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とき：2013.09.19.13:00-14:00 
場所：富山国際会議場（富山市） 
富山県心の健康センター・自死遺族支援者研修会 
 
テーマ「グリーフケアは、なぜ自死遺族を怒らせ、不愉快にさせているのか？ 
 自死遺族の声の『通訳者』の立場から」 
 
内容 
1. 「通訳者」の立場から 
2. どうして遺族の声が支援者の耳に入らないのか 
3. 症状として言葉を聞く支援者 
4. 殴られている人の声を「傾聴」する 
5. 遺族がおかれている社会的状況 
6. なぜ「心の問題だけ」なのか 
7. ポップ・サイコロジー（ポップ心理学）としての回復モデル 
8. 死をめぐる文化の違い 
9. 死者とのつながりをめぐる文化の違い 
10. グリーフと「悲しみ」は違う 
11. 「愛しい」は、「かなしい」と読む 
12. 悲しみはケアできない 
 
ただいま、ご紹介いただきました上智大学の岡と申します。今回は、このような機会を

いただきありがとうございました。今回の私の演題ですが、「グリーフケアは、なぜ自

死遺族を怒らせ、不愉快にさせているのか？」というもので、ずいぶん挑発的といいま

すが、このタイトルを聞いて不愉快に思われたかたもいらっしゃるのではないかと思い

ます。 
 
あるいは「そもそも優しさの行為であるはずのケアをして相手を怒らせるとか、不愉快

にさせるとか、そんなことが、いったいあるのだろうか？」と不思議に思われたかもし

れません。 
 
あるいは、みなさまのなかには、グリーフケアを一生懸命勉強して、より良いグリーフ

ケアを提供したいと熱心に活動されているかたも、いらっしゃるかもしれません。そう

いう方にとっては、このタイトルは不愉快どころか腹立たしいかぎりの失礼なものだと、

そういう印象を与えるものだったのではないかと思います。 
 
ですから「私たちのグリーフケアを、すごく感謝して受け取ってくださる遺族は、たく

さんいらっしゃるんだ」と、だから「質疑応答の時間に、さんざん質問して懲らしめて

やれ！」と、手ぐすね引いてね、「コノヤロー、いまに見ておれ！」と身構えていらっし

ゃるかたも、もしかして、みなさんのなかには、いらっしゃるのではないかと思ってい

ます。 
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 「通訳者」の立場から 
 
ただ、ここで注意していただきたいのは、私の演題には、サブタイトルがありまして、

自死遺族の声の「通訳者」の立場から、とあります。つまり私自身は遺族ではありませ

んので、遺族のお立場から話すことはできません。「遺族は、グリーフケアに怒ってい

るんだぞ！」なんて声を荒げて言うつもりも、まったくありませんし、遺族ではないの

ですから、その資格もないと思っています。 
 
実は、私が、この自死遺族の問題にかかわりはじめて気づいたことがあります。それは

遺族の声あるいは遺族の本当の気持ちが、なかなか支援する人たちに伝わっていかない

ということなのですね。 
 
話し合う機会や場所はあるんです。それでも話が通じないといいますか、話がかみ合わ

ない。それは、あたかも言葉が違う人どうしが、話し合えないような状況に似ているよ

うで、それで私は自分の立場を「通訳者の立場」というように呼んでみたわけです。 
 
たとえば、以前こんなことがあったんですね。自死と自死遺族に関する政策をテーマに

シンポジウムが開かれたことがあって、4 人ぐらいのシンポジストがいて田中さんだけ

が遺族で、あとは関係者、支援者でした。たくさん参加者がいましてね。私の印象では

100 人から 200 人くらい人がいるのかなと思いましたが、そのうち遺族は、たぶん、ほ

んのわずかで大部分が支援者か関係者のかただったんじゃないでしょうか。 
 
そのなかで、シンポジストとして田中さんが「遺族は、遺族支援者によって、たいへん

傷つけられております！」と、おっしゃったんですね。たいへん勇気ある発言だったと

思いますが、そのあとのフロアとのやりとりが、遺族対支援者という対立の構図が出て

しまったという感じでした。 
 
この場合、支援者というのは、必ずしも自死遺族の支援者ということではなく、自死の

予防に向けての支援者というかたもいらっしゃったのですが、田中さんの発言に対して

反論のようなことを質疑応答の時間にフロアから、おっしゃったかたが、いました。支

援者のかたでしたけどね。言葉の細かいことは覚えていないのですが、要するに「私は

手弁当で自分の残業にもなるのに一生懸命やっているんだ。それを、そんな言い方をし

なくてもいいだろう！ 私は、あなたの言葉を聞いて心が折れそうになりました」と、

ずいぶん怒っていらっしゃった。「心が折れそう」という表現が、私には、とても印象的

で覚えているのですが、とにかく「あなたの言葉は、支援者の心を折るものだ」と言う

わけですよ。 
 
そのとき、フロアのあちこちからパラパラと拍手が起こりましてね、「そうだ、そうだ」

という賛同の拍手ですよ。私は、そのとき「ああ、残念だな、遺族と支援者の間の溝は、

ここまで深くなっているんだ」と思いました。 
 
それから、さらに私にとって、ショックだったのは、そのシンポジウムが閉会になって

から、遺族支援で非常に有名な専門家の先生がね、その「心が折れた」と発言した人の
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ところまで、つかつかとやってきて「いやあ、よくぞ、言ってくれました！」と、大き

