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〈原著論文〉

スピリチュアルケア　原点にかえって

鍋島直樹 1

要旨
人は，愛するものとの別れや死の予感を通して，いのちのかけがえなさに気づく．死の前における患
者の苦しみと希望に，人はどのように寄り添えばよいのだろうか．本論では，ケアの原点を指し示し
た日野原重明，柏木哲夫の知見にたちかえり，死の不安を抱えた人々に寄り添うスピリチュアルケア
とは何かを考察する．死と死にゆくことは，自己の人生の意味を知り，真の優しさと慈愛にめざめる
機会となる．人が最後までその人らしく生きられるように，その家族，医療，社会福祉の専門職と宗
教者とが協力してできるスピリチュアルケアの姿勢を明らかにしたい．また，日本における臨床宗教
師養成研修について紹介する．医療福祉機関におけるビハーラ活動や東日本大震災における宗教者
の災害復興支援活動などが，人々に生きる希望を与える社会貢献として認められ，2012年，東北大
学大学院実践宗教学寄附講座に，臨床宗教師を養成するプログラムが創設された．臨床宗教師（inter-
faith chaplain）とは，医療福祉機関，職場，地域社会，被災地などの公共空間で，布教・宗教勧誘を
目的とせずに，相手の価値観，人生観，信仰を尊重するスピリチュアルケアと宗教的ケアを行い，全
存在をかけて人々の苦悩や悲嘆に寄り添う宗教者である．臨床宗教師は，宗教宗派を超えて協力し，
医療福祉機関の多種職と連携して，その人の人生の物語に耳を傾け，感情の揺れに寄り添い，心の平
安がもたらされるように願う．
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序
人は，愛するものとの別れや死の予感を通し
て，いのちのかけがえなさに気づく．死の前に
おける患者の苦しみと希望に，人はどのように
寄り添えばよいのだろうか．
私は兵庫県の寺院で生まれ育った．1983年，
大学院生の時，母が難病になった．「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．学問を反省し，死にゆく人の孤独さに
ぬくもりを届けるような仏教研究を志した．そ
れから25年間，最期まで自宅で母を看取った．
逃げ出したくなる日も，母は優しく笑顔で迎

え，こちらを労い，生きぬいて浄土に往生した．
医師，看護師，社会福祉の専門職の支援が生き
る力となった．

1983年，死にゆく人を支える医師の本に出
会った．日野原重明著『延命の医学から生命を
与えるケアへ』，『死をどう生きたか』，原義雄・
千原明著『ホスピス・ケア—看取りの医療の提
言』，Kenneth P. Cohen著，柏木哲夫・斎藤武
訳『ホスピス　末期医療の思想と方法』等であ
る．これらの書は，臨床から生まれる真実のま
ごころを示していた．
本論では，ケアの原点を指し示した日野原重
明，柏木哲夫の教訓にたちかえり，死の不安を
抱えた人々に寄り添うスピリチュアルケアとは
何かを考察する．人が最後までその人らしく生
きられるように，その家族，医療，社会福祉の
専門職と宗教者とが協力してできるスピリチュ
アルケアの姿勢を明らかにしたい．
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1.　スピリチュアルケアの原点
1.1　柏木哲夫「ケアとはその人の必要に徹底

的に仕えることである」
1975年，日本ホスピスの先駆者である医師

の柏木哲夫は，アメリカの病院で「死への看護」
を視察し，チャプレン（病院付き牧師）の占め
る役割の大きさに気づいた．病院で働くチャプ
レンがめざしている役割はスピリチュアルケア
であった．1978年，柏木哲夫は『死にゆく人々
へのケア　末期患者へのチームアプローチ』を
著し，医療においてキュア（cure，治療）でき
なくても，ケア（care，配慮）の必要があるこ
とを紹介した．本書は，日本で初めて「ケア」
の語が用いられた書であった．

私は，careとは「その人の必要に徹底的に仕
えること」だと思っています．言葉でいうのは
簡単ですが，これは忍耐のいる，大変な仕事
です．……何よりもそこから「逃げ出さない」
ことが必要です．その人の必要を探る過程で，
careというものが媒介となって生まれてくる関
係が，“配慮的人間関係”（caring relationship）
と呼ばれるものです．すなわち，その人の必要
を知り，その必要を満たすことのできるような
人間関係を結ぶことによって careするという
わけです 1）．

このようにケア（care）の真意は，キュア
（cure），「治癒，治療，救済法」と対比するな
かで理解されるようになった．ケア，「心配す
る，配慮する，看護する，世話をする」とは，
苦しんでいる人の必要に最後まで仕えることで
あり，そこから逃げ出さない覚悟が求められ
る．しかも患者の臨床に向き合うケアを通し
て，医師，看護師，介護士，チャプレンの間に
配慮的人間関係が生まれ，緩和ケアチームで相
互にいたわりあうことができる．

1.2　日野原重明「ケアとは心と言葉と態度と
技術で働きかけるアートである」

1983年，当時，聖路加看護大学病院学長を
務めていた内科医の日野原重明は，『延命の医
学から生命（いのち）を与えるケアへ』を著し
た．どうすれば患者が一日でも安らかな時をも
てるように世話できるのかについて，こう記さ
れている．

時の歩みは三重である．
未来はためらいつつ近づき，
現在は矢のようにはやく飛び去り，
過去は永久に静かに立っている．

（ドイツの詩人シラーの言葉）
空虚な，疎らな「時」の経緯を，処置やひんぱ
んな注射で埋めることよりも，患者に私たちの
時間の注射をすること，そのために病室をしば
しば訪れることが大切だと思う 2）．
生物学的には，すべての人が cureされずに

死んでいきます．そのようなときに私たちのケ
アには，生物学的以外の人間的ケア，英語でい
えばパストラール・ケア（pastoral care）さえ
要求されるのです．このケアは医学・看護の専
門職以外の宗教家，友人の介入や，家族による
ケアによって全うされるのです．それらが包括
的になされてこそ，全人的ケア（holistic care）
と呼ばれるのです．
ときに癒すことができる
やわらげることはしばしばできる
だが，患者を慰めることはいつでもできる
To cure sometimes
To relieve often
To comfort always3）

医学や看護はサイエンスであり，アート
（art）であると言われてきましたが，アートと
いうものを私たちは日常の働きの中に具現しな
くてはなりません．ピポクラテスやプラトンが
書いているのを見ますと，その当時既に医学と
いうものをアートという言葉で説明していま
す．……アートというのは，疾患としての臓器
ではなく，心をもつ全人間を対象に，心と言葉
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と態度と技術で働きかける医の技であり，この
技は，患者や住民から音楽や美術のように評価
をうけるものであります 4）．

