究所での
経験

4.1　直面した課題と予想外の発見
オンラインでのグループワークを演習として
実践するにあたり，私たちは，受講生にいくつ
かの協力を求めた．以下に，それを挙げる．
• あわてないよう，10分程度早めにオンライ
ン会議に接続．
•	同居の家族等に漏れ聞きされることのないよ
うな環境の準備（別室，イヤホンマイク・

ヘッドセット等の使用）と，説明のうえでの
理解と協力を家族等に依頼すること．
• グループワーク中の離席は可能な限り避け
る．
• グループワークに集中できるよう，携帯電話
などは電源を切る．メモをとらない．
• 名前を漢字・かな表記にする．
• マイクとカメラをオンにする（グループワー
ク中の内職防止と他のメンバーの空気感をそ
のまま味わう趣旨）．
• 休憩時は両者をオフにし，しっかり休憩す
る．
• 表情が暗く見えにくくなるので，窓や光源を
背後にするのは避ける．
このすべてを完全に実現するのは簡単ではな
かった．たとえば初期は，Zoom Meetingの操
作に慣れていない受講生が，操作に詳しい家族
を呼び寄せて助けを求めることもあった．イン
ターネットの回線が不安定で，受講生が（時に
教員も）回線が切れてしまうことがあった（こ
れはそれぞれ努力して改善に取り組んだ）．ま
た，マイクが機能しないなどのトラブルが発生
し，皆を待たせたまま教員が対処方法を捻出す
ることもあった．だが，やがて，ほぼ全員が操
作に慣れて，時間通りにスムーズに参加をする
ことができるようになった．
対面授業なら教室内を移動したり身振り手振
りで無言で依頼したりするところだが，オンラ
インでの演習授業はそれができない．受講生た
ちをグループ分けする場合も，自主的に移動す
るのではなく，手作業で振り分ける必要があ
る．そして，時間配分の柔軟な対応が難しく，
事前に十二分の打ち合わせを行っておかねば無
為な待ち時間が生じる．教員とチューターチー
ムは昼食を食べながら打ち合わせをし，そのま
ま午後の別学年の演習に突入するということを
重ねる状況だった．そのため，グループの手作
業での振り分けや入室確認（出席）などは，教
員では手が回らず，チューターなど補助教員が
貼りついて行った．
教室全体での講義からグループワークへの切
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換など，教員も受講生も，緊張する場面が少な
くなかった．そのため，一回の授業に詰めてい
たグループワークの回数を減じて，意図的に長
めの休憩時間を確保した．受講生にはマイクと
カメラをオフにして，しっかり休むことを奨め
た．休憩時間の雑談なども，教室全体に筒抜け
になってしまい，「気軽な雑談」「ちょっと挨拶」
「そっと伝える」で済まないのだ．
対面のグループワークでは，常に同時進行で
複数の対話が進んでいた．隣席や輪の向かい側
の人に促されたり，小声で教えてもらったりと
いうことが，対面のグループワークでは可能
だった．オンラインでは，小声での立ち話など
ができない．常に全員に筒抜けとなるし，誰に
向けて発せられた言葉なのかがすぐに分からな
い．皆が全員の顔を見ていて，同時に誰の顔も
注視していないという奇妙な状態が続く．誰か
に声をかけるときは，相手を明示して呼びかけ
るなど，工夫が必要になる．
グループワークは，映像が見えなくても声で
やりとりをすることができる．だが，声が聞こ
えないと，グループワークに参加することすら
できない．ビデオ会議型のオンライン演習では
あるが，実のところ，映像よりも音声の方が不
可欠なのだ．声がなんとか届くならば，はじめ
て，映像で，そこに立ち会っていること（pres-
ence）が意味をもつ（Manstead, Lea and Goh 
2011: 160–169）．時に雑音に悩まされたが，顔
を見せてそこにいてくれていることの安心感を
私たちは味わった．同時に，演習が終わって回
線を切ったあとに，受講生がぽつんとひとりに
なる落差に気づき，瞑想や腹式呼吸など，セル
フケアの方法を意識して共有するようにした．
これまで私たちが対面で輪になって行ってき
た演習では，隣席に他のメンバーがいた．その
息づかいが，見なくても伝わってきた．当日の
持ち物や服装，靴から，本人の緊張や体調が分
かることもあった．声をかけたり，手をあわせ
たり，と，お互いに励まし合っている実感が
あった．しかし，オンラインの演習では，画面
にみえるのは上半身の一部だ．ひとりの教員

