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My reflection

• 死と死にゆくことは、悲しくつらい。しかし死を通して人生の意味が問い直
され、愛の大切さに気づき、生死を超えた仏の大悲を感知する時にもなる。

• 私は院生の時、母が病気になり、「迷惑をかけてすまない。なぜこんな目
に遭うのか」と呟く母に何も応えられなかった。僧侶として無力だった。反
省して死の苦悩をかかえた人々に心のぬくもりを届けるような仏教研究を
志した。25年間、母を自宅で看取った。逃げ出したくなる日も、母は優しく
迎え、こちらを労い、浄土に往生した。看護の支援が生きる力となった。

• 如来の大悲にいだかれて、人を孤独の中に置き去りにせず、最後まで人
生を全うできるように支援し、死を超えてつづく愛を育んでいきたい。

• 未知のウイルスに対し治療と感染防止に献身くだ
さっている医療・社会福祉・行政・企業の方々、悲し
みに向き合う僧侶、自粛して労りあう皆様に感謝申
し上げます。 本発表に際し、開示すべきCOIはあり

ません。事例紹介について、すべてご本人や医療
福祉機関の承諾をえております。



龍谷大学大学院
実践真宗学研究科の設置目的 2009

実践真宗学研究科は、世界の苦悩や悲嘆に、宗教がどのように向き合って
実践できるのかについて、諸科学と協力して教育研究を進める機関として、

親鸞聖人の教えを建学の精神とする龍谷大学に、2009年に設置された。

• 人々が宗教に求めるものは、心を寄せて聞いてくれることであり、宗教儀礼
よりも、仏の救い、他力、信心、念仏、悪人正機、往生浄土など教えをわか
りやすく説いてくれることである。（森田眞円「伝道の課題」117頁、2002）

• 宗教に期待される課題には、伝道による心の平安、葬儀とグリーフケア、
仏壇とお墓の継承、寺院活動、国際伝道者養成、グチコレ、Cafe、GAMEや
オンラインによる寛ぐ教化、宗教者間協力（interfaith partnership）、非暴力
と慈悲による平和、人権擁護、生命の尊さを考える教育、医療福祉機関や
被災地の公共空間で、専門職と共に、患者や被災者の人生観を尊重し、
生きる力を育む宗教者の育成、すなわち、ビハーラ活動と臨床宗教師研修、
自殺予防と自死遺族ケア、犯罪抑止と矯正保護、災害復興支援ボランティ
ア、生命倫理、環境保護活動がある。

• 2020年、COVID-19感染、国家間対立や差別の諸課題に対しても、宗教者、
大学院生たちが取り組みつづけている。詳しくはWEB（実践真宗学）で☆彡





宗教とは

• 誰しも生老病死の苦しみ、愛する者との別れに直面し、
自らの存在意味を問い返す。伝統ある宗教の聖典、
儀礼、聖人の足跡は、人々の心のよりどころである。

• religionの原意････反復吟味、儀礼、神と人の再結合

• 涅槃の原意・・・・迷いから生じる苦の消滅、平和

• 宗教は、死や罪という人間の究極的な問題に対して、
生きる意味を示す羅針盤であり、死を超えた救いのぬ
くもりを届ける。大いなるものに手を合わせると、鏡を
見るように自己や相手の心をふりかえって知り、素直
になれる。宗教は心の平安と世界の安穏を願う。



高宮有介
昭和女子大学医学部教授・緩和ケア医

『がんの痛みを癒す』 小学館 1996年

“Do not curse the darkness, 
but light a candle.”

「暗闇を罵るのではなくて、
一本の蝋燭に火を灯そう。」



死とは

• 死の字義

「歹」 骨 ・・・・ト（われる）・タ（われた骨）。亡き人

「匕」 ・・・・拝む人。家族の嘆き悲しむ姿

死は、亡くなった本人単独では成立しない。

その人の死を悲しみ、弔う人がいて初めて死となる。

・・・死とは悲しみと愛があふれること

http://ja.wiktionary.org/wiki/%E6%AD%B9
http://ja.wiktionary.org/wiki/%E5%8C%95


マザー・テレサ 救いとは
MOTHER TERESA, 1910- 1997

1950年頃、インドのカルカッタは「難民の終着地」とよばれ、
路上生活者などの貧しい人々が数多くいた。

ある日、マザー・テレサは路上で行き倒れの女性に会った。

「その体はネズミとアリにかじられ、うじがわいていました。私が
介抱していましたら、ただひとこと、私を見て、「あ･･り･･がとう」
といって笑顔で息を引きとりました。その時私は、司祭が祭壇で
聖体を迎えてふれるように、主を迎え、主の体にふれたのです。
その時の彼女の笑顔はいまでもよく覚えていますが、とても美