日野原重明は，1978年当時，「これらは私の
四十年余りの医師としての経験から，やっとつ
かみ得た教訓である」と記している．医療者は，
患者に点滴を注射するだけでなく，ためらいな
く近づいてくる死の前で不安をかかえる患者
に，自分たちの時間を注射することが大切であ
る．患者の全人的ケアには，医師や看護師の専
門職による処置と看護だけでなく，宗教者や家
族，友人による人間的なケアが必要である．ケ
アとは心をもった人間に，心と言葉と態度と技
術で働きかける医の技，アートである．ここに
ケアの原点がある．

2.　死を前にした人間の願い
2.1　死とは悲しみと愛があふれることである
死とは何か．「死」という漢字の由来をひも
とくと，そこに死の真意が見えてくる．白川静
は，「歹は死者の残骨の象．人はその残骨を拝
するひとであるらしく，死を弔う意である．」5）

と明かしている．
「歹」…… ト（われる）・タ（われた骨）．骨

の断片．亡き人自身
「匕」……  拝む人．家族の嘆き悲しむ姿を

示す．
このように死は亡くなった本人単独では成立
しない．死はその人の死を悲しみ，手を合わす
人がいてはじめて死となる．死とは悲しみと愛
があふれることである．

2.2　死を前にした人間の願い
患者は，生涯の愛を確かめ合う会話や時間を
求めている．死に直面している患者が願ってい
ることは何であろうか．臨床を通して，その願
いにはおよそ五つあると思われる．
①自分の孤独さを理解してくれる人がいる
②未解決な問題を解決する

③穏やかな日常生活の存続
患者は，身体的苦痛が和らぎ，病状が改善し
て，これまで過ごしてきた日常を大切に過ごし
たいと願う．たとえば，テレビで野球観戦やド
ラマ鑑賞をする．家族と一緒に食事をする．歩
きなれた道を散歩する．家族や恋人の幸せのた
めにできることをする．墓や仏壇に手をあわせ
て感謝し，自分の素直な気持ちを知る．死を前
にした人間の願いは，特別なことではない．患
者にとって，家族や友人，恋人と過ごす時間が
光り輝いてくる．
④愛と願いの継承
誰しも最期まで，終わりのない夢や願いをい
だいている．人は自らの愛情や願いが，看取る
家族縁者，医師や看護師等に受けとめられると
安堵できる．相手の思いを尊重するとは何か．
それは相手の愛と願いを，看取る人が確かに継
承していくことである．
⑤彼岸への誕生と再会の願い
死にゆく患者にわきおこってくる清らかな希
望は，愛する人々との再会の希望である．患者
は，現実的には，もう会えなくなることを自覚
しながらも，愛する人々とまた会いたいと願
う．家族もまたそう願う．キリスト教では，死
は命の終わりではなく，神の全き愛に迎えられ
て，天国に召され，自己を許し，まわりと和解
し，罪を告白することを通じて，神の恩寵にあ
ずかり，永遠の安息を与えられると教えてい
る 6）．釈尊は，自分の死が近づいたときに，弟
子たちに対して，「生まれたものは必ず死すと
いう道理を何人も免れることはできない．無常
の道理は絶対である．しかし，死ぬのはこの私
の肉体である．それは朽ち果てるものである．
真の生命は，私が見いだし，私が説いた理法で
ある．それに人々が気づいて実践しているなら
ば，そこに私は生きている．永遠のいのちであ
る」と説いた 7）．『阿弥陀経』には「倶会一處」
と記され，愛する人と死別しても，極楽浄土で
必ず会えると説き，亡き人は仏となって残され
た人々の心を導いてくれると教えている．
京都大学こころの未来研究センター教授を務
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めたカール・ベッカーは，日本人の死生観の意
義を世界の学者と解明し，死別を乗り越える知
恵についてこう明かしている．

死者に対する日本人の態度を単純な「先祖
崇拝」として批判的に捉える欧米の宗教学者
がいるが，それを高く評価して世界に紹介し
たのは，デニス・クラス氏の「続いていく絆」
（Continuing Bonds）理論である．日本人の先
祖供養にヒントを得て，故人と生前から続く精
神的な絆（Continuing Bonds）を持った方が
健全である，とクラス氏らは提案する．愛する
者の死を受容するためには，意識的に死者を忘
れたり拒んだり乗り越えたりする努力をするの
ではなく，むしろ儀礼や祈り，心の中での対話
などが時に必要であるという 8）．
人が亡くなっても消えてしまわないことは，

多くの宗教の根底にある観念である．あの世を
考えない患者はほとんどいない．死が近づく
と，誰もがあの世を考えている 9）．

このように，この世ですべてが完結するので
はなく，この世の彼方でまた会えるという信仰
は，死に直面している人の孤独感を和らげ，そ
の人と家族縁者の心を，死を超えてつなぐこと
ができる．死は，日常生活をこえた次元にある
限りなきいのちへの視座を開いてくれる．

事例1　 

ある父親の子どもに宛てた遺書
では，実際に自らの死に直面している人の気
持ちに学びたい．ホスピス緩和ケア医の山崎章
郎は，聖ヨハネ会桜町病院ホスピス科部長を務
めていた時，ある重病の父親が自分の息子に宛
てた手紙を知って感動した．その父親の手紙が
『病院で死ぬということ』に紹介されている．

いま，お前たちの寝顔をのぞいてしまった．
お前たちの寝顔を見るのも，これが最後かもし
れないと思うと，どうしても見ておきたくなっ
たのだ．つい，のぞき見してしまったことは許

してくれ．それにしても皆，いい顔をして眠っ
ていた．お前たちの寝顔を見ていると，お父さ
んがどれだけお前たちを愛していたかがよくわ
かる．そして死ぬかもしれないことが，少しも
怖くない理由がいまよくわかった．お父さんが
お前たちのこと命も惜しくないほど愛してい
て，そしてお前たちも同じくらいお父さんのこ
とを愛してくれているのを感じるからだ．そう
なのだ．死を乗り越えることができるのは勇気
でもあきらめでもない．愛なのだ．愛している
こと，愛されていることを感じ合えたときに，
すべての恐怖は消え去っていくのだ．……お父
さんは心の底からお前たちを愛していた．父よ
り 10）