な声でいいながら、すごい笑顔で握手を求めて笑っているわけですよ。 
 
それを田中さんを応援するために遺族のグループが来ていたわけですが、その目の前で、

たぶん遺族が目の前にいることを意識しながら大きな声で言われていたんじゃないか

なと思うのですけど、「よくぞ、言ってくれました！」と。それを見ていた遺族たちが、

「なに、あの態度！」というように、すごく怒ったように、にらんでいました。 
 
これが現実なんですね。これは、ひどい状況だなと思いました。その先生には田中さん

は期待していたんですよね。私が田中さんと知り合ったころの 5 年ぐらい前まではね。

「あの先生は、遺族のことをわかってくれるんじゃないか」と。だから、その様子をみ

たときには、とても残念なことだと思いました。 
 
私が、今日ここで遺族である田中さんの講演の前にお話しするのは、やっぱり今日は、

そういう事態を避けたいという気持ちがあるわけですよ。 
 
田中さんの今日の演題は「悲しみは愛しさとともに」という、ずいぶん優しいタイトル

ですけど、田中さん、こういう席では、たいていすごいことをおっしゃいますからね。

たとえば「遺族は、遺族の支援者によって一番、傷つけられているんです！」と、おっ

しゃる。あるいは、私へのメールのなかには「グリーフケアは悪です！」と、断言して

書かれていることがあります。 
 
私自身は遺族ではないので、そこまでは言えませんが、でも、それは遺族としての田中

さんの偽らざる気持ちだと思っていますし、遺族の代表として、どんどんそういう発言

をしていただきたいと私は思っていますし、応援しています。 
 
しかし、だからといって、またさっきお話ししたシンポジウムのようにね、あとで、こ

こで質問の時間になって「私は、お話しを聴いて心が折れました」と、「そんな言い方

は、ないんじゃないですか」と、みなさんのほうから発言が出てね、そしてフロアから

「そうだ、そうだ」という拍手なんかが出る、なんて、そういう状況は、なんとしても

避けたいと思うんです。だから、私は田中さんのお話しの前に前座として、しかも「通

訳者として」話しておきたいと思ったわけです。 
 

 どうして遺族の声が支援者の耳に入らないのか 
 
そこで問題は、ぜひ、みなさんに考えていただきたいことは、どうして遺族の声が、言

葉が、これほどまでに支援者の耳に入ってこないのかということですね。このすれ違い

は、どうして起こるのだろうかということですよ。 
 
「いや、遺族の言葉は、ちゃんと私にも届いていますよ」と支援者のみなさんは、おっ

しゃるかもしれない。ある支援者のかたは自分たちのグリーフケアで悲しみが癒やされ

たという遺族からの葉書、感謝の言葉がいっぱいの葉書をいつも持っていて、「ほら、

こんなに私たちのグリーフケアが良かったと、おっしゃってくださる遺族がいるんです
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よ」と、ことあるごとに、いろんな人に、それをお見せになるそうです。問題は、その

葉書が一枚だけで、いつも同じ葉書だということなんだそうですが、それは数が少なく

ても遺族のかたには、いろんなタイプのかたが、いらっしゃるわけですから、それはそ

れでいいと思います。 
 
ただ支援者のほうもね、自分はこういう言葉を遺族から聞きたいという、まさにその言

葉を言ってくれる遺族だけに向かい合っているのではないか？と、私は問いたいわけで

すね。言い換えれば、自分がもっている遺族のイメージにあう遺族だけを考えているの

ではないでしょうか。自分にとって都合がわるい、たとえば自分たちの支援の仕方に批

判的な遺族は相手にしない。そういう態度をとってきていないか？ ということを点検

してもらいたいのですね。 
 

そこで、みなさんにひとつ質問をしたいのですが、プリントを見ていただけますか。１

番ですね、読んでみます。「自死遺族支援者のなかには、遺族の、特に怒りの声を聴かな

い人がいる」ということが正しいとしたら、それはどのようなことが原因だと、あなた

は考えますか、ということですね。 
 
「聴かない人がいる」と断定しているわけではないですが、遺族のなかには、そう考え

ている人が、実際には、たくさんいらっしゃる。つまり遺族を支援するといっていなが

ら、遺族を支援するプロだと言っていながら、ぜんぜん遺族の声に耳を傾けていないと

遺族から批判されている人は、いっぱいいらっしゃいます。そのかたが、どうしてそう

なのか。 
 
著名な精神科医だったり、心理学者だったり、長く訓練を受けたボランティアだったり

するのですよ。だから患者さん、クライエントの声に耳を傾けることが大事だ、なんて

いうことは、もちろんご存じのはずなんですね。でも遺族から見れば、耳を傾けていな

いようにしか思えない。それは、どうしてか？ ということですね。ちょっと、みなさん

で 1 分か 2 分ぐらいで、考えていただけますか。 
 
いろんな考え方があると思います。別に、どれが正解だということを申し上げませんが、

私が考えたことを、お話しさせていただきますと「遺族の声は聴いている。しかし同時

に聴いていない」という不思議な現象が、どうして起こるのかということです。 
 

 症状として言葉を聞く支援者 
 
ヒントとして、こういう話があるのですね。これは私が実際にご本人から聞いた話なの

ですが、精神障害者のかたがおられましてね。そのかたが自分で精神障害者の自助グル

ープをたちあげたいと思ったわけです。チラシをつくって、デイケアの仲間に呼びかけ

て、障害者たちだけで会をつくって、行政の精神障害者福祉の施策について議論し、あ

るいは、カラオケとか、ハイキングとか、そういうレクリエーションの活動もしたい、

そういうことをこれからやっていきたいんですと自分の主治医の精神科医に話したん

ですって。そうしたら、そのお医者さんが、なんと答えたと思いますか。「ああ、そう
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か、どうやら、お薬を増やしたほうがいいみたいだね」と答えたというのですね。これ