しいものでした。貧しい人は偉大な人、愛すべき人たちで
す。・・・私は彼らから、主ご自身を受けているのです。」

・・・・死は、愛と感謝のあふれる時である。
・・・・患者に、イエス・キリストを見出して献身する。



フロレンス・ナイチンゲール
（FLORENCE NIGHTINGALE, 1820-1910, NOTES ON NURSING, 1860）

『看護覚え書』 1860年 現代社

「英国では女性の誰もが、あるいは少なくともほとんどすべての女性が、一生のうちに何回
かは、子どもとか病人とか、とにかく誰かの健康上の責任を負うことになる。言い換えれば、
女性は誰もが看護婦なのである」ⅰ頁

換気と暖房 Ventilation and Warming

「看護の第一原則は屋外の空気を屋内の空気と同じく清浄に保つこと」９頁

神は自分の法則をどのように教えているか。

「私は、たいそう立派な邸宅の住人が、最悪の病院におけると同じくらい酷い病院敗血症に
かかった例をいくつか知っている。しかもその原因は、ほかでもない不潔な空気なのであっ
た。・・・まさしく神は常に自然の法則が正当であることを示されている。」38-39頁

「〈神の御恵みGod’s blessingによって彼は回復するであろう〉という決まり文句がある。しかし
これでは、彼が《回復しない》としても、それも〈神の御恵み〉であり、彼が病気になるのも〈神
の御恵み〉であり、そしてもし死んだとしたら、それも〈神の御恵みによる〉ということにな
る。・・・こうして、ただひたすらに神の法則に服従せよと説こうとしているのである。しかし神
の法則とは、神のものであると同時に、私たち自身の方法であり、私たち自身の拠り所なの
である。」40頁

物音 Noise 「不必要な物音」「患者を寝入りばなに起こさないこと」「病室内でのひそひそ
話」「ドアの外でのひそひそ話」「わざとらしさ」「せかすことは病人にとって有害」71-78頁



• 看護婦の職務の基本的要素 観察

「臨床指導の本領は、看護婦につぎのような観察ができるようにすることである。
すなわち、―脈拍の状態、―食事の影響、―睡眠の状態、・・・－喀痰（たん）の

状態 肺炎における錆色の喀痰、肋膜炎における泡の入った喀痰、肺病にしば
しば看られる血の筋の入った密度の濃い大量の喀痰、・・・－排便の状態、便秘
がちかそれともゆるめか、便の色、下痢と便秘が二～三日ずつ交互に来るよう
なことはないか、尿は赤っぽいかそれとも薄い色か、尿量は多いかそれとも不
足か、濁っているか透明か、尿の色は便通のないには赤っぽく、下痢のときに
は薄い色かどうか、便に血液が見られるかどうか、子どもならば寄生虫は見ら
れないかどうか、などである。・・・呼吸の状態はどうか。患者が最も楽に呼吸で
きる体位はどれか。・・・薬物の作用の観察である。」226-227頁

看護の基本・・・換気と消毒によって、部屋もからだも清潔に保つ。

患者をよく観察し、脈拍、食事、睡眠、痰の除去、排便、呼吸、

薬物の確認と世話に尽くす。こうした看護こそが、

神の自然な法則を私たちの拠り所にして生かすことになる。

フロレンス・ナイチンゲール
（FLORENCE NIGHTINGALE, 1820-1910, NOTES ON NURSING, 1860）

『看護覚え書』 1860年 現代社



仏教における看護 ビハーラ活動
中村元「ビハーラ活動の源流」1-2頁

『ビハーラ活動 仏教と医療と福祉のチームワーク』 1993

• 「ビハーラ（vihāra）」は、中村元によると、サンスクリット語で、
「くつろいでとどまること」「休養」「精舎」を意味する。

• 釈尊が病める修行僧を看護した説話が伝えられている。

• 一人の修行僧が、大小便のなかに埋もれて横たわっていた。
釈尊はこの病気の僧侶を入浴させて身体を洗った。そして、
看病した僧侶たちに、こう語った。

• 「修行僧らよ、われに仕えようと思うものは病者を看護せよ」
(Vinaya, Mahāvagga, Ⅷ, 26, 3.vol.1, p.302)