は，「メンバーのあり方をこころに留めにくい
気がして申し訳ない」と語っていた．視覚と聴
覚以外にも，嗅覚，温覚，味覚（対面では菓子
を分け合うことが何度もあった）と結びつけて
記憶していたのだが，オンラインではそれらを
共有のしようがないのだった．

Zoom Meetingの操作では，消耗し，もどか
しい思いをした．それを補いはしないものの，
言葉を掛け合って確認しながらの，グループ
ワークでの人間味のあるやりとりは，その労苦
にまさるものであったと思う．そして，オンラ
インでの演習が対面の演習よりも受講生にとっ
て好都合な面もいくつか見いだされた．
難聴気味であることに悩んできたある受講生
は，ヘッドセットを被ることにより，皆の声を
明瞭に聴けるようになったと教えてくれた．以
前の対面の演習では，身を乗り出して，耳に手
をかぶせて聞いたが，実はうまく聞けないと
きは，あきらめて聞こえるふりをしていたと
いう．医療関係者の受講生は，感染予防のた
め，遠方への移動や，密接に接触するような場
所への出入りを職場からきびしく禁じられてい
たが，オンラインでの演習のため休学せずに済
んだと語られた．水曜夜の座学の授業は，勤務
先でイヤホンで聴いたり，通勤帰宅途中からの
聴講をしたり，また一ヶ月間視聴できる動画で
不明点を再度聞き返したりでき，助けになった
という．私たち教員側にとっては，自宅や，居
室や，同居する家族（介護等含む）との関係が
ほの見えることによって，受講生の日々の苦労
や努力をわずかながらも想像するよすがとなっ
た．

4.2　対面復帰の後，再びオンラインへ
2021年4月，いったんは対面での演習を再

開した．オンラインで演習を重ねてきた者たち
は，マスクで顔の表情が読めないもどかしさ歯
がゆさを多くが指摘していた．いっぽう，お互
いの後ろ姿，横顔，身振りや足運びが，温もり
や息づかいとともに，飛び込んでくるように感
じられたといい，受講生の多くが喜びを隠さな
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かった．いっぽう，対面にくらべ，オンライン
では見た目の印象にまどわされず関係を築き上
げていく印象がある，という指摘も少数だが
あった．この指摘は後ほど再考したい．
対面で再開された演習は，感染者数の急増を
受けて，4月のうちに断念せざるを得なくなり，
再びオンラインでの演習に戻ってしまった．わ
ずかな対面の経験はプラスにも働いた．受講生
相互の距離は縮まり，オンラインの演習であっ
ても積極的な踏み込みや介入を試みるように
なったからである．新年度の休学を覚悟した医
療者は戻ってきた．

5.　問い：スピリチュアルケアの学び
に欠かせないものは何か

「オンライン授業ならではのケアのあり方も
学習できる環境を提供」するとよびかけて，私
たちはオンラインで開講した．お互いに聴きあ
う濃密なグループワーク——スピリチュアルケ
アを受けること——を通してスピリチュアルケ
アを実感をもって学べる，というのが，私たち
の提案する学びの方法である．遠隔心理支援と
いう先例をすでに吟味していたので，ビデオ会
議システムが及ばない点は自覚しつつ，けれど
もただの代替物として見下すこともなかった．
遠隔の認知行動療法にみるように，心理教育の
面は一定の期待ができそうだ．さて，スピリ
チュアルケアの学びとはどうあるべきなのか，
スピリチュアルケアの学びの形態が対面であろ
うともオンラインに変わろうとも欠かせない中
核的本質的なものは何だろうか？　私たちの提
供したオンラインの学びは，スピリチュアルケ
アを体験できる場であったか？

5.1　他者と向き合う時間の共有
たとえば窪寺俊之は，スピリチュアルケア

を「日常生活では忘れられていた目に見えな
い世界や情緒的・信仰的領域の中に，人間を
超えた新たな意味を見つけて，新しい『存在
の枠組み』，『自己同一性』に気づくことであ