は障害者のかた本人から聞いた実話なんです。 
 
つまり、障害者の自助グループをつくりたい！と、はりきってらっしゃる、その人の声

は、話は医師はしっかりと聴いているんですよ。でも、話は聴いているのだけれども、

あくまで医者と精神科の患者さんという間の関係で、人間対人間の会話になっていない

わけですよ。「自助グループをつくりたい！ これから仲間の輪をひろげたい！」という

患者の言葉を聴いて「これは過度に興奮しているな、不穏な状態になっているな、これ

は良くない、だから薬を増やそう」という発想になっていくわけですね。 
 
つまり「自助グループをつくって、もっと活動したい」という言葉を人間の意思の表現

として考えるのはなくて、病気のひとつの症状、たとえば不穏な状態にあると、とらえ

ているわけですよ。ここのところが、ポイントですね。人間の言葉を、その人の意思や

意見や考えを伝えているものとして見ないで、その人の、病気の、あるいは病的な状態

の症状というか発作というか、そういうものとして見ているわけです。そこにおいて話

を聞いていて、同時に話を聞いていないという、そういう状況が現れるわけです。 
 
田中さんからも同じような話を聞いたことがあるのですね。ある遺族支援の専門家、た

いへん有名な方で、日本の自死遺族支援の政策をつくっていくことに大きな役割をもっ

てきたかたなのですが、そのかたに電話で田中さんが自死遺族の支援についての思いを

語ったそうです。ところが、こちらが何を言っても、「はい」「はい」と、なんですか、

メトロノームというのを、ごぞんじでしょ、カチカチと楽器を演奏するときに拍子をと

るものですね、それと同じような感じで「はい」「はい」と返事が聞こえてくるものだか

ら、「どうなっているのかな？」と思って、田中さん、しばらく黙ってみたんですって。

そうしたら、やっぱり「はい」「はい」「はい」って、やっぱりメトロノームのように返

事が返ってきたから、びっくりしたとおっしゃっていました。これは、どう考えたらい

いんでしょうね。 
 
これは、私の勝手な想像なんですが、その先生は、たぶん電話をこうやって肩の上にの

せながらパソコンでも打っていたんじゃないでしょうかね。あるいは机の上の書類でも

片付けていたんじゃないのかな . . . 。 
 
どうして、そういうことができたのかというと、おそらく、それは、その先生が田中さ

んの言葉を、田中さんの考えや意思を表現したものではなく、田中さんの自死遺族とし

ての「症状」、とくに「精神症状」が出ている状態だと判断していたからではないかなと

思うのですね。 
 
すこしグリーフケアとかを「勉強」されたかたなら、ご存じだと思いますが、悲嘆の反

応、悲しみの反応には、いろいろなものがあって、「否認」つまり現実を認めない反応と

か、落ち込んでしまう反応とか、それから「怒り」という反応もあるとされているわけ

ですよ。 
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それで田中さんが自死遺族の支援についてのありかたについて、「いや、それは違うの

ではないか」と、ご自分の意見や現在の支援のありかたへの批判を伝えたときに、「あ、

これは怒りの反応だな」と、そう理解されてしまったのではないかと私は思っています。 
 
それが本当に「怒りの反応」「怒りの精神症状」であるとしたら、その怒りを向けられた

人は、どうしようもない。だって、その「怒りの反応」「怒りの精神症状」は基本的に

は、その人の心の問題というか精神状態が原因で出てきているのにすぎないわけですか

らね。だったら、それを電話で聞いている人は、「ああ、いま、その人の怒りは、行き場

を失ったために、いまは私に向けられているだな」と、そう思うしかない。だから、「は

い」「はい」「はい」とメトロノームみたいに返事をするしかないわけですよ。私は、自

死遺族のかたと遺族支援のかたがたが、どうしてもすれ違ってしまうことが多いのは、

こういうことが基本的なところであるのではないかと思っています。 
 
繰り返しますと、遺族のかたは自分の考えや意見や、気持ちや、意思を、言葉や行動で

表現して相手に伝えようとされている。その一方で、遺族支援をするかたは、すべての

かたがそうだとは言いませんが、かなりの多くのかたが、そういう遺族のかたの言葉を、

精神症状の現れ、たとえば、悲嘆のプロセスに伴う怒り、他者に対する攻撃性の現れ、

さらにいえば、遺族のかた個人の心の問題の現れと理解しているのではないか。だから、

いくら言葉をかわしても会話が成り立たない。遺族のかたは、いっぱい話して言葉で伝

えようとしている。しかし、聴いている遺族支援のかたは、そこに「精神症状」あるい

は「心の動き」しか見ない。 
 

 殴られている人の声を「傾聴」する 
 
たとえば、こういう絵を考えてもらいたいのですが、ある人が道のまんなかで、数人の

人から殴られているわけですよ。それで組み伏せられて、なおも殴られて続けている。

殴られている人は「助けてくれ！」「こいつらは、オレが何もしないのに殴りつづけて

いるんだ！」と叫んでいる。 
 
そこに、その人を助けに来ましたという人、支援者がくるわけですね。「ああ、助かっ

た！」「はやく、助けて下さい！」と言ったら、その助けにきたはずの人は、どうしたか

というと、組み伏せられて殴られている人の横に座る。そして「いま、どういうお気持

ちなのか、良かったら、お話ししていただけませんか」と言うわけです。そしたら、「こ

れを見たら、わかるでしょう。とにかく殴られているんだ。もう痛くってしかたがない。

早く助けてください！」と。すると「ああ、とても痛いと、おっしゃるのですね。その

痛みについて、よろしければ、もう少しお話ししていただけませんか。」「何いってんだ、

見ればわかるだろう。殴られているんだ、何とかしてください！」「助けてください！」

と繰り返していると、その支援者は、黙って、そのまま目をつぶってしまった。なぜか。 
 
傾聴しているんですね。「うん、うん」と。なぜなら、支援者は、まず傾聴することが大

事ですから。目の前の相手が、ポカポカと殴られている、それを見て「ああ、きっと痛

いんだろうなあ。きっと辛いんだろうな」と思い、共感しようとしているわけです。 
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どうでしょうか。この支援者は、心の支援の原則を守っていらっしゃると思いませんか。

