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とき：2012.11.03. 
場所：長野県松本市・ホテルブエナビスタ GRANDE 
自死予防専門研修（主催：長野県精神保健福祉士協会） 
テーマ『遺族支援について：ソーシャルワークの立場から』 

上智大学 岡 知史 
 
内容 
1. 遺族へのソーシャルワーク実践は議論されてきていない 
2. 遺族から評判の悪いグリーフケア 
3. 怒りの言葉が「反応」として理解されてしまう 
4. グリーフケアに否定的な遺族がいる事実は知られていない 
5. グリーフケアは亡き人との関係を切る方向に進む 
6. 悲しみはそのままでいい 
7. 悲しみは、愛しさの力 
8. ソーシャルワークの定義 
9. まとめ：遺族の力を信じること 

 
ただいま、ご紹介いただいた岡と申します。 
今回は、このような貴重な研修の場でお話を

する機会をいただきまして、たいへん感謝し

ております。 
最初に少し自己紹介させていただきますと、

私は、東京に上智大学という大学があるので

すが、そこに社会福祉学科がありまして、そ

この教員をしております。専攻は社会福祉学

です。 
わざわざ「専攻は、社会福祉学です」なん

ていうのは、おそらく、みなさまご存じのように社会福祉学科の教員というのは、必

ずしも社会福祉を学んだり研究したりきてきた人が教員になっているわけではないん

ですね。たとえば心理学の研究者だったり、社会学の研究者だったりするわけです。

それは、社会福祉学というのは、いろんな学問をつかって現実の社会福祉の課題に取

り組んでいこうという学問なので、社会福祉学以外の学問をやってきた人が教員にな

るということは当然というか、特に不思議なことではないのですが、ただ他の学問を

やっている人からは、ときどき変なことを聞かれるんですね。たとえば、数年前にな

りますか、こういうことを言われたんですね。 
私が、いまさっき申し上げた自己紹介をすると、「ああ、そうですか。岡さんは、社

会福祉学科で教員をされているんですね。それで、ご専門とされている学問は何です

か？」と聞かれて、「社会福祉学です」というと、「ああ、それは働いておられる学科

ですね。そうじゃなくて、ご専門について聞いているんですが？」と言われて、ちょ

っと私はカチンときまして「いえ、それも社会福祉学です」と答えると、相手は妙な

顔をしているわけですね。「ええっと、社会福祉学っていう独立した学問があるんです

か？」と。「もちろん、ありますよ！」と私は答えたのですが、まあ残念ながら、そう

いう認識、つまり社会福祉というものが、学問として考えられる場合は、独立した学

上智大学 岡 知史 1 
 



長野県精神保健福祉士協会・自死予防専門研修                                 2012.11.03. 

 

 