• 「病を瞻るは、我を瞻ると異なることなし」（『増一阿含』巻40『大正蔵』2巻767ｂ）

• 源信は『往生要集』臨終行儀に、祇園精舎（Jetavana-vihāra）
の無常院を紹介。



仏教死生観からの看取りと救い
源信『往生要集』臨終行儀 985

• 祇園精舎の西北、日の沈むところに、「無常院」という病人を
世話する施設があった。病人は、金箔の阿弥陀仏像を安置し
た無常院の建物に連れてこられる。その名は、静かな場で、
人生をふりかえり、無常をこえた極楽に往生することにちなん
でいる。病人は、阿弥陀仏の手につながれた五色の幡（糸）
の一方をもち、仏の来迎を期して、共に極楽へ往生しようと
願った。看取る者は、香を焚き、散花して部屋を清らかにした。
病人が大小便・嘔吐・唾などを催した時は、それを取り除き、
清潔にし苦痛を和らげる。病人に学び、その告白を過去帳に
記録し、残された人々の心の灯にした。地獄のような苦しみに
苛まれた時は、仲間が集い、そばで看病し、皆で念仏を称え
て、決して見捨てることのない仏の救いがあることを伝え、不
安を鎮静化した。亡くなった後も、末長く大切に追悼された。



国宝 山越阿弥陀図 永観堂禅林寺蔵 鎌倉時代
AMIDA BUDDHA COMING OVER THE MOUNTAINS

12C. H.138CM, W. 118CM
龍谷大学人間･科学･宗教オープン・リサーチ・センター復元モデル



親鸞 (1173-1263 国宝 安城の御影)

死と救い 往生浄土「倶会一処」

• 「この身は、いまは、としきはまりて
候へば、さだめてさきだちて往生し
候はんずれば、浄土にてかならず
かならずまちまゐらせ候べし」（『末
灯鈔』第1通）

・・・・死は、仏に迎えられ浄土に誕生
することであり、必ずまた会える。

• 逝去（死去）と往生

逝・・・ふっつりと折れるように行く。

往生・・・「往還廻向由他力」正信偈

「これからもいっしょ」



「親鸞における浄土の基本的特質」
拙稿『真宗学』140・141号

• 浄土は苦しみのない平和なさとりの世界

「極楽とまふすはかの安楽浄土なり、よろづのたのしみつねにして、
くるしみまじわらはらざるなり」（『唯信鈔文意』）

極楽 the land of bliss 安楽 the land of happiness

• 浄土は必ず会える世界であり、心の故郷である

「家郷はいづれの処にかある。極楽の池のうち七宝の台（うてな）
なり」（『教行証文類』行巻）

• 大切な人は仏に成って浄土からかえり、あなたを導いてくれる

「安楽浄土にいたるひと 五濁悪世にかへりては

釈迦牟尼仏のごとくにて 利益衆生はきはもなし」



親鸞の妻・恵信尼（1182-1268）
最後の手紙（『恵信尼消息』 87歳）

• 「わが身は極楽へただいまにまゐり候はむずれ。
なにごともくらからず、みそなはしまゐらすべ
く候へば、かまへて御念仏申させたまひ給て、
極楽へまゐりあはせたまふべし。なほなほ極楽
へまゐりあひまゐらせ候はんずれば、なにごと
もくらからずこそ候はんずれ。」

・・・・また極楽で会えるからもう何の心配もない。

・・・・極楽は、心と心をつなぐ故郷



緩和ケア
全人的苦痛を予防し、和らげる



世界医師会（WMA）

• 世界医師会（WMA）は、1981年に『患者の権利に
関するリスボン宣言』を採択し、原則11条「宗教
的支援に対する権利」に、「患者は、信仰する宗
教の聖職者による支援を含む、精神的、道徳的
慰問を受けるか受けないかを決める権利を有す
る」としている。

（日本医師会訳『患者の権利に関するWMAリスボ
ン宣言』、日本医師会ホームページ）



緩和ケア WHO 2002

• 「緩和ケアとは、生命を脅かす疾患による問題に直
面している患者とその家族に対して、痛みや身体的
問題、心理社会的問題、スピリチュアルな問題を早
期に発見し、適切なアセスメントと対処（治療・処置）
を行うことによって、苦しみを予防し、和らげることで、
クオリティ・オブ・ライフを改善するアプローチである」

• ・・・・患者は、安らかに死ぬために来たのではない。

• ・・・・その人らしく最後まで生きるための医療である。

by 大嶋健三郎院長 Cure と Care のバランス



身体的苦痛
痛み・息苦しさ・だるさ・
日常生活動作の支障

精神的苦痛
不安・恐れ・いらだち・孤独感・
恐れ・うつ状態・怒り

社会的苦痛
仕事上・経済上・家庭内の問題・
人間関係・遺産相続

スピリチュアルな苦痛
人生の意味への問い・価値体系の変化・
罪の意識・死の恐怖・死生観の悩み
「なぜ私がこんなめに」「私の人生は何だったのか」
「死んだらどうなるのだろう・・・」
心の支えが揺らぎ、今までの自分でなくなり、
生きる道が見出せない苦しみ
神や仏に救いを求め、心の平安を願う