この手紙を読むたびに切なくなる．この父親
が教えてくれたように，死を乗り越えることが
できるのは，誰かを愛していること，誰かに愛
されていることである．父親の願いを家族が継
承してくれることである．死は切なく，だから
こそ限りない愛があふれるものである．

事例2　 

ある母親の子どもに宛てた手紙
平野恵子は，新年を迎える準備をしていたと
き，下腹部の激痛におそわれ，多量に下血した．
彼女はただならぬ重い病気であることをさとっ
た．彼女は癌の告知を受けて後，三人の子ども
たちへ，母親としてあげられることは一体何だ
ろうと考えた．彼女は，死を前にした自分の願
いを『子どもたちよ，ありがとう』にこう記し
ている．

こんな病気のお母さんが，あなた達にしてあ
げられること，それは，死の瞬間まで，「お母
さん」でいることです．……人生には，無駄な
ことは，何ひとつありません．お母さんの病気
も，死も，あなた達にとって，何一つ無駄なこ
と，損なこととはならないはずです．大きな悲
しみ，苦しみの中には，必ずそれと同じくらい
のいや，それ以上に大きな喜びと幸福が，隠さ
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れているものなのです．子どもたちよ，どうか
そのことを忘れないでください．……たとえ，
その時は，抱えきれないほどの悲しみであって
も，いつか，それが人生の喜びに変わる時が，
きっと訪れます．深い悲しみ，苦しみを通して
のみ，見えてくる世界があることを忘れないで
ください．そして，悲しみ自分を，苦しむ自分
を，そっくりそのまま支えていてくださる大地
のあることに気付いて下さい．それがお母さん
の心からの願いなのですから．……お母さんの
子どもに生まれてくれて，ありがとう．本当に
本当に，ありがとう．

死を自覚した彼女は，お母さんとして大切な
家族の日常を支えたいと願った．「大きな悲し
みのなかにも，深い幸せが秘められている」と
いい，逆境から生まれる真の優しさがあること
を，子どもたちに伝えた．さらに，彼女は子ど
もたちに次のような手紙を送った．

お母さんはいつも思います．与えられた “平
野恵子” という生を尽くし終えた時，お母さん
は嬉々として，“いのちの故郷” へ帰ってゆく
だろうと．そして，空気となって空へ舞い，風
となってあなた達と共に野を駆け巡るのだろう
と．…… “無量寿＝いのち” とは，すなわち限
りない願いの世界なのです．……だからお母さ
んも今まで以上にあなた達の近くに寄り添って
いるといえるのです．悲しい時，辛い時，嬉し
い時，いつでも耳を澄ましてください．お母さ
んの声が聞こえるはずです．「生きていてくだ
さい，生きていてください」というお母さんの
願いの声が，励ましがあなた達の心の底に届く
はずです．

この母親の愛情は，死を超えて子どもたちの
そばに寄り添いたいという願いとなっている．
死後，自分がいなくなるのではない．彼女は，
死後，いのちの故郷である浄土に帰り，死を超
えた限りない願いとなって，あなたたちをいつ
も見守っていると子どもたちに伝えている．

3.　スピリチュアルペインとスピリ
チュアルケア

3.1　緩和ケアとは，患者とその家族の全人的
苦痛を予防し，和らげることである．

世界保健機関WHOによれば，「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」と2002年に
定義されている 11）．日本では，1982年，聖隷
三方原病院ホスピス病棟，1984年，淀川キリ
スト教病院ホスピス病棟が初めて設立された．
仏教界でも，1992年，長岡西病院ビハーラ病
棟，2008年，あそかビハーラ病院緩和ケア病
棟が設立され，僧侶が緩和ケアチームに加わっ
ている．日本ホスピス緩和ケア協会によると，
2016年 11月 10日時点で，緩和ケアを行う医
療・社会福祉施設は全国に377施設がある．
医療において，治癒の見込みの少なくなった
患者は，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を抱えているとされる．
身体的苦痛とは，痛み，息苦しさ，だるさ，動
けないこと，日常生活の支障による苦痛．精神
的苦痛とは，不安，いらだち，孤独感，恐れ，
鬱状態，怒りなどの苦痛．社会的苦痛とは，仕
事上の問題，経済問題，家庭・相続問題をめぐ
る苦痛．スピリチュアルな苦痛とは，心の支え
が揺らぎ，生きている意味が見いだせなくなる
苦痛であり，死の不安，無念さ，罪の意識とし
て感じられる 12）．これら四つの苦痛をあわせ
て全人的苦痛とよばれる 13）．1967年にセント
クリストファーホスピスを設立したイギリスの
医師シシリー・ソンダースが，これら四つの苦
痛が患者にあり，これらの苦痛が相互に関係し
あい，全体として苦しみとなっていると明か
した 14）．全人的苦痛を，淀川キリスト教病院
編『緩和ケアマニュアル』や昭和大学緩和ケア
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チーム『トータルペインへのアプローチ』の説
明を基にまとめたものが図1である．

3.2　スピリチュアリティの尊重
スピリチュアリティ（spirituality）とは何か．
スピリチュアリティの語源，スピリットの名詞
形スピリトゥス（supiritus）は，創造主なる神
がアダムに吹きかけた息，生命，勇気に由来す
る．『旧約聖書』に「主なる神は土（アダマ）
の塵で人（アダム）を造り，命の息をその鼻に
吹きいれられた」（創世記二章七節）と記され
ている．日本語の命の語源は，『日本国語大辞
典』によれば，息内（イノウチ），息路・息力（イ
ノチ）に由来し 15），生き物の呼吸を意味する．
ここよりスピリチュアリティとは，普段意識し
ていなくても呼吸しているように，自分が絶え
ず支えられているものを指す．

1990年，世界保健機関は，「スピリチュアル
（spiritual）」に関して，

スピリチュアルな因子は身体的，心理的，社
会的因子を包含した人間の「生」の全体像を構
成する一因とみることができ，生きている意味
や目的についての関心や懸念とかかわっている
ことが多い．特に人生の終末に近づいた人に
とっては，自らを許すこと，他の人々との和解，
価値の確認等と関連していることが多い 16）．

と説明している．また，プロテスタント実践神

学の牧会学者で，淀川キリスト教病院のチャプ
レンを務めた窪寺俊之は，スピリチュアリティ
をこう定義する．

スピリチュアリティとは人生の危機に直面して
生きる拠り所が揺れ動き，あるいは見失われて
しまったとき，その危機状況で生きる力や，希
望を見つけ出そうとして，自分の外の大きなも
のに新たな拠り所を求める機能のことであり，
また，危機の中で失われた生きる意味や目的を
自己の内面に新たに見つけ出そうとする機能の
ことである 17）．