「痛いというそのお気持ちを、よかったら、もう少しお話ししていただけませんか」と、

無理に気持ちを聞きだそうとはしていませんし、傾聴にも徹しています。 
 
でも、殴られている人は、そんな支援者には、まったく感謝しないでしょうね。それど

ころか、なんて無神経な自己満足的に支援をしている人なんだろうと、怒ってしまうと

思うのですよ。 
 
しかし支援者からしてみれば、ちゃんと傾聴の原則も守っているし、相手の苦しさ、辛

さに注意をして、そこに共感しようと一生懸命だったわけでしょ。だから、なんで感謝

されないのか、わからない。あるいは感謝されないどころか「支援者というから、助け

てくれるのかと期待したら、裏切られた」というように恨みを買ってしまうかもしれな

い。支援者としては割り切れない、納得のいかない気持ちになりますよね。 
 
このたとえ話は、非常に極端に思われるかもしれませんが、これを、ある遺族のかたに

話したら、「そうそう、まるで、オレたちが置かれた状況と、そっくりですね」と笑って

くださったので、今日ご紹介しようと思ったのですが、みなさん、どう思われますか？ 
 
これが、また次の問題です。プリントを見ていただきたいのですが、読んでみますね。

数人の人に囲まれて殴られている人がいて、そこに支援者が近づき「いまの、あなたの

痛みについて少しお話ししていただけませんか」と言ったとします。この状況と自死遺

族の状況に共通点があるとしたら、それは何だと思いますか。 
 
自死遺族といっても、いろんな状況にあるかたが、いらっしゃいますので、すべての自

死遺族に、この状況と共通点があるとまでは、私は申し上げません。ただ、この状況に

近いかたは、いっぱいいらっしゃると思うのですが、それは、なかなか見えにくいかも

しれないと思っています。これは私も田中さんに教えていただく前は、ほとんど知らな

かったし、気づきもしなかったことなんですが、自死遺族は社会のなかで、非常にいた

めつけられているというのですね。 
 

 遺族がおかれている社会的状況 
 
たとえば、子どもさんを自死でなくされたご夫婦に私は何度かお会いしたことがありま

す。子どもさんが自死された場合、とくに子どもさんが学校にいっている場合、よくあ

るのが、いじめが背景にあるということですね。親としては、子どもにどういうことが

起きたのだろう、学校で何があったのだろうと知りたいわけですが、学校は教えてくれ

ない。先生も「なんか、自分がいじめられていると、勝手に勘違いして死んだんじゃな

いですか」と、そんなことしか言わない。他の親たちからも「あんたたちは、私の子ど

もたちを犯罪者扱いにするのか」と言われ責められるわけですね。 
 
裁判に訴えて真相を知りたいと思っても、地元で弁護士を見つけるのは難しいそうです。

というのは、小さな地域の場合は、学校というのは、いいお客さんなので、地元の学校

を敵にまわして裁判はできないということで、だれも弁護士になってくれない。そうい
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う場合は、東京のような大都会で弁護士を探すしかないそうです。そうなると、狭い地

域のなかで「あの人たちは、地元の学校を訴えたそうだ」とか、「地元の子どもたちを、

いじめの犯人にしたてようとしている」とか言われて、家族は孤立してしまう。 
 
あるいは似たような状況で、過労のため自死に至ったというケースがありますね。その

場合、そういう職場自体おかしいのではないか、勇気をもって、そういう職場を変えよ

うとしている遺族がいらっしゃいます。しかし、夫やお父さんを自死で亡くしたという

厳しい状況のなかで、さらに、その夫を雇用していた会社や団体という巨大な組織を相

手に闘うとなると並大抵のエネルギーではないですね。 
 
それから自死に伴う損害賠償の問題もあります。これは、また田中さんのほうから話が

あると思いますが、賃貸住宅で自死をしたということで不動産業者から損害賠償を求め

られることがある。つまり、アパートで亡くなったら同じアパートの人たちが出ていっ

てしまった、あるいは、そのアパートに住みたいという人が少なくなってしまったとい

うことで、その損害賠償を遺族が求められることがあるのですね。 
 
同じくアパートで亡くなっても病死や孤独死の場合は、遺族に損害賠償を求めることは

ないそうです。としたら、これは自死を、ふつうの死とは違うものとして考えられてい

るという意味で自死への差別と偏見だと考えていいのではないでしょうか。 
 
要するに何が言いたいかというと、遺族には愛する家族を亡くしたという悲しみだけで

はなく、経済的な問題や、法に訴えなければいけない問題や、そういう社会的な問題が

あって、それを企業や学校など大きな組織を相手に、近所からも冷たい目で見られなが

ら闘っていかなければいけないところがある。そういう問題が山のようにあるのに、自

死遺族の支援に関しては遺族の心の問題だけに焦点が当てられているわけですね。 
 

 なぜ「心の問題だけ」なのか 
 

では、どうして自死遺族は、支援者から心の援助だけを求めているのだというように信

じられているのでしょうか。どうしてでしょう。不思議ですよね。言い換えれば、どう

して、こんなふうに「心の健康センター」で自死遺族の支援についての研修を行うので

しょうか。 
 
たとえば、子どもさんの自死が問題になるのなら、教育委員会とか、教育に近い機関で

遺族の支援の研修を行ってもいいかもしれませんよね。そうしたら遺族にもっと理解の

ある学校の先生が増えて遺族の状況も変わるかもしれません。 
 
もちろん、それは、ここにいるみなさんの多くは、ご存じでしょうが、法律に問題があ

るわけですよ。それは自殺対策基本法の第 18 条に 
 

国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者の親族等に

及ぼす深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等に対する適切な支援を

行うために必要な施策を講ずるものとする。 
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と、明記されているからなんですね。自死による深刻な心理的影響が焦点であって、深

刻な社会的影響でもなければ、経済的影響でもない。あくまで「心理的影響」だけなん

ですね。しかし、それが遺族のニーズに合っていないかもしれないんですよ。 
 
自殺対策基本法は、遺族の声が高まってできた法律じゃありませんよね。自死遺族の市

民運動というのは、自殺対策基本法の成立の後に生まれてきたものですから、そこに遺

族の声や要望が反映されているはずはないんです。つまり、遺族たちが「心理的影響を

緩和する支援をしてくれ！」とか、「私たちにはグリーフケアが必要だ！ グリーフケア

を行政でしっかりやってください！」という声があって、この第 18 条の条文ができた

わけではない。 
 
だから、遺族のかたは、よく嘆いておられますよ。どうして自死遺族の問題は、精神保

健の問題としてしかとらえられていないのかとね。学校の問題、日本の職場の問題と、

いろいろある。なのに、精神保健の問題としてしか考えられていない。 
 
さらに精神保健の問題といっても、遺族個人の心の問題としてしか論じられない。遺族

のなかには、家族が精神科にかかっていて、それでも亡くなってしまったということで、

精神科のありかた、薬の問題とか、いろいろな問題を感じていらっしゃいますよ。でも、

そういう日本の保健システムとしての精神保健の問題は、まったく考えられていなくて、

もっぱら遺族の個人の内面の心の問題としての精神保健ですよね、そこだけに焦点が当

てられてしまっているわけです。 
 

 ポップ・サイコロジー（ポップ心理学）としての回復モデル 
 

さらに極端な例をあげると、自死遺族の支援だということで、そこに参加してみると、

そこにあるのは、なんと「悲嘆の回復プロセスのモデル」だけだったりします。最初に

「否認」があって、「怒り」があって、そして、いろいろあって最後は死の「受け入れ」

があるなんて、もう極端に単純化された階段状のモデルがあってね。「ああ、あなたは、

いまは、まだ怒りの段階で、この 2 段目のところですね」とか、まあ、そこまで露骨に

言うところは少ないと思いますけれども、要するに、そういう感じですよ。 
 
「いやいや、そんな単純なものではありません。この否認、怒り、取引、落胆、受容と

いう階段は、この順番ではなく、こう上下して、いきつもどりつ、という複雑に回復し

ていくのです」なんて言う人もいらっしゃいますけれども、それでも、きわめて単純な

モデルには変わりがない。 
 
私は長年、社会福祉の教員をしていますので、いままで、いろんな援助法とか、支援の

方法というのに接してきました。でも誤解を恐れずにいえば、この、いまの日本で広ま

っているいわゆる「グリーフケア」ほど単純なモデルは珍しいと思います。 
 
こういうのを、なんていうのかご存じですか。ポップ・サイコロジーというのですよ。

ポップというのは、ポップ・ミュージックとか、ポップ・カルチャーのポップですね。
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大衆とか、一般の人向けの、とかという意味ですよ。だからポップ・サイコロジーとい