患者の全人的苦痛は、身体的苦痛・精神的苦痛・社会的苦痛・
スピリチュアルな苦痛が相互にはたらいて生じている。

淀川キリスト教病院編『緩和ケアマニュアル第5版』
39頁参照、最新医学社、2007



スピリチュアルケアとは
鍋島直樹「スピリチュアルケア 原点に返って」101頁, 

『スピリチュアルケア研究』 VOL. 1, 2017 

• スピリチュアルケア は、対象者の孤独さを理解し、未解決な

問題が解決されるように援助し、その人の心の物語に耳を傾
け、感情の揺れに寄り添うことであ り、その人の支えとなるも

のとのつながりを再確認することを通して、対象者の心の安定、
回復、成長を見守ること、またはセルフケアである。

• スピリチュアルケアとは、個々人の解決のつかない課題に向
き合い、過程を大事にして、相手と共に答えを探すことである。

• ケアの原点に、「何かをすることでなくて、そばにいること（Ｎot 
doing but being）」という姿勢がある。絶望的状況におかれて

いる人に、何もできなくてもそばにいて、手を握ったり、話すの
を聞いたりするだけで支えになることをこの言葉は教えている。



寄り添う姿勢とは
NOT DOING, BUT BEING.

月愛三昧
(the Samadhi of Moon Radiant Love)

闇夜に浮かぶ月があなたを照らし護るよう
に、大悲にいだかれて、そこにいる。



臨床宗教師
interfaith chaplain



臨床宗教師の誕生

人は誰しも、悲しみと共に生きている。

臨床宗教師研修は、2011年の東日本大震災の悲しみに寄り添う宗教
者の支援活動と、1982年からのホスピス、ビハーラ活動の実績を踏まえ、

2012年、東北大学大学院文学研究科実践宗教学寄附講座に誕生。

2014年、龍谷大学大学院実践真宗学研究科で開設。

2016年、日本臨床宗教師会が設立。

2014 臨床宗教師研修
東北大学＆龍谷大学合同
石巻 追悼法要



臨床宗教師（INTERFAITH CHAPLAIN）の役割
「死という暗闇に降りていく人への道しるべ」

岡部健医師の提唱 2012

• 臨床宗教師とは、医療福祉機関、地域、被災地の公共
空間で、布教・宗教勧誘を目的せず、苦悩に寄り添い、
相手の人生観、信仰を尊重し、生きる力を育む宗教者。

• 宗教宗派を超えて協力（interfaith partnership）

2014 臨床宗教師研修

石巻仮設住宅 集会場

Café de Monk



長岡西病院ビハーラ病棟 1992
田宮仁「仏教者屑籠論」

『ビハーラの提唱と展開』19頁、学文社、2007

• ビハーラの原意 「くつろいでとどまる」「僧院」「休養」

• ビハーラ病棟に仏堂があり、僧侶が勤行と法話を行う。

• 田宮仁は、ビハーラ僧を「仏教者屑籠論」と説明した。

• 屑籠があると、部屋がきれいになるように、患者が自分
の気持ちをありのまま話せるように、ビハーラ僧は屑籠
のようにその場にいる。

僧侶の役割 「聖なる時とっ空間 勤行と法話」

「屑籠のように、何でも受けとめる」

逃げない 待つ☆彡

ぶれない☆彡 ごまかさない☆彡



あそかビハーラ病院
独立型緩和ケア病棟 2008

「あそかビハーラ病院は、
仏の慈悲の「ぬくもり」の中、

生かされて生きる「おかげさま」の心で、

安らぎの医療を実践します」

• ビハーラは支えあって生かされているという縁起に基づく。尊卑賢愚に
拘わらず、その苦悩を除き必ず救う阿弥陀仏に「願われているいのち」
である。自己が見捨てられず仏に願われているという安心がそこにある。