このようにスピリチュアリティとは，人間の
生の全体像を支える一因であり，人生の危機に
直面して自己の支えが揺らぐ時に現れ，真実の
依りどころを求め，生きる意味や価値を再確認
して，自らを許し，人々と和解しながら平安を
願う心であるといえる．
さらに，東京大学大学院医学系研究科看護学
を研究し，緩和ケアサポートグループ代表を務
める河正子は，欧米や日本の先行研究を踏まえ
ながら，「一つは，スピリチュアリティとは宗
教，信仰に結びつくものとは限らないというこ
と，もう一つは，スピリチュアリティは自分自
身の存在や生きる土台，よりどころに深くかか
わって存在する」と簡潔にまとめ，緩和ケアに
おいてスピリチュアリティを尊重している 18）．
そのうえで，原点にかえると，本来のスピリ
チュアリティは，キリスト教における神の愛に
基づく神学用語であり，「霊性」「魂」と表現さ
れることを大切にしておきたい．
上智大学グリーフケア研究所特任所長の髙木
慶子は，こう記している．

キリスト教では，「スピリチュアリティ」を
語る時は，そこには「神」が存在しており，そ
の「神に至る道」を「スピリチュアリティ」と
呼んでいる．……信徒の間では「スピリチュア
リティ」を表す原語として，「霊魂」や「魂」
と表現することがしばしばであり，それが何の

図1



— 99 —

鍋島：スピリチュアルケア　原点にかえって

違和感もなく使われている 19）．

このようにスピリチュアリティは，すべての人
が有している．スピリチュアリティとは，神のア
ダムに吹きかけた息，魂に由来し，普段意識し
ていなくても呼吸しているように，自己をたえず
支えているものである．スピリチュアリティとは，
その人の心の支えとなっているつながりや依り
どころであり，自らの生きる意味や価値を見いだ
す心である．そして，苦悩をかかえた自己をあ
るがままいだく大いなるものの慈しみが一人ひと
りのスピリチュアリティにはたらいている．

3.3　スピリチュアルペインとは
次に，スピリチュアルペインとは何か．窪寺
俊之はこう説明する．

スピリチュアルペインとは，人生を支えてい
た生きる意味や目的が，死や病の接近によって
脅かされて経験する，全存在的苦痛である．特
に，死の接近によって「わたし」意識がもっと
も意識され，感情的，哲学的，宗教的問題が顕
著になる 20）．

1.　生きる意味・目的・価値の喪失，2.　苦
難の意味，3.　死後の世界，4.　反省・悔い・
後悔・自責の念・罪責感，5.　超越者への怒
り，6.　赦し 21）

臨床の場面では，スピリチュアルペインは，
次のような表現となって表れる．
生きる意味の喪失
「なぜこんな目に遭わなければならないのか」
「私の人生は私や家族にとって何だったのだ
ろう」
苦悩の意味
「なぜこんなに苦しまなければならないのか」
超越者への怒り
「神様，なぜ私をお見捨てになるのですか」
「神も仏もない」
死後の不安
「これから私はどうなるのだろう」「死んだら

どうなるのか」「死ぬのが怖い」「自分は消え
てしまうのか」「また会いたい」
後悔，無念さ
「あの時，ああしておけばよかった」
罪責感
「迷惑をかけて申し訳ない」「本当に私がいけ
なかった」
このようにスピリチュアルペインは，老病
死の苦しみに直面して，今までの自己を喪失
し，自己の心の支えが揺らぎ，崩れて，生き
る道が見出せない苦しみであり，自分の思いの
ままにならない悲しみである．仏教では，人は
みな四苦八苦しながら生きていると教える 22）．
仏教における「苦」の言語サンスクリット語
duḥkhaは，「思いのままにならない」「不如意」
を意味し，スピリチュアルペインと同義であ
る．しかもスピリチュアルペインは，単なる苦
痛ではない．スピリチュアルペインを通してこ
そ，自らの人生の意味を再確認し，罪を素直に
慚愧し，相手と許し合いたい気持ち，愛する
人々への感謝の気持ちを知ることができる．愛
する人と死別しても，死を超えてつづく愛があ
ることに気づき，神の愛や仏の慈悲による救い
に身をゆだね，安心をうる機会ともなる．

3.4　寄り添うスピリチュアルケアとは
ではスピリチュアルケアとは何か．臨床現場
にたつ宗教者や宗教学者の成果に学びながら確
認しておきたい．

①島薗進におけるスピリチュアルケアと宗教
宗教学者の島薗進は，東京大学大学院人文社
会系研究科教授として，医学部，教育学部と連
携して，2002年から21世紀COE「死生観の構
築」プロジェクト等を進めた．その後，上智大
学大学院実践宗教学研究科教授，グリーフケア
研究所所長を勤め，日本スピリチュアルケア学
会，日本臨床宗教師会の振興に尽力している．

スピリチュアルケアの担い手として，宗教的
な指導者と医療・福祉・介護の従事者の双方を
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想定することができると述べた．前者における
ケアは自ずから宗教的な教えや儀礼を身に付け
ていながらも，必ずしもそれを前面に出さず
に，ケアされる人，その人その人のスピリチュ
アルなニーズに応じてなされるケアである．他
方，後者におけるケアは予期されている死に向
き合うなどスピリチュアルペインを抱える人た
ちに接しつつ，相手に心を開きながら支えとな
ろうとしてなされるケアである．……現代社会
ではそのような共有の宗教文化が期待できず，
個々人それぞれの思いに寄り添いながら，スピ
リチュアルケアを行っていくことが必要になっ
てきている．だが，それでも宗教伝統の力は大
きく，宗教を視野の外に置いてスピリチュアル
ケアを考えるのは現実的でない．宗教に学びつ
つ，多様なスピリチュアルケアのあり方を模索
する時代になっていると言えるだろう 23）．

この論に学ぶ点は，スピリチュアルケアの担
い手に，宗教者も医療・社会福祉の従事者もな
りうると島薗進が明かしたところである．スピ
リチュアルペインに対しては，宗教伝統の力を
活かした宗教的ケアができるとともに，個人の
人生観に寄り添って，多職種連携によるスピリ
チュアルケアもできる．ここに誰でもスピリ
チュアルケアを実践できる意義が示されてい
る．

②髙木慶子にみるスピリチュアルケア
カソリック援助修道会シスターである髙木慶
子は，緩和ケアの臨床にたち，阪神淡路大震災
や福知山線脱線事故の遺族のグリーフケアにあ
たっている．