うのは、大衆向けの心理学ですね。 
 
たとえば、よくテレビの番組でありますよね、「青のコップと、赤のコップと、黄色いコ

ップ、どれを選ぶかで、あなたの性格がわかるんです」なんて、アナウンサーがいうと

「へえー」というリアクションがあるでしょ。ああいうのが、ポップ・サイコロジーで

すよね。非常に厳密な限定された状況で、こういう結果が出たという事実を、そういう

厳密な条件などは全部とっぱらって、非常に一般化させてわかりやすく誰にでもおもし

ろい話にしてしまうのが、ポップ・サイコロジーだと言っていいのですが、日本のグリ

ーフケアの実態も、それに近いと私は思っています。 
 
なぜかというと、私は 5 年前に田中さんと知り合って、自死遺族のことを調べるように

なって、だったら、やっぱりグリーフケアのことも勉強しなければいけないだろうなと

思って、専門家が書いた関係の本とか論文とか読み始めたのですが、それが、非常に複

雑で専門用語もたくさんでてきて非常に難しい。一人で読んでいても、よくわからない。 
 
ところが、日本のいわゆる「グリーフケア」の文献を読むと、ボランティアとして長年、

活動してきましたという、心理学にも精神医学にも全くの素人という方が、けっこう書

いていたり、講演の記録を残していたりしますでしょ。あれは非常にわかりやすい。な

ぜなら基本的には、素人のかたが、素人向けに書いているのですからね。非常に単純明

快です。ですから、グリーフケアのポップ・カルチャー化が始まり、もうすでにポップ・

サイコロジー（大衆向けの心理学）になってしまっているというのが、私の印象です。 
 
問題なのは、ポップ・サイコロジーというのは、もはや厳密な心理学ではないというこ

とですよ。たくさんの間違いが入っています。どういう間違いが含まれているのか、と

いうことは、詳しくお話しする時間がありませんので、関心があるかたは、私が札幌で

行った講演の記録を読んでいただきたいと思います。 
  

さて、いままで自死遺族の問題を、遺族個人の心の問題としてのみ考えるということが、

実は、遺族が求める支援になってきていないのではないかということをお話しさせてい

ただいたのですが、こういう反論もあると思うのですね。 
 
つまり過労自死とか、いじめとか、損害補償の問題とか、社会的な背景があって、社会

的な取り組みをしなければいけないという遺族の問題もあるだろうけれども、もっと純

粋に悲しみの問題、グリーフ、悲嘆の問題ということだけが、遺族にとって中心的な課

題になっている場合、そういう場合なら、グリーフケアが遺族を不愉快にさせることは

ないのではないか？という反論ですね。 
 

それで、次は、そういうことを考えてもらいたいと思います。プリントを見ていただけ

ますか。いじめや過労自死、損害賠償などの社会的な問題には関係なく、自死で家族を

失ってただただ悲しいという遺族がいるとします。その遺族でも「グリーフケアは不愉

快だ」と言うとしたら、そこにはどのような理由が考えられるでしょうか。という問題

なのですが、また 1 分か 2 分、考えていただけますか。 

https://researchmap.jp/tomofumioka/misc/24038613
https://researchmap.jp/tomofumioka/misc/24038613
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 死をめぐる文化の違い 

 
まず私たちは、文化の違いを考えなければいけないと思います。実はグリーフケアの前

に、グリーフワークという言葉があって、その言葉を誰が考えたかというと、これは、

かの有名な精神分析家のフロイトですよね。 
 
グリーフワーク、「喪の仕事」と訳されますよね。喪に服す。悲しみは、きちんと悲しみ

として悲しんでおかないと、放っておくと、よくない。それは「仕事」（ワーク）とし

て、辛いけれども悲しみに向かい合って、それをなんとかしていく、それを「仕事」と

言っているわけですが、そういう仕事のようなものが、グリーフワーク。そして、それ

を遺族が行えるように支援するのが、グリーフケアと、そんなふうに一般には定義され

ているようです。 
 
みなさんは、グリーフワークという概念をはじめてつくったフロイトという人は、何人

だったか、ご存じですか。国籍はオーストリア人でしたけれども、ユダヤ人でした。フ

ロイト自身は、無神論者だったそうですが、しかし死についての考え方は、ユダヤ的な

ものがあったんじゃないかなと思います。 
 
ユダヤの人たちの死者への向かい方は、日本とだいぶん違っていましてね。亡くなった

ら、その日のうちに、できれば、日没までに遺体は埋めてしまうそうです。なぜなら、

ユダヤ教では人は亡くなったら、ただちに魂が神のもとに行ってしまうものだから、身

体は、できるだけ早く地に戻すそうです。ですから、亡くなってから埋葬まで本当に短

い時間しかないのですが、遺族は習慣として、その遺体を見ないそうです 1。 
 
それに対して、みなさん、どうでしょう。日本人は遺骨にこだわりますよね。たとえば、

今年になってから東南アジアのミャンマーで日本兵として亡くなった人たちのご遺骨

を探そうという運動が始まりました。いままで、ミャンマーの内戦があって、それがで

きなかった。ようやく、それができるようになったということで、終戦から 68 年たっ

て、やろうということになったわけですが、亡くなったら、ただちに即、魂が神のもと

に行き、遺体は、もとの塵に戻さなければいけないというユダヤ教の考え方と、60 年以

上たっても遺骨とともに魂があるんだという日本の考え方と、ぜんぜん違うでしょ。死

に対する考え方が全く違うんですよ。 
 

 死者とのつながりをめぐる文化の違い 
 

それからユダヤ教やイスラム教では、魂がすぐ神のところに行くということですが、そ

の神が唯一の神であるところが、重要なポイントですね。ユダヤ教やイスラム教だけで

はなく、キリスト教も一神教ですよね。ただ唯一の神しか信じないという信仰です。 
 

1 P. T. Clements, G. J. Vigil, M. S. Manno, G. C. Henry, J. Wilks, S. Das, et al. (2003). 
Cultural perspectives of death, grief, and bereavement. Journal of Psychosocial Nursing 
and Mental Health Services, 41(7), 18-26. https://doi.org/10.3928/0279-3695-20030701-
12  

https://doi.org/10.3928/0279-3695-20030701-12
https://doi.org/10.3928/0279-3695-20030701-12
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この、ただ唯一の神しか信じないという一神教が広まった時期は、古代ユダヤの人たち