る」と考え，生の意味の（再）発見や，それら
をもたらす他者との出会いを中核において考
える（窪寺 2004: 1）．広井良典（1997: Kindle 
Location 31）は，他者とともに過ごし時間を
提供することが，ケアの中核にあると確認す
る．2015年の日本スピリチュアルケア学会で
スピリチュアルケアの定義を探究したシンポジ
ウムでは，以下のような提案もされた．清田直
人は「他者承認を通して自己受容がなされてい
くことを援助する関わり」とし，小西達也は
「『いのち』への目覚めと『いのち』の表現のサ
ポート」と考え，鎌田東二は「嘘をつけない自
分や他者と向き合うプロセス」と説明する（葛
西2015: 5）．これらの定義がまなざしているの
は，他者と過ごす時間の中で，他者と自分がお
互いにまたそれぞれに正直に向き合い，他者が
自分をどう理解してくれるかを通して，自己が
照らし出され，そのように生きてきたのだと承
認される，そのようないとなみと考えられる．
自分についての新しい理解や，再発見や，想起
が生じる．これまで気づかなかった自分の長所
や短所を知り，かつて自分が苦労して見いだし
たことを別の角度から発見し，また，自分が忘
れてしまったことを思いだす．ケアの「受け手」
であるクライエントの側も，ただの受け身でも
無力でもなく，ケアを提供する側をどう理解し
ているかを示すことによって，相手を照らし返
すことができる．
このような濃密な時間を可能にするために
は，他者の存在は欠かせない．そのため，対面
のスピリチュアルケアの実践がより好ましいと
いう結論がすぐに導かれそうな気がする．だ
が，ことはそう簡単ではない．さきに，オンラ
インでの治療同盟の不十分さにもかかわらず治
療効果があるというメタ分析が示されていた
（Norwood et al. 2018: 804）．私たちは，他者と
の絆が強すぎて束縛を感じたり，近づきすぎた
ゆえに自分が傷ついたり他者を傷つけたりして
しまうことがある．もっとも近くにいるはずの
家族が必ずしもよい傾聴者ではなく，親友や恋
人同士のちょっとした違いや理想とのずれが，
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両者の一体感を見失わせ別れをもたらす場面
を，私たちはよく目の辺りにする．他者との完
全な一体化や密着は，しばしば，他者を尊厳あ
る他者とみなさない姿勢や，他者を自己の所有
物のようにみなしてしまう姿勢につながる．時
にそれは，クライエント本人よりもクライエン
トのことを理解しているのがケア提供者である
かのような思いこみにもなる．
実のところ，適度な物理的・心理的距離をと
ることは，隔たりでもあると同時に，接近可能
性を持つことでもある（菅野2003: 126–154）．
そもそも対面であっても，完全な理解は叶わな
い未知の他者どうしが，限界の中で手を伸ばそ
う関わろうとする，双方のコミットメント・献
身の姿勢が響き合い，両者の関係に血を通わせ
ることが，ケアの中核にあったのではないか．
「いのちの電話」の意義もそこにあるのではな
いか．
グリーフケア研究所のオンラインで学んだ受
講生たちの多くは，対面が叶ったとき，情報量
の多さに文字通り圧倒され高揚していた．その
中に，さまざまな悩みとともに静かに佇んでい
る者もあったが，目立たなかった．対面にくら
べ，オンラインでは見た目の印象にまどわされ
ず関係を築き上げていく印象がある，という指
摘があった．童顔の人物を見て弱い優しいと思
いこんだり，体型を見て仕事の能力を判断した
りと，外見の印象で判断を誤る，あるいは誤
解されるということは，対面でもしばしば起
こる．オンラインでの限界あるつながりの中
で，限界を深く見すえ，相手のことをわかった
つもりにならない．またそのような慢心は対面
であってもつつしみ，他者に，未知の他者とし
て出会いなおしていくことが，困難ゆえの真摯
な出逢い，真摯なスピリチュアルケアにつなが
るのではないか．完全に知ることも完全に一体
となることも叶わない他者に（対面であろうと
オンラインであろうと）しっかり向き合うこと
は，ケア提供者たる私たち自身の再発見にもつ
ながるのではないか．

5.2　スーパービジョンの実践領域を身近に
遠隔心理支援の実践領域として，心理療法，

研究と評価に加えて，遠隔スーパービジョン
（TeleSupervision）が挙げられていた 19）（Mc-

Cord et al. 2020: 1063）．日本では，心理職に
おいても，経済的，地理的事情から，スーパー
ビジョンを継続して受け続ける者が限られて
いると指摘されている（田畑2007: 20）（兒玉
2009: 22）．「学んだことが現場で実践され成果
が生み出される」ためには，学びの内容が実践
現場に近く，保持されやすい必要がある（中原
ほか2018: 17）．非日常的なものを提供すれば
するほど，日常に戻ると徐々にそれを忘れてし
まう危険性が高まる．学びの質をどれほど高め
ようと，忘却はさけられないことだが，学びを
消化させて高める機会としてのスーパービジョ
ンの大切さはいうまでもない．
学会としての継続研修をオンラインで実施す
ることにより，スピリチュアルケア師は，手軽
に，頻回に参加しやすくなり，学んだことを忘
れる「逆戻り」を防げるようになるだろう．首
都圏や関西圏以外のスピリチュアルケア師が研
修を受けることも，また実施することも容易に
なる．研修のスーパーバイザーと頻繁なメール
のやりとりをせずとも済むし，旅費や移動時間
も節約でき，距離や悪天候に左右されない．く
わえて，首都圏や関西圏以外に居住するすぐれ
た指導資格者の力をスーパービジョンに生かす
ことができ，指導資格者の経験を豊かなものに
する．これらはひるがえって学会の実践そのも
のをも豊かにする．オンラインで学んだ受講生
たちが経験を積み重ねたあとの，数年後の支援
や活躍も見すえて，いまから準備しておく意義
がある．