問ではなくて、心理学とか、社会学とか、そういうものの寄せ集めにすぎないという

認識は、残念ながら、あると思うのですね。 
ですから、私は、こういう機会があるたびに専攻は「社会福祉学です」と、社会福

祉学という学問があって、それを研究しているんですということを強調しているんで

すね。 
 
私は、高校を卒業してからは理系の大学に入りましてね。数学科の学生でした。それ

で数学者になるのが、私の夢だったのですが、大学生のころに障害児の施設にボラン

ティアにいく機会がありまして、「数学をやって抽象的な概念をいじっているより、こ

ういう子どもたちと遊んでいるほうが楽しいな」と思いまして、数学科を卒業したあ

とは、日本社会事業大学という社会福祉だけを教えている専門の単科大学に編入学い

たしまして、そして、そのあと大阪市立大学の大学院で、また社会福祉学専攻の講座

に入って勉強しました。 
それで上智大学の社会福祉学科に入って、それから、かなり後になりますが、イギ

リスのある大学で、昔、福祉の現場でソーシャルワーカーをやっていたという指導教

授のもとで博士論文を書いたという経験をもっています。 
何がいいたいのかというと、ずっと私は社会福祉、ソーシャルワークということに、

こだわり続けたということですよ。 
なので、私は、今回、長野県精神保健福祉士協会から講演のご依頼を受けて、正直

いってとても嬉しかったです。だって精神保健福祉士協会というのは、ソーシャルワ

ーカーの職能団体ですよね。私は上智大学で 25 年間、教員をやってきましたけれども、

ソーシャルワーカーの職能団体から講演の依頼をいただいたのは、25 年目にして今回

が初めてなんです。ああ、ようやく多くのソーシャルワーカーのかたを前にして、ソ

ーシャルワークの奥深さというか、社会福祉の専門性について語ることができる、25
年目にしてやっとこういう機会が与えられたと、すごく嬉しく思いました。 

もちろん今日の研修の対象者として、どういうかたが想定されているのかというと、

チラシには「病院、施設、地域や市町村で相談業務に携わる職員」とありますので、

必ずしも、ここにいらっしゃるみなさんがたが、みんなソーシャルワーカーだという

ことにはならないとは思います。心理のかたや看護のかたもいらっしゃると思います。

しかし、日本看護協会が主催する研修会に参加するのは、たいてい看護師でしょうし、

日本医師会が主催する研修会に参加されるのは、たぶんお医者さんばかりだろうと考

えると、ここにいらっしゃるかたの大半は、ソーシャルワーカーなんだろうなと。あ

るいは、精神保健福祉士等の、ソーシャルワークの資格をお持ちではなくても、ご自

分の仕事がソーシャルワークに近いと思っていらっしゃるかたが多いのではないかと

思うのですね。 
ですので、今日は、そういう前提で、お話させていただこうと思っています。つま

りソーシャルワークということに、こだわりながら考えてみたい。スライドのタイト

ルに「自死遺族の支援、ソーシャルワークの立場から」と書かせていただいたのは、

そのためなんですね。 
精神保健福祉士のかたたちは医療に近い現場で働かれることが多くて、お医者さん

とか、看護師さんとか、心理の人たちと、いっしょに仕事をされることが多いと思う

のですね。やっぱり、そのときに他の専門職のかたと、うまくチームワークを組んで

仕事をするためには、ソーシャルワークだからこそできる支援というか、ソーシャル
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ワーカーだからこそ期待されている役割だとか、そういうことに、こだわっていただ

きたいと思うのですね。 
 

 
 遺族へのソーシャルワーク実践は議論されてきていない 

 
そういうことを私が申し上げるのには理由がありまして、この自死遺族の支援という

ことについては、ソーシャルワーカーに何ができるかということは、ほとんど議論さ

れてきていないし、また実践も行われていないというのが現状だと思うのです。 
なぜ、そんなことが言えるのか、といいますと、これは、こちらの主催者のかたが、

私に講演を依頼されるきかっけにもなったことだと思うのですが、私は 2 年前だった

と思いますが、精神保健福祉士の国家資格にかかわるテキストに「自死遺族への支援」

ということで何か書いてくれと、依頼されたんですね。それで、私は、その当時、自

死遺族の会とのつながりはあったのですが、精神保健福祉士の業務内容ということに

ついては、まったく研究もしたことがないし専門外でしたので、「いや、それは無理で

すよ」と、最初は、お断りしたんですよ。 
ところが、その教科書の編者によると、もともと精神保健福祉士の仕事をよくご存

じのかたが書く予定だったのですが、どうしても書けない、やっぱり、その事例がな

いということで書けないということだったのですね。それで、いろいろ検討をしたの

だけれども、「自死遺族への支援」は精神保健福祉士にとっては非常に大事な課題だと

いうことはわかるけれども、実際にどう支援したらいいかということは、実績がない

からよくわからないということだったそうです。 
それで、私は数年前から自助グループとしての自死遺族の会に注目して論文も書い

ていましたし、さっきも申し上げたようにソーシャルワークということにこだわりを

もっていた人間だったので、「あいつだったら、自死遺族の支援に精神保健福祉士がど

うかかわるべきかということについて何か書けるんじゃないか」ということで、私に

執筆の依頼が来たという、そういうことだったようです。 
言い換えれば、自死遺族の支援について精神保健福祉士が何をすべきかということ

は、まだまだ実績も少ないし、どうしていい

のかよくわからない。精神保健福祉士の国家

資格にかかわる教科書を編集している先生が、

そうおっしゃっているのですから、たぶん、

それが本当のところなんじゃないかなと思う

のですね。 
 
じゃあ、ここで問題です。「自死遺族への支援」

として、ソーシャルワーカーが（遺族から）

期待されていることは何でしょうか？ 
心理職や看護師・医師などの医療職との違

いを考えながら答えてください、ということなんですが、私は、いつも講演会では 10
分ぐらいお話ししたあと1分か2分、隣の人と話し合ってもらう時間を設けています。

今回も、そうしたいので、少し 1 分か 2 分、隣の人と、お話しながら考えていただけ

ますか。 
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はい、いかがだったでしょうか。心理職や看護師やお医者さんと比べて、ソーシャル

ワーカーができること、期待されていることって何なんでしょうね。 
 
 