が、はげしい迫害にあって、モーゼという宗教的な指導者のもとに一致団結しなければ

ならなかった時期と重なるそうです。つまり一神教というのは、それまで、それぞれの

家族、それぞれの部族で別々の神を信仰していたのを、ひとつにまとめるわけでしょ。

だから唯一の神のもとに民族が、カチッと一つにまとまるわけです。 
 
唯一の神を信じるということは、それまでどの民族にも自然な形であった祖先崇拝、祖

霊信仰ともいいますが、先祖をうやまうという習慣と対立するわけですよ。だから、キ

リスト教、ユダヤ教の歴史のなかでは、唯一の神が強調される時代、それは対外的な危

機などがあって、国や民族が団結しなければいけない時期でもあったのですが、ただ一

つの神が強調されるそういう時代は、同時に亡くなった先祖を思うとか、戦闘で亡くな

った人を思うとか、そういう行事などが抑えられた時代だったそうです。 
 

人間は死んだら、どこにいくんでしょうか。天国の、それぞれの別々の先祖が待ってい

るところにいくのでしょうか。それとも唯一の神が待っている、あるいは唯一の神しか

いない天国にいくのでしょうか。キリスト教の社会でも、天国には、この二つの考え方

があるそうです。先に亡くなった人が待っているか、それとも唯一の神だけが待ってい

るか。ただ一人の神という考えが強くなると、当然、天国は、あとのほうですね。天国

には、唯一の神がいらっしゃる。そこに自分も合流するというそういう考え方です。そ

ういう考え方のなかでは、亡くなった家族への思いは、かえって神さまから遠ざかって

しまうと考えるのですよ。だから、亡くなった家族への思いは、ある程度のところまで

来たら、切ってしまうことが大事なんですよ。 
 
だって亡くなった人は、すぐ天国にいって、神さまと一つになってしまって、もう誰が

誰だかわからなくなっている状態なんですよ。大きな鍋に、しょうゆを一滴たらして、

かき混ぜてしまったら、もうどこに醤油があるかわからないでしょ。それと同じ。中世

の偉大なキリスト教の哲学者、アウグスティヌスも言っているそうですけど、天国には、

友人どうしとか、他人どうしとか、そういうものは、一切ないんだそうです。なぜなら、

すべての人は、神とひとつになってしまうのですからね 2。 
 

そういう日本の文化とは全く違うキリスト教の文化、あるいはユダヤ教の文化のなかで

グリーフワークという概念は、できてきたのだということですよ。日本人の死者との関

係のありかたと、ぜんぜん違いますよね。日本では死者との関係をすごく大事にする。 
 
家に仏壇があって、毎朝、ご挨拶をして、ご飯も差し上げて、みかんを出し、亡くなっ

たかたが、いらっしゃるという、そういう感じですよね。どこかの論文に載っていた話

なんですが、あるときアメリカ人の宣教師が日本人の家を訪問したそうです。そのとき

小学生ぐらいの子どもが、元気よく学校から帰ってきて、チンと鐘をならして、仏壇の

 
2 ユダヤ・キリスト教の歴史と死別ケアとの関係については以下の論文を参照した。D. 
Klass and R. Goss (1999). Spiritual bonds to the dead in cross-cultural and historical 
perspective: Comparative religion and modern grief. Death Studies 23(6), 547-567. 
https://doi.org/10.1080/074811899200885  

https://doi.org/10.1080/074811899200885
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前に座って、手をあわせて、「お母さん、今日ね、学校で、こんなことがあったんだよ」