注
1） 2021年5月下旬で，世界では1億6千万人超の感
染者，345万人超の死者が，また日本国内では
72万人近い感染者，1万2千人超の死者が累計さ
れている．「新型コロナ」『朝日新聞』朝刊第1面，
2021年5月24日．
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2） 筆者は四谷キャンパスでの2014年の開講から養
成活動に参加し，2018年からは大阪の講座も担
当するようになった．

3） “Men and Women for Others, with Others”（他
者のために，他者とともに）というスローガン
を大学が掲げている．

4）人材養成講座には，（1）二年間の人材養成課程，
そこから選抜して一般社団法人日本スピリチュ
アルケア学会の臨床スピリチュアルケア師の資
格取得を目指す（2）一年間の資格認定課程，専
門スピリチュアルケア師資格の取得を目指す
（3）一年間の専門課程（隔年開講）がある．いっ
ぽう（4）大学院の実践宗教学研究科でも，ス
ピリチュアルケアを学んで臨床スピリチュアル
ケア師の資格を目指すことができる．本稿では，
筆者が直接担当している人材養成講座（人材養
成課程）についてのみ記載するが，問題意識は
担当教員の間で共有されている．

5） 演習の詳細については，（葛西2018, 2019）で述
べた．

6） 2020年4月には，1日のZoom参加者はのべ3億
人にのぼったという．（Yuan 2021）

7） 当時，Zoom Meetingには主に二つのセキュリ
ティ上の問題が指摘されていた．一つは通信内
容が外国のサーバを経由すること，もう一つは，
接続情報が不用意に漏洩された場合に悪意ある
第三者が不快画像を表示させるという二点であ
る．前者は通過経路を指定できる設定が追加さ
れ，後者についてはMeeting IDとパスコードの
二点を関係者間のみに管理すれば防げることが
確認され，上智大学でも採用を決めた．なお，
後述するアメリカ心理学会の遠隔心理支援ガイ
ドラインにおいても，一定のセキュリティ条件
を満たすシステムの使用が求められ，Skypeな
どのビデオ通話システムが除外例として挙げら
れている．日本でも厚生労働省がガイドライン
を出してはいた．

8） 結局，2020年度の秋学期はすべてオンライン，
2021年度春学期は対面を試みた末にオンライン
となった．

9） 施設や病院の訪問などは不可能となった．遺族
会なども開催延期，部外者の受け入れ中止，あ
るいはオンラインに．オンラインでの演習の場
にゲストを招く形で実習に代えたり，実習のみ
を翌年に延期したりという手段をとることに
なった．

10） この段階で，若干名が休学を選択した．また，
学年途中での休学や退学があった．私たちの力

の限界を知りつつも受講継続を選んでくれた受
講生（と，協力してくれたであろうその家族や
同僚）の理解と尽力に感謝を申し上げたい．

11） 「いのちの電話」は，相手の息づかいや声音を注
意深く読みとりながら話を聴いていく．1953年
に英国のロンドンで開始された自殺予防のため
の電話相談は，1971年に東京で開始され，市民
運動として全国に展開し，現在は6千名ほどの相
談員が活躍して，2019年度は62万件の相談を受
けている．最近はオンラインで文章での相談も受
け，また自死遺族への相談も展開している．一
般社団法人日本いのちの電話連盟（https://www. 
inochinodenwa.org/ 2021年1月25日参照）.