スピリチュアルケアとは「いのち」をケアす
るということだと考える．死に直面した際に，
「いのち」が永遠に続くと信じることができた
時，その「いのち」が平安を取り戻すこととな
るのではないだろうか．そのためには「大いな
るもの」の存在にひらかれ，その恵みを受け取
ることが大切になってくる 24）．

筆者は人生における悲しみ，苦しみを乗り越
える力は，各自に備わっていると考える．そし
て，その力を活かすためには，他者からの支え
と励ましが必要である．とはいえ，最終的に完
全な望みが満たされるためには，人知を超えた
「大いなるもの」の力をお借りし，助けをいた
だかなければならないことに気付かなくてはな
らない 25）．
一人ひとりはこの「悲しみ」を背負って人生
を生き続け，自己の死を迎えるのではないだろ
うか．しかし，この「慈：いつくしみ」である
「大いなるもの」は，私たちの新しい世界の門
出に当たって，その大いなるいつくしみとあわ
れみの御手を広げて，待ち迎えてくださると信
じたい．その時，すべての苦しみ，悲しみの意
味が解き明かされ，真の幸せを味わい，全き愛
に満たされると確信している 26）．

このように髙木慶子は，スピリチュアルケア
とは，魂，いのちの平安をもたらすケアであり，
本来誰にでもその力が備わっているとした．魂
の平安に取り戻すためには，他者からの支えが
必要であり，いのちが永遠に続くと信じ，人知
を超えた大いなるものの慈しみが自己を迎えて
くれると信じることが求められる．大いなる慈
しみにいだかれて，自らの苦しみの意味も説き
明かされると髙木慶子は明かしている．

③田中雅博にみるスピリチュアルケア
真言宗豊山派住職，また普門院診療所医師で
あった田中雅博が2017年春に遷化した．彼は
前住職の父親の勧めで，医師を志し，東京慈恵
会医科大学を卒業し，国立がんセンターで内科
医として，がん患者のために尽くした．前住
職の父が遷化した後，志を新たにして仏教を
学び，大正大学に編入して大学院で研鑽した．
1983年に住職を継職し，人々を導いた．1990
年，寺院の境内に普門院診療所を開設し，麻酔
医である夫人らと力を合わせ，仏教に基づく緩
和ケアに取り組んだ．自らに膵臓がんが見つ
かっても，「今度は自分の番だ」と受けとめて，
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本来の仏教の姿である医療と仏教を再結合する
ために献身した．日本の医療現場にスピリチュ
アル・ケアワーカーが必要であることを明かし
た．臨床宗教師の育成も支援した．彼の最後の
書である『いのちの苦しみは消える』には，こ
う記されている．

スピリチュアル・ケアワーカーとは，患者さ
んや医療従事者の「いのちの苦」をケアする専
門職です．欧米では一般に宗教者，多くはキリ
スト教聖職者がなります．スピリチュアル・ケ
アワーカーの原則は，「患者本人の生き方を尊
重すること」「自分の宗教を押し付けないこと」
「あらゆる宗教に対応すること」です．……「傾
聴」といいますが，あくまで患者さんの話を
じっくり聴いて，患者さん本人が，自分の人生
には価値があったと自覚してもらう．そして，
自分の人生という物語を完成させるのをお手伝
いするのです 27）．
仏教は極めて寛容な宗教です．他の宗教を排
撃したりしませんし，クリスマスでも初詣で
も，他の宗教の行事に参加していけないなどと
縛ったりすることはありません．スピリチュア
ル・ケアワーカーの原則は，あくまで患者さん
本人の宗教を尊重し，自分の宗教を押しつけな
いことだと述べました．……仏教の根本は「無
執着」にあります．自己執着を空っぽにする，
五蘊皆空にする，般若（智恵）の波羅蜜多（完
成）こそが，お釈迦様以来の仏教の姿です．ま
さに仏教はスピリチュアルケアの宗教なので
す．私にとって私自身のいのちよりも大事な宗
教は仏教です．そして，私の願いは，明治維新
以後に分かれてしまった医療と仏教を再結合す
ることです 28）．

このように田中雅博は，スピリチュアルケア
を「いのちのケア」と呼び，誰しも死によって
自己が消えてしまうという苦しみをもっている
から，その苦しみに寄り添い，その人の人生が
全うできるように支援した．思いのままになら
ない自己の執着から解き放つ道として仏教を

理解し，『般若心経』を「いのちのケア」の依
りどころにした．田中雅博は，ある対談の中
で「いのちのケアで大切なのは『自分の生命を
超えた価値』を見出だすことです」と語ってい
る 29）．

④谷山洋三にみるスピリチュアルケア
臨床死生学の谷山洋三は，長岡西病院ビハー
ラ病院ビハーラ僧，緩和ケアチームの一員とし
て患者を支えた．2012年より，東北大学大学
院文学研究科実践宗教学寄附講座において臨床
宗教師研修の指導にあたっている．臨床経験を
基に，谷山洋三はスピリチュアルケアとその目
的をこう明かしている．

スピリチュアルケアとは，自分の支えとなる
ものとのつながりを再確認，再発見することを
通じて，生きる力を取り戻す援助，または，セ
ルフケアである 30）．
対人救助としてのスピリチュアルケアの目的
は，「自分らしさの安定・回復や成長を支援す
ること」である．そのために，スピリチュアリ
ティの安定・回復・成長をもたらす機能に焦点
を当てながら，対象者の物語に耳を傾け，感情
の揺れに寄り添いながら，互の内面において蠢
くスピリチュアリティを感じ，その蠢きに添っ
て対象者の思いを支援・明確化・対峙する 31）．

以上みてきたように，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 32）．スピリチュアルケアとは，一人ひとり
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．

“We are the stories we tell.” 我々は物語るこ
とによって存在している．科学的根拠に基づく
医療（Evidence based medicine）が患者にとっ
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て重要であるとともに，一人ひとりの人生の
物語に基づくスピリチュアルケア（Narrative 
based spiritual care）もまた重要である．この
ようにスピリチュアルケア，いのちのケアと
は，全人的な苦しみにあえぐ人のそばにいて，
うれしかった物語や辛かった物語，そして未来
への希望に耳を傾け，さまざまな面を持つその
人の人生をまるごと認めることであるといえる
だろう．

3.5　沈黙してそばにいることもケアである
ケアの源泉に，「何かをすることではなくそ
ばにいることである “Not doing, but being.”」
という言葉がある．日野原重明は，「沈黙して
そばにいることもケアである」と記して，こう
説明している．