と話している。それを見た宣教師は、「あ、これは！」と驚いて、「この子には、悪魔が

ついている」と思ったとか。 
 
もし、その宣教師が、グリーフケアをやっていたら、こんなふうに思うかもしれません

よ。「この子は、まだグリーフワークをやっていないんだ。自分の母親は、もう死んでし

まっているのに、仏壇に向かって話しているというのは、これは死者が、まだ、この仏

壇のなかで生きていると思っているのではないか。これは、悲嘆回復プロセス論でいえ

ば、最初の段階の否認ではないか。ああ、この子は、グリーフケアを必要としている。

この子の気持ちを悲しい気持ちを引き出して、思い切り泣かせてあげて、そして前に進

めるようにしてあげないと、この子は悲しみから回復できない！」これは、すごい誤解

でしょ。そして、もし、その人が本当に、そんな「グリーフケア」をしたとしたら、す

ごく、その子を傷つけることになると思いませんか。 
 

この参考文献に書いた Klass さんという方は、たくさん論文も書き、本も書いていらっ

しゃるのですが、このかたは、グリーフワークは、「死者とのつながりを切る」というこ

とを目標としていると言い切っています。切るのは、たいへんでしょ。だから、ワーク、

仕事なんですね。Klass さんだけではなく何人もの海外のグリーフワークの研究者も、

同じことを言っています。 
 
「なんで死者とのつながりを切ってしまうんだろう」と、私たちは思いますけれども、

それは、さっき述べたような、長いユダヤ教、キリスト教の考え方の歴史を知ると、わ

かってくるわけですね。それは祖先崇拝を許さない唯一の神を信じるという一神教との

関係があるわけですよ。 
 

死者との関係を大事にする日本では、やはりグリーフワークのなかでも「死者との関係

を切っていく」とは、誰も露骨には言わないわけですが、悲嘆回復プロセスのモデルを

示して、はじめは、こうで、次に、こうで、次は、こうでと、階段を上がっていって、

最後に、上がり、回復というんでしょ。いったい、そのときの「回復」って何？と思う

のですよ。 
 
自死遺族の自助グループのかた、たとえば、子どもさんを亡くした親御さんは「回復な

んて自分には、ありえない。回復があるとすれば、自死した息子が、娘が生き返ってく

るときだ」と、おっしゃっていますよ。 
 
今日の私のタイトル「グリーフケアは、なぜ自死遺族を怒らせ、不愉快にさせているの

か？」という問いに対する一つの私の答えが、それなんです。グリーフワークは基本的

には死者との関係を切ることを目標としていて、グリーフケアは、そのための支援にな

っている。だから死者との関係を切りたくないという遺族を怒らせ、不愉快にしてしま

うんですよ 3。 
 

3 この講演のなかで紹介した Klass さんなど、多くの研究者たちは、死者との関係を切らずにグリーフと

いう症状をもつ人への支援の方法をすでに提案し、開発している（たとえば、D. Klass, P. R. Silverman, 
& S. L. Nickman (Eds.) (1996). Continuing bonds: New understandings of grief. Taylor & Francis.）。
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伝統的なユダヤ教やキリスト教の文化のなかには、死んだら魂は、すぐに神様とひとつ

になってしまうという考えがあって、そこでは死者との関係を保つなんていうことは、

原則的に無理で、それはただひとつの神を信じることに反することでもあったわけです

ね、歴史的には 4。そういう文化のなかでは、死者との関係を切るということが、もっ

とも望ましい健康的な生き方なのですね。しかし、幸い私たちの日本には、そういう考

え方は、ほとんどないと言っていいと思います。 
 

さて私の話もそろそろ終わりに近づきました。最後に、ひとつ問題を出させて下さい。

日本にはグリーフケアを学びたいというボランティアがとても多いという印象があり

ます。その理由のひとつには「グリーフ」という言葉のイメージがあるのではないでし

ょうか。みなさんの「グリーフ」のイメージをお聞かせ下さい。ということですが、ち

ょっとお話していただけますか。 
 

 グリーフと「悲しみ」は違う 
 

これは私の印象にしかすぎないかもしれませんが、グリーフという言葉の印象は、とて

も良いのではないかと思っています。グリーフケアというと、いかにも人間の心の奥深

くまでケアするというような、そんなイメージがありませんか。 
 
たとえば、同じケアでも「認知症ケア」という言葉がありまして、私は父が認知症だっ

たものですから、認知症ケアのワークショップとかに高い料金を払って出ましたけれど

も、これは認知症の症状が出ている人のケアをするんだな、というだけのことで、特に、

そこから人間の奥深さを学ぶとか、そういう印象はなかったし、また、そういうもので

もなかったと思います。認知症ということから、いろいろ病的な症状が出てくる、それ

をケアするのが、認知症ケアということだと思うのですね、簡単にいえば。 
 
同じように考えれば、グリーフという症状があって、それをケアするのが、グリーフケ

アだと考えることもできます。正確にいえば、遺族がグリーフワークできるようにケア

するのが、グリーフケアだというように定義している本が多いようですが、これだと一

般のかたには、ちょっとわかりにくい。そうではなくて「グリーフケアとは」というと、

一般のかたは「それはグリーフのケアだ」ということになると思うのですよ。 
 

じゃあ、そのグリーフとは何かというと、この分野では第一人者の平山正実先生の本か

らの引用ですが、読んでみますね。 
 

悲嘆（grief）は、喪失（死別）にともなう反応ないし症状をさす。（中略）悲嘆

は、悲しみという出来事の横断面的側面である『反応』や『症状』のみをさし、

その心理的内面や経過（プロセス）にまで言及するようなことばではない。5 
 

したがって現在の「グリーフケア」と呼ばれている支援方法がすべて「死者との関係を切る方向にある」

というわけではない。 
4 ここではフロイトの発想を受け継いだ「グリーフワーク」が、ユダヤ教やキリスト教の伝統的な考え方

の一つに関連していることを言っている。現在の日本のキリスト教について言っているものではない。 
5 平山正実 (2009)『自死遺族を支える』エム・シー・ミューズ, pp. 10-11. 
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と、あります。グリーフというのは、反応とか症状なんですよ。深い心理的内面とか、

考えとか、そんなものはない。まして死についての考え方とか、命の意味とか、そうい

う哲学的なことを考えることでもない。 
 
また、私にとってもっと衝撃的だったのは、次の引用です。これは Rosenblatt という

人の論文からとったものですが、この論文の主旨は、グリーフは、文化によって違う意

味をもっているということなのですね。読んでみますと、 
 

英語で『グリーフ』として定義されているものをどう理解するかは、文化によ

って違う。英語において『グリーフ』とは『強い感情』(emotion)をいう。6 
  

と、書いてある。私は、これを初めて読んだとき、本当にびっくりしました。ああ、グ

リーフというのは emotion、強い感情にすぎないんだ、ということですね。Emotion を

英和辞典で調べてみますとね、心身の動揺を伴うような強い感情のことで、理性とか、

人間の意思とかの逆にあるものという意味なんですね。自分の意思に反して、何も考え

られないで、ワーッと泣いたり、怒ったりする反応、そういう単なる反応がグリーフな

んですよ。 
 
グリーフには、悲嘆という訳語がふつう、ついていますが、悲嘆というのは、いかにも

私たちの日常の言葉ではないので「悲しみ」というように、しばしば置き換えられてい

ますが、この悲しみという言葉は深いですよ。そんな単純な心身の反応とか、症状では

ない。悲しみを通じて、亡くなった人への思いとか、いろいろなことを考えることもあ

るでしょうし、人間が生きるとは何だろうか、死とは何なのだろうかとか、深く考える

ことも含まれていると思うのですね。 
 
ある遺族のかたは「悲しみの力」という言葉をお使いになっています。「悲しみの力」が

あって、それが私を動かし、いろいろな人とつながり、社会を変えていこうとするとこ

ろまで私を導いていくと、そういう言い方をされる人もいます。つまり、それくらい「悲

しみ」というのは、深く、力がある。「悲しみは、愛しさとともに」という演題を田中さ

んは今日、出されています。 悲しみは、愛そのものなのだということですね。反応と

か症状とか、そんな薄っぺらいものじゃない。「悲しみは、愛だ」というのですね。 
 

 「愛しい」は、「かなしい」と読む 
 

高校時代に使われた古語辞典など、ご自宅にありましたら、「かなし」という言葉の意

味を探してみてください。「かなし」の、一番の意味は、「いとしい」という意味なんで

すよ。「わが、かなしと思うむすめ」というのは、「私の、かわいい、いとしい娘」とい

う意味なんです。 

 
6 P. C. Rosenblatt (2008). Grief across cultures. In M. S. Stroebe, et al, (Eds.), Handbook 
of bereavement research and practice. American Psychological Association, p. 213.  
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「かなし」の二番目の意味は、現代と同じ「悲しい」という意味なんです。「かなし」と