 遺族から評判の悪いグリーフケア 
 
私は、さっき言いましたように、精神保健福祉士の教科書のなかで「自死遺族への支

援」を書くように言われたわけですが、そのときに教科書の編者は、ひとつ条件を私

に提示したわけです。 
それは何かというと、「グリーフケア」あるいは「グリーフワーク」について書いて

ほしいというわけですよ。それが非常に重要な考え方だから、というわけですね。 
これがね、頭の痛いところでした。という

のも、私は自死遺族については自助グループ

である自死遺族の会を中核にして研究をして

きたわけですが、その自死遺族の会に集う遺

族たちには、このグリーフケアというのは非

常に評判が悪い。「ああ、あんなものは嫌だ」

という声が多い。 
こちらの研修会では、自死遺族の自助グル

ープの代表としていろいろ全国各地で講演と

かされている田中幸子さんが、前回、講演さ

れたと聞いていますが、その田中さんにいたっては「グリーフケアは悪だ！」なんて、

そこまで言っているんですね。 
私は当事者ではないですから、「グリーフケアは悪だ！」なんて、そこまでは言えま

せんし、そんなことを言う資格もありませんが、それでも、そこまでグリーフケアを

嫌がっている遺族がたくさんいらっしゃるということは直接聞いております。 
 

私が、こういう話をすると、よくこういう反論が、グリーフケアの関係者のあいだか

ら出てくるんですね。つまり「いや、そうは言っても、自分たちが提供したグリーフ

ケアで、すごく助かった、救われたという声も聞いているんですよ」と。 
もちろん、そういう声もあると思いますね。ただ、じゃあ、逆に「グリーフケアは

役にたたなかった」とか、「少しでも、気持ちが楽になるかと思っていたが、逆に辛く

なった」という声を聞いたことがありますか？ というと、グリーフケアの関係者は、

あんまりそういう声を聞いていないんですね。なぜでしょうね。 
それは、たぶん、ふつう「役に立った」という声は伝えやすくても、「役に立たなか

った」という声は伝えにくいからではないでしょうか。 
何か、お金で買うサービスだったら文句をいいやすいですね。たとえば、ホテルに

行って部屋に入ってみたら、部屋が汚れていた。じゃあ、なんとかしてください、と

強く苦情も言えますよ。それは、お金を払っていますからね。お金を払っている側の

権利、つまり消費者としての権利を行使しているわけです。 
でも、グリーフケアの場合は、行政がやっていたり、ボランティアグループがやっ

ていたりで、だいたい無料ですよね。だから苦情も言いにくいのではないでしょうか。
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まして、ボランティアの人たちは、善意でやってくれているわけですから、それを「役

にたちませんでした」なんて、やっぱり言いにくいですよ。 
そういうことを言うと、またまた反論があって、「いやいや、私たちは、ちゃんと、

私たちのグリーフケアが役にたったかどうかアンケート調査をしています」というわ

けですよ。たとえば、グリーフケアのセッションを受ける前と後で自分の悲しみを点

数で表現させてね、どうでしたか、点数が下がりましたか？  なんて聞いているわけ

です。 
悲しみを点数で表現するなんて！と、思われるかもしれませんが、この悲しみの測

定方法じたいは、これは、いろいろ心理学の教科書にも載ってあるような標準的な方

法なので特に問題はないと思います。しかし、そこでの参加者が数人とかいうレベル

でね、「匿名性を守っています」なんて言われても、どれだけ本音で表現できるかとい

うことです。 
アメリカなんかで同じような調査をやっても、それは、アメリカ人たちは、そうい

う状況でも文化の違いから、はっきりと「いや、役に立たなかった！」と言えるのか

もしれませんが、心優しい日本人は、というか、だいたいが万事ひかえめな日本人は、

そこで「いえいえ、役に立ちませんでした」なんて言えないのではないでしょうか。

まして自死で家族を亡くしているかたで、きっと自分を責めて、責めて、責めぬいて

いるようなかただったら、グリーフケアについて「何なの？これは！」と思っても、

そこで黙ってしまって「もう、二度と来るもんか！」と心のなかで叫んで、それで終

わりなんじゃないでしょうか。 
だから、私の言いたいことは、グリーフケアは効果的だったという、いわゆる「科

学的な調査」は、けっこうあるのですよ。ただ、その結果を、そのまま額面どおりに

信用するのは、非常に危険なことではないかということです。 
さて、じゃあ、無料で受けている行政のサービスや、ボランティアが善意でやって

くださる支援には、なかなか本音で苦情が言えないということなら、グリーフケアに

対する不満というか、「ぜんぜん役に立たないぞ！」という声は、どこから出てくるの

かというと、これは自助グループのなかからしか出てこないと思うのですね。 
 
それから、こういう話もあるですね。いま、なかなか遺族は、受けている支援に対し

て苦情は言いにくいんだという話をしましたが、それでも勇気をもって苦情を言う人

はいるわけです。たとえば「みなさまの気持ちはよくわかります」と言いながら、昼

には、すごい豪華なお弁当が出た。「そんな、ガツガツ食べられるような心境ではない

わけですよ、遺族は！」ということですね。 
あるいは「遺族のケアをします」というので、行ってみたら、お線香がバーとたか

れていて、お線香の臭いで、あの葬儀の情景や痛んだ遺体なんかの様子が目のまえに

浮かんできて立っていられなかった。じゃあ、いったいどうしてお線香を焚いたりし

ているんだと聞いたら、これはアロマテラピーで、これで悲しみが癒やされるのです

よ、と言われた。 
あるいは、同じ遺族どうしで語り合いたいと思って行政がやっている集まりに行っ

たら、遺族は誰もいなくて、その代わりに「勉強させてもらいにきました」という行

政関係者が何人もいて、そういう人が遠巻きに見ていてメモをとって勉強するような

感じでね、「さあ、悲しみをお話