本当に訓練された看護婦は，患者にふれず，
壁に向かう患者の後ろに黙してただ立つ．患者
は看護婦がそこに入って来たということを感じ
るわけです．返事はしないかもわからない．し
かし，看護婦が夜回って来てくれたということ
を，患者は自分の背中に感じる．それほど患者
というのは感性が強い．私も病気をして，その
ことが本当にわかりました．
人は健やかな時にはそれほど涙が出ないの
に，病気になると泣いてしまったり，友だちの
手紙にも本当に涙が出る．病気になると，そう
いうことを初めて経験する．気が弱くなると言
いますが，事実そうなのです．後ろに黙って
立っていてくれている看護婦がいるということ
が，手を貸されたり，いかがですかと尋ねかけ
られることよりも，もっと楽に感じることがあ
る．オスラーは「看護婦よ，無口になれ」とも
いっています 33）．

絶望的な状況に置かれている人に何もできな
くても，話を聞くだけで支えになる．さらに，
患者が話をできなくても，患者のベッドのそば
にたたずむだけで，患者が心強く感じることが
ある．この “Not doing, but being.” というスピ

リチュアルケアをよく示している経典がある．
親鸞が『教行信証』に引用した『涅槃経』梵行
品である 34）．そこには，王舎城悲劇における
阿闍世王の救いが説かれている．自らの罪を慚
愧している阿闍世に対して，釈尊は何も言わず
にそばにいた．「なぜ罪を犯した私のそばに釈
尊はいつづけてくれるのか」，そう阿闍世が耆
婆に尋ねた．耆婆は，「罪を慚愧しているあな
たのそばに釈尊がいるのは月愛三昧である．あ
たかも月光が夜道を行く人を照らし歓喜を与え
るように，月光が闇夜で青蓮華を咲かせるよう
に，釈尊があなたのそばにいる」と答えた．静
かにいてくれる釈尊は阿闍世にとって月光のよ
うなぬくもりとなった．スピリチュアルケア
を，『涅槃経』の「月愛三昧」によって説明す
れば，大悲の光を浴びて宗教者が苦悩をかかえ
た人と共にいること，それが光のようなぬくも
りとなることを教えている．

3.6　ケアは，患者に生きる意味や尊さを学ぶ
ことである．

ケアの往くべき道について，ホスピス緩和ケ
ア医の柏木哲夫はこう助言する．

人はだれでも，他の人と心を通じ合い，支え
合うことによって自分の充全感を保っています．
……今後，どのように進むべきかについてはさ
らに模索が必要です．しかし一つはっきり確信
できることがあります．それは今後の進むべき
道は死にゆく患者さんが教えてくれるというこ
とです．……患者さんが重症でものが言えない
状態にあっても，座り込んで，手を握ることな
どを通しての非言語的コミュニケーションをす
ること．このような「交わり」を積み重ね，そ
の「交わり」の中で起こることに対する洞察を
深めていけば，おのずとチームの進むべき方向
はわかると思います 35）．

ケアの進むべき道は，死にゆく患者が教えて
くれるということを肝に銘じておきたい．心の
交流がぬくもりとなって，ユーモアも生まれて
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くる．人は一人で生きているのではない．他の
誰かに生かされている．誠実さとは最後まで見
捨てない覚悟である．

4.　宗教の特徴
では本来，人々が宗教に求めるものとは何
か．宗教学者，岸本英夫は，自らの癌と闘い，
『死を見つめる心』等の書を記した．岸本英夫
は，宗教の特徴を的確にこう明かした．

宗教に較べると，他の文化体系の方法は，ど
れも，その解決が，相対的である．限界的な制
約をもっている．たとえば，巨万の富を蓄積す
ることも，人間の理想とすることができる．し
かし，富は，人間のすべての問題を解決するこ
とはできない．人間が死の前に立った時には，
巨万の富も，無意味になってしまう．この理想
は，相対的価値しかもたない．……かように，
多くの文化体系のはたらきは，相対的であり，
限界性をもっている．しかるに，人間は，つね
に，あらゆる場合に適用できるような，また，
いつでもたよりになるような，解決の方法を求
めてやまない．……宗教とは，そのような特徴
を備えた文化体系である．宗教は，人間の問題
という与えられた課題を「究極的」に解決しよ
うとする 36）．

人々が宗教に求めるものは，死に直面した時
など，人生の困難に対して究極的な解決となる
ような依りどころを指し示すことである．究極
的な依りどころとは，生死の苦悩を超える道で
あり，悲しみそのものに生きる意味を与えるよ
うな教えである．レリジョン（religion）の原
語は，反復して自己を吟味，整理する，儀礼，
神と人との再結合，涅槃の原意は，迷いから生
まれる苦しみの消滅，平和を意味する．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．世俗を超えた大いなるも
のに帰依し，謙虚に自己をふりかえり，自己の

支えとなるものに感謝して，心の平安と世界の
安穏を願うものである．

5.　臨床宗教師　スピリチュアルケア
と宗教的ケア

1982年からのキリスト教のホスピス・ケア
と仏教を背景としたビハーラ活動，そして，
2011年の東日本大震災における宗教者の災害
復興支援活動などが，人々に生きる希望を与え
る社会貢献として認められ，2012年，東北大
学大学院実践宗教学寄附講座に，人々の苦悩と
悲嘆に寄り添う臨床宗教師を養成するプログラ
ムが開設された．2014年以降，龍谷大学大学
院実践真宗学研究科，愛知学院大学，高野山大
学，種智院大学等でもその養成が始まった．医
師の岡部健が，臨床宗教師は，日本版チャプ
レンであり，「死という暗闇に降りていく人へ
の道しるべ」になってほしいと願って提唱し
た 37）．臨床宗教師（interfaith chaplain）とは，
医療福祉機関，職場，地域社会，被災地などの
公共空間で，布教・宗教勧誘を目的とせずに，
相手の価値観，人生観，信仰を尊重するスピリ
チュアルケアと宗教的ケアを行い，全存在をか
けて人々の苦悩や悲嘆に寄り添う宗教者であ
る 38）．臨床宗教師は，宗教宗派を超えて協力
し，守秘義務等の倫理綱領を守り，一人ひとり
のかけがえのない人生と信仰を尊重して，多種
職と連携し，公共性を担保して活動する宗教者
である．では，宗教者ならではの役割とは何で
あろうか．
岡部健は次のように明かしている．