12） ビデオ会議型・電話・文章のやりとりなどによ
るオンラインのカウンセリングは，2014年より
日本国内では cotree社が行ってきた実績がある
（https://cotree.jp/）．

13） たとえばうつ病に苦しむ人が自習できるオンラ
インコミュニティプログラムとして，U2Plus
（https://u2plus.jp/）がよく知られている．認知
行動療法を自習するしくみと，メンバーの現状
報告を共有して孤独感を解消するコミュニティ
のしくみとを備えている．

14） グリーフケア研究所の演習でも，以前より，た
びたび自身を振り返って文字にすることを求め
てきた．まず，演習前に自身の状態を振り返っ
て文字にする．この振り返りは，世界保健機関
の健康理念に基づき，身体・精神・社会・そし
てスピリチュアルな側面にそれぞれ着目する（提
出せず自己の記録として保管）．演習中には，偉
人や聖人など他人の言葉ではなく，自分自身の
内側から出てくる言葉を語るように求められる．
演習後には，演習を終えての自分自身を振り
返った「リフレクション」を提出する．長期休
暇には自身の生育歴を作成する宿題もある．こ
れらは学びの進展を自己確認し内省を深化させ
るためでもあるが，教員にとっては受講生の学
びの状況を知ることにもなり，受講生の課題や，
時には進行中の重い問題を同定して，非同期型
の遠隔心理支援と同様の役割を果たしうると考
えられる．ただし，グリーフケア研究所の目的
は傾聴者の養成であって，カウンセリングや治
療には置いていない．

15） 2006年にはカナダ心理学会が，2008年にはアメ
リカ心理学会人材育成センターが研究成果を出
し，2010年にはオハイオ州心理学会，2011年に
はニュージーランド心理学会がガイドラインを
出している．2013年のアメリカ心理学会のガイ
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ドラインはこれらを踏まえたもので，時代的技
術的社会的な限界を予期し，10年の有効期限が
設けられていた．

16） たとえば，トラウマインフォームドケアという
領域では，性暴力の被害を受けた当事者が，自
分に起こったことが何であるのか，それに対し
てどのような（セルフケアを含めた）対応策が
あるのか，ということを学ぶ（啓発される）こ
とが，回復のために重要とみる（野坂2019: 8）．
同時に，支援者がただ「よりそう」だけでなく，
「事情に通じて」関わる人（Enlightened Wit-

ness）であり，感情を言葉にする力（Emotional 
Literacy）を支えうる知識と経験をそなえてい
ることに大きな意義があるとされる（坂上ほか
2002: 131, 171）．専門家の知にすべてをあずけ
てしまうのではなく，ケアを受ける側も当事者
として知る権利を行使することで，対処方略を
学び，実践する責任を引き受ける．このような
啓発も含めてケアを考えるのである．

17） 認知行動療法に比べ，スピリチュアルケアは，
そもそも対面での有効性についての研究が少
ない．主観的体験をどのように理解し評価する
か，また，いつ現れてくるか分からない変化を
どのように捉えるかという課題もある．状況・
事柄・人々・相互関係・目に見える行動に関す
る厚い記述（�ick Description）あるいは個別
の物語を重ねる，定性的な方法で，スピリチュ
アルケアの意義ははかられることになろう（宮
坂2019: 40–51）．定量的な臨床研究が客観性や
一般化可能性を求めるのに対し，定性的な研
究では確証性（Con�rmability）や転用可能性
（Transferability）を提示して有効性を論じるこ
とは可能であると思われる（Lincoln and Guba 
1985: 124; 351）（宮田ほか2011: 88）が，スピリ
チュアルケアの有効性について定性的な臨床研
究を行うことは，近い将来の課題として残され
ている．

18） 認知行動療法のさまざまなワークを一緒にやっ
てみることを指していると思われる．

19） 遠隔心理支援を行っているケア提供者に対する
ライブスーパービジョンも想定できる（McCord 
et al. 2020: 1078）が，私が考えるのはケア提供
者個人に対するものである．
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�e Lessons of the Online Teaching Experience of  
Clinical Listening: 

Re�ections on the Potential of Tele-Spiritual Care

Kenta Kasai1

Abstract

Since 2020, the global pandemic of COVID-19 has forced psychotherapists to discon-
tinue in-person sessions but to practice Telemental Health care. �ough the interaction 
between the client and the therapist is limited, and o�en considered incomplete making 
it secondary to the face-to-face sessions, it is the most reliable alternative with a history of 
more than three decades. Some meta-analyses of psychotherapies demonstrate its e�ective-
ness in the development of the signi�cant rapport. �e question is whether it is applicable 
to our practice of and to the training of spiritual care. �is paper describes our trial group 
work experience of remote training under the pandemic for spiritual care practice as a 
teacher at the Institute of Grief Care of Sophia University. Our experience demonstrates 
that, with serious commitment to time and virtual attendance, we were able to deliver over 
physical distance with others the essence of spiritual care without in-person presence.

Key Words: Telemental Health care, COVID-19, spiritual care, Institute of Grief Care,  
Sophia University, supervision
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