• 僧侶の役割 ビハーラホールでの談話、お勤め、個展、お別れ会

「日常生活に非日常が溶け込む空間」

• 「願われたいのち」を共に生き
「ぬくもりとおかげさま」の心で接する

• 「患者と家族と医療をつなぐ」



宗教儀礼
＜礼拝＞

聖なる時と場をもつ

〈そこにいる・心を寄せる〉
相手の物語りを尊重する
相手の気づきを待つ

その方の支えとなるものを
確認し、生きる力を育む援助

〈教え分ち合う〉
相手の希望を確認後、
生死を超えた救いを分ち合う

暗闇に光がさすと、ぬくもりを
感じるように、罪や悲しみを
そのまま照らしいだく教えを
宗教者が伝える。〈深く聞く〉

大いなる慈しみにいだかれて聞く

臨床宗教師による心のケア

スピリチュアルケア
Being

宗教的ケア
Sharing

Deep Listening and Hearing
Embraced by Great Compassion



臨床宗教師研修 2012年～ 岡部健提唱 東北大学教授 鈴木岩弓
東日本大震災の被災者や患者の支援 医療者と宗教者の協力
日本臨床宗教師会 2016年～ 島薗進会長 倫理・養成・継続・資格認定

岡部健医師の提唱

臨床宗教師

「死の暗闇に降りていく
人への道しるべ」

金田諦應・髙橋悦堂・
田中至道・柱本惇

東北大学大学院
実践宗教学寄附講座

鈴木岩弓 高橋原 谷山洋三

龍谷大学大学院
実践真宗学研究科

深川 鍋島 那須 杉岡 殿内

ビハーラ活動 ボランティア 1995年～

阪神淡路大震災救援 「僧侶が衣をぬいだ活動」

避難所支援、家や田畑の瓦礫撤去、炊き出し、

追悼法要、お茶会、仮設住宅訪問、傾聴

ホスピス 1982年～ 原義雄・柏木哲夫
ビハーラ 1985年～ 田宮仁提唱

「仏教を背景とした終末期医療施設と社会実践」

長岡西病院ビハーラ

1992～ ビハーラ僧

「心の屑籠になる」

谷山洋三・森田敬史

あそかビハーラ病院

2008～ ビハーラ僧

「ぬくもりとおかげさま」

打本弘祐・花岡尚樹



【阪神大震災】震災記憶や心のケア、医療者から
宗教者に継承 神戸赤十字病院の研修、３年目に

産経新聞 ２０１７．１２．６

阪神大震災で被災者の救助や治療に当たった神戸赤十字病院
（神戸市中央区）で、龍谷大大学院（京都市）が行う「臨床宗教
師」の養成研修が４年目を迎えた。被災地や医療現場での活動
を志す宗教者が、さまざまな災害で医療者が積んだ経験に学ぶ
のが目的だ。神戸の記憶を受け継いで新たな災害に備える取り
組みが、心のケアの領域にも広がりつつある。（小野木康雄）

臨床宗教師の役割
それは「継承」。

戦争や災害の
悲しみの記憶継承
が防災と心のケアに。



• では、くずかごのように傾聴する臨床宗教師の使命は何か？

• 「傾聴は挑戦」。くずかごの私は、その人の問題解決を共に考え、
希望に沿うように諦めずに挑戦しつづける。

• 「傾聴は継承」。死を超えた愛を継承する。その人の物語はくず
ではない。夢と愛情の宝石。私のくずかごは、その人の夢や愛
情を受けとめて宝箱になる。慈しみが私に働きかけつづける。

• だから、くずかごという宝石箱になろう。

Great compassion will be with you, always.

CONCLUSION



死生観教育 心の救い

死の善悪を問わなくていい。全ての死は悲しく尊い。
いかなる死を迎えるとも、仏の本願力によって救われる。

法然 「死の縁は無量。しかしいかなる死を迎えても

阿弥陀如来は来たり迎えてくださる」

親鸞 「臨終の善悪をば申さず」

「愚者になりて往生す」

貞心尼「生き死にの境はなれて住む身にも

さらぬ別れのあるぞ悲しき」

良寛 「裏をみせ表をみせて散る紅葉」

CONCLUSION



CONCLUSION

• 人はひとりで生きているのでない。他の誰かに生かされ
ている。患者とは、家族や医師・看護師などよき理解者
にであい、愛し愛されていると感じられた時、寂しさが和
らげられ、安らぎを感じることができる人たちである。

• 「患者にとってはできるかぎり納得のいく方法で治療と
ケアを受けた時、人生に全面的に納得して死を迎えら
れることは確かである。」

• 「亡き人は合わす掌の中にかえってくる。南無阿弥陀仏
にさよならはない」（父俊樹の言葉 『どちらを向いても仏のふところ』）

• 病の床で、日常が輝く。限りあるいのちが、限りなき光を
放っている。愛する人は、亡き後も、ぬくもりとなって、
あなたの心に輝きつづけるだろう。