「被災地に行きますと，被災した人たちは医者
である私なんかより，一緒にいる若い頭を丸めた
お坊さんの方に行っちゃいますからね．……お 
そらくもっと奥深いところの訴えを宗教者の方
に投げかけているんだなと，実感させていただ
きました．」……公共性をもった臨床宗教師の誕
生は，合理的世界と非合理的世界を結ぶ架け橋
となるはずである39）．
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また，東北大学の臨床宗教師研修を担当する
宗教心理学の高橋原は，こう明かしている．

誰でもできるが，「宗教者でもできる（でな
くてもできる）」役割であるという一面は確か
にある．しかし，すでに亡くなった人がもう苦
しんでおらず安らかにしているというメッセー
ジや，生と死の意味について説得力をもって語
ることは，まさにそのような知を蓄積してきた
伝統の権威を代表している宗教者が得意とする
領域であることも確かである．また，言葉によ
らず，儀礼的な関わりによって心のケアを行な
うことは宗教者の特権であろう．これらは，「宗
教者だからできる（宗教者にしかできない）」
ことと言ってよい 40）．

このように宗教者に求めるものは，不条理な
どうにもならない悲しみに向き合ってくれるこ
とであり，不合理な経験にもきっと意味がある
と受けとめる姿勢である．私の生きている意味
は何だったのか，人は亡くなるとどうなるの
か，なぜ私は生き残ったのか，これからどうし
たらよいのかといったその人の人生の悩みを聞
き，宗教的な死生観や救済観によりながら，解
決をめざして接することである．
スピリチュアルケアは，相手の価値観，死生
観，信仰を尊重し，相手の心の支えとなるもの
とのつながりを再確認，再発見できるように援
助することである．寄り添うとは，特別な技術
や個人の能力を役立てて，相手の心を聞き支え
るのではない．言うに言えない人々の悩みに向
き合い，そこにいること，待つこと，“Being”
という姿勢である．宗教的ケアとは，相手が宗
教的ケアを求めていることを確認し，臨床宗教
師が相手の信仰している宗教宗派や宗教者を紹
介することであり，また，宗教者自身が自らの
依りどころとする宗教的死生観を指し示し，そ
の人が生と死の意味を考えるきっかけを与える
ことである．ただし，病院などで患者や家族が
求めていないのに，宗教者が教えを説くこと
は，患者や家族にとってみれば，入信を強要さ

れているかのように感じる．むしろ相手の語る
言葉の背後にある気持ちに耳を傾ける時，相手
の悲しみと願いから，逆に，宗教者自身が生き
る意味を教えられる．その意味で，宗教的ケア
とは，宗教者が相手とともに，教えの意味を分
かち合う “Sharing” という姿勢である．ケア
の場では，宗教者と苦悩を抱えた人との上下関
係はなく，支えあう御同朋の関係が存在する．
スピリチュアルケアと宗教的ケアとの共通領
域とは，その地域に根ざした宗教儀礼である．
追悼儀礼は，故人を追慕して，聖職者が祈りや
読経を捧げる．遺族は悲しみや無念さを表出す
ることができる．亡き人を追慕して手を合わす
時，亡き人から受けた愛情を想い起こし，感謝
の気持ちがあふれる．私が何者であり，何のた
めに生きるのかを指し示す羅針盤，それが宗教
の役割である．このように宗教は本来，愛と慈
しみを育み，心の平安と世界の安穏を願う．
ところで，スピリチュアルケアと宗教的ケア
の関係性について，島薗進はこう助言した．

宗教的ケアは，宗教的な形があるから真心が
こもっている．災害支援ボランティア活動など
悲しみに寄り添うスピリチュアルケアは，宗教
的な形がないところに宗教的なものがある 41）．

伝統的な形のある伝道にも真心があり，形な
きスピリチュアルケアも宗教性があるという島
薗の視座は，両者を意義づけ，医療福祉機関や
被災地現場にいる宗教者の活動を勇気づけた．

6.　スピリチュアルケアを支える物語
最後に，スピリチュアルケアの姿勢を教えて
くれる三つの物語を紹介したい．

6.1　あしあと
一つは，髙木慶子が，2016年，日本臨床宗

教師会設立シンポジウムの基調講演で紹介した
マーガレット・F・パワーズの詩『あしあと』
という作品である．
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あしあと
マーガレット・F・パワーズ

ある夜，わたしは夢を見た．
わたしは，主とともに，なぎさを歩いていた．
暗い夜空に，これまでのわたしの人生が映し出
された．
どの光景にも，砂の上にふたりのあしあとが残
されていた．
ひとつはわたしのあしあと，もう一つは主のあ
しあとであった．
これまでの人生の最後の光景が映し出されたと
き，わたしは，砂の上のあしあとに目を留めた．
そこには一つのあしあとしかなかった．
わたしの人生でいちばんつらく，悲しい時だっ
た．
このことがいつもわたしの心を乱していたの
で，わたしはその悩みについて主にお尋ねした．
「主よ．わたしがあなたに従うと決心したと
き，あなたは，すべての道において，わたし
とともに歩み，わたしと語り合ってくださる
と約束されました．
それなのに，わたしの人生のいちばんつらい
時，ひとりのあしあとしかなかったのです．
いちばんあなたを必要としたときに，あなた
が，なぜ，わたしを捨てられたのか，わたし
にはわかりません．」
主は，ささやかれた．
「わたしの大切な子よ．
わたしは，あなたを愛している．あなたを決
して捨てたりはしない．
ましてや，苦しみや試みの時に．
あしあとがひとつだったとき，
わたしはあなたを背負って歩いていた．」42）

この詩は，私の歩みが一人のあしあとではな
いと教えてくれる．孤独に陥っても，大いなる
ものが私の苦しみを背負ってくれていた．私の
あしあとが一人のあしあとではなく，大いなる
ものが私を背負ってくれているあしあとだと気
づく時，一歩前にふみだす勇気が湧いてくる．

6.2　請わなくても友であり，あなたの悲しみ
を背負い，自分のことのように慈しむ

第二には，『無量寿経』に説かれる物語であ
る．2015年，龍谷大学大学院第四代実践真宗
学研究科長を務めていた深川宣暢が，この『無
量寿経』の教説に注目して，臨床宗教師の社会
的実践を意味づけた．

もろもろの庶類のために不請の友となる．群
生を荷負してこれを重担とす．……大悲を興
して衆生を愍れみ，慈弁を演べ，法眼を授く．
……もろもろの衆生において視そなはすこと，
自己の如し．（『無量寿経』巻上 43））

この大意は次の通りである．仏は，人々が自
ら請わなくても親友となる．仏は，すべてのも
のの悲しみを背負うことを重要な責務としてい
る．大いなる慈しみをおこして生きとし生ける
ものを哀れみ，思いやりのある言葉をかけ，教
えの眼を授ける．仏は生きとし生けるものを，
まるで自分のことのように視る．このように仏
の慈悲とは，自他不二，相手を自分のことのよ
うに大切にする慈しみである．本来，大乗仏教
の実践とは，人々の幸せになるために行動する
ことが，ひるがえってそのまま自己の幸せにな
ることを教えている．相手に寄り添うとは，自
利利他円満を願って実践することである．もち
ろん自己は煩悩を離れられない愚かな凡夫であ
るから，行うことには常に限りがある．先入観
をぬぐいきれず，悩む人の気持ちをすべて理解
することはできない．しかし一方で，一切衆生
をわけへだてなく迎え，決して見捨てることの
ない阿弥陀仏の願いをこの愚かな凡夫は聞いて
いる．だからこそ，決して見捨てない如来の大
悲にいだかれていることに気づいた人間は，及
ばずながら，仏の大悲を理想として胸にいだ
き，人々の悲しみに寄り添っていけるだろう．
何にもならないかもしれないが，限界を知って
なおも相手を想う，そうした自利利他の実践で
ある．
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6.3　星を投げる少女
第三には，あそかビハーラ病院長・緩和ケア
医の大嶋健三郎が，臨床宗教師研修において教
えてくれた詩である．それは，大嶋医師が，英
国の小児ホスピスの医師から伝え聞いた『若者
とヒトデ』という詩である 44）．私はこの物語
を知って感動した．それで，この詩のルーツを
調べてみると，原作は，ローレン・アイズリー
（1907–1977）の �e Star �rower, Harcourt 

Brace, 1978であった．その物語が，パラフレ
イズドされて，The Starfish Storyとなった．英
国などでホスピスやパリアティヴ・ケアに携
わっている医療スタッフが，この物語を心の
支えとして患者と家族のケアに当たっている．
患者一人ひとりの人生を尊重する緩和ケアは，
The Starfish palliative careと呼ばれている．
そこで，原作や原作を言い換えた英文の詩に
敬意を表して，日本語に意訳し，物語の最後に
新たなシーンを加えて，『星を投げる少女』と
いう物語を書いてみた．

星を投げる少女

昔，自分の作品を書くために，海によく行く賢
者がいた．彼は仕事の前に海岸を散歩するのが
習慣になっていた．
それは嵐が通り過ぎたある日のことだった．
賢者が海岸を歩いていると，遠くに，海岸で
踊っているようにみえる人影を見つけた．
彼が近づいてみると，その人影は少女だった．
その少女は踊っているのではなかった．少女は
何かを拾って，海にそっと投げ返していた．
賢者は少女に尋ねた．
「こんにちは．あなたはそこで何をしてい 
るの．」
少女は，
「ヒトデを海に投げているのです．」
と答えた．
何かどきっとして賢者は尋ねた．
「どうしてヒトデを海に投げるの．」
「太陽が昇ると，潮がひいていきます．

だから，もしヒトデたちを海に返さなかった
ら，彼らは死んでしまいます．」
と少女は答えた．
賢者は，
「何マイルも何マイルもずっと海岸はつづい
ている．数えきれない何万のヒトデが波で浜
辺に打ち上げられ，太陽の光で死んでしま
う．あなたが一つ二つのヒトデを海に投げ返
しても，それは意味のないことだと思うよ．」
と少女は話しかけた．
すると少女は，
「それでも，私の手の中のヒトデにとっては
意味のあることなのです．」
と答えた．
そして，少女はまた一つヒトデを拾って海に投
げ返した．
賢者は，少女の言葉を聞いて胸がいっぱいにな
り，恥ずかしくて何も言えなくなった．
しばらくして，賢者は，少女の隣でからだをか
がめ，打ち上げられたヒトデを一つ拾って，海
に投げ返した．
少女と賢者は，目と目を合わせ思わず微笑ん
で，海にヒトデを，また一つ投げ返した．
昇っていく朝日に照らされて，少女も，賢者も，
海もきらきら輝いた．
そして，海の中では，ヒトデたちも，陽の光を
受けて光り輝いていた．

数量で証明される合理性を重視する価値観か
ら見れば，「手の中のヒトデ」を海に投げ返し
て助けても，多くのヒトデは救えないから無意
味かもしれない．
しかし，計算など不要な慈しみの心で見れ
ば，「手のなかのヒトデ」は，比べられない唯
一の尊い命である．「手の中のヒトデ」，それは，
不思議にも縁があって出あった患者一人ひとり
を象徴する．かけがえのないその患者自身のた
めに，家族縁者，医師，看護師，栄養士，臨床
宗教師たちがチームを組んで緩和ケアにあたっ
ている．社会福祉施設等の現場でも，ケアチー
ムがかけがえのないその人に寄り添っている．
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「手の中のヒトデ」を大事に守る姿勢は，「ぬく
もりとおかげさまの心」でその人に寄り添うス
ピリチュアルケアを体現している．この物語の
少女のように，孤独で何も言えないヒトデの気
持ちに気づいて，そのヒトデを拾い，大いなる
慈しみの海に投げ返す人でありたい．
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鍋島：スピリチュアルケア　原点にかえって

Spiritual Care: Back to Basics

Naoki Nabeshima1

Abstract

When humans go through the final separation from their loved ones, or have a presen-
timent of their death, they realize the preciousness of life. But how should one draw close 
to the suffering and wishes of patients confronting their own death, or the sadness of their 
families? In this paper, I reflect on these issues by drawing on the work of Shigeaki Hino-
hara and Tetsuo Kashiwagi with special attention given to palliative care. I will argue here 
that death and dying provide us an opportunity to reflect on the meaning of our own lives 
and become a time for realizing true kindness and compassion. In addition, I introduce the 
Interfaith Chaplaincy program in Japan. This program was created in 2012 at Tohoku Uni-
versity, based on the experiences and traditions of religious professionals who ministered 
to people’s sufferings after the Great East Japan Earthquake in March 2011. As religious 
professionals, chaplains work in collaboration with medical and social welfare staff to offer 
“spiritual care” and “religious care” by directly encountering people’s suffering and grief, 
accepting their individual stories without judgment, and respecting peoples’ religious ori-
entations.

Key Words: palliative care, Interfaith Chaplaincy, spiritual care, religious care
1 Professor, Ryukoku University Graduate School of Shin Buddhist Practical Studies