いう言葉は、「いとしい」という意味と「悲しい」という意味と、両方もっているんです

ね。同音異義語ではないですよ。「かなし」という音をもつ二つの言葉がある、というの

ではなくて、「かなし」という一つの言葉に、同時に「いとしい」と「かなしい」という

二つの意味があるのです。 
 
この「愛しさ」と「悲しさ」については、私は遺族のかたに対して 4 年ぐらい前から、

講演のなかで言っていたんですが、ただ、なぜ「愛しい」と「悲しい」は同じ言葉だっ

たのか、私には、よくわかりませんでした。 
 
しかし最近、ある国文学の先生が書かれた本をみつけまして、そこに、その意味、つま

りなぜ「愛しい」と「かなしい」が同じ言葉なのかという意味が書いてあったんですね。

それは、どちらも相手に対する無力感なんだそうです。相手を愛しいと強烈に思う、自

分でもどうにもならないほど愛しいと思う。それは無力感でしょ。悲しいときも、自分

ではどうにもならない無力感でしょ。それくらいの深い愛が「かなし」なんですね。だ

から、「悲しい」と「愛しい」は、同じものなんですよね。 
 

現代の「悲しさ」という言葉は、もちろん、その古代の「かなし」という言葉から来て

いるわけで、現代の私たちにとっても、「悲しい」という言葉は、非常に深い意味をもつ

ものなのではないでしょうか。 
 
さらにいえば、悲しいという悲という漢字は、仏教のなかで御仏のもっとも尊い、慈悲

を思い浮かばせますよね。仏教では愛情の「愛」という字は、愛欲の「愛」であり、執

着の「愛」で、いい意味は、持たないそうです。「愛」ではなくて、「慈悲」というので

すよ。「慈悲」の「慈」は、慈しみでしょ、「悲」は悲しみですよね。楽を与えるのが「慈」、

苦しみを取ってくださるのが「悲」ということだと本には書いてありました。悲という

のは、仏教では、御仏の愛なんですよ。 
 

 悲しみはケアできない 
 
もう時間がありませんので、私の結論をいいますと、「グリーフケアは『悲しみ』のケア

だ」なんて書いてある本がありますけど、あれは断じて間違っていると私は思いますね。

グリーフケアというのは、認知症ケアと同じで単なるグリーフと言われる「症状」のケ

アなんですよ。ワーッとかね、支離滅裂になってしまって、混乱してしまって、泣いた

り、怒ったり、そういう症状をケアするのが、グリーフケアだったはずですよ。それが

日本語に訳されて、「悲しみのケア」と言ってしまうから、とんでもないことになって

しまう。悲しみなんて、ケアできるはずがないんですよ。 
 
私が親しくしてもらっているお父さんで一人娘を自死で亡くされたかたがいらっしゃ

る。その方が、よく言ってらっしゃいます。一人娘を亡くした悲しみ、それを「ケアで

きるはずがないじゃないか！」ってね。常識で考えたら、当然わかることですよ。娘を

自死で亡くしたかたが、他人の、研修を受けたばかりの職員とかボランティアに囲まれ
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て、一ヶ月に一回か、二ヶ月に一回か通って涙を流す機会があれば、ケアされて回復す

るのですか？ 冗談じゃないですよ、何を言っているんだ！と言いたくなる。 
 
だいたいグリーフケアというと、シスターとか、神父さんとか、牧師さんとか、熱心な

信者さんとか、よく本を書いたり講演をしたりしていますよね。でも、認知症ケアにつ

いては、シスターとか、あんまり本を書いていませんよ。認知症ケアだって、すごく大

切ですよ。なんで、シスターとか神父さんとか、お坊さんは認知症ケアについて講演し

ないんでしょう。グリーフが死と関係するからですか？ 認知症だって、アルツハイマ

ー病だって、「死に至る病」ですよ。 
 
なぜ認知症ケアの講演をシスターがしないか。それは認知症が、ひとつの症状だという

ことを知っているからでしょう？ だから、お医者さんとか介護の専門のかたが講演す

るんです。でも、グリーフケアだって同じ症状のケアじゃないですか。 
 
ところが、「悲しみのケア」だと言うと、何かすごく深い意味になってしまって、宗教関

係者が興味をもって、ボランティアなんかも、そこに人生の奥深い意味が学べるかもと

期待して、グリーフケア講座に参加するんじゃないでしょうか。それで、なおも悪いこ

とに、そこで学んだ「単なる症状のケアの技術」をもって、遺族の深い悲しみにかかわ

ろうとするわけでしょ。とんでもない誤解ですよね。 
 
たとえば、認知症ケアについて学んで脳の手術ができますか？ できないでしょ。症状

のケアの技術を学んでも、症状というのは、その表面に現れたものにすぎないのだから、

その奥にあるものに触れることはできない。症状へのケアを学んだ人は、グリーフとい

う症状をケアすればいいのであって、遺族の悲しみ、亡くなった方への強い愛しさの気

持ちと一つである悲しみに触れてはいけないと思います。 
 
どうでしょうか。グリーフケアは、なぜ自死遺族を怒らせ、不愉快にさせているのか、

という答えをお伝えしたつもりですが、伝わりましたでしょうか。 
 
もうすでに、おわかりだと思いますが、私は、グリーフケアそのものの意義を否定して

いるのではありません。グリーフケアは症状のケアだという意味で、意味があるのだと

思っています。ところが、日本では、グリーフは、深い悲しみのことだと誤解され、グ

リーフケアは、まるで人間の苦しむ魂を救うような、精神科学の装いをもった新しい宗

教的な行為であるかのように思い込んでいる人が多いのではないでしょうか。それが、

遺族をいらだたせている、と私は思っています。 
 
じゃあ、具体的に遺族への支援として何が考えられるかというと、それは、みなさん、

まず遺族の声を聴いていただきたいと思います。そして改めて支援者として何ができる

のかということを、いっしょに考えていっていただきたいと思います。 
 
ということで、ご遺族である田中さんのお話しの前座としての私の話は、これで終わり

にしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。 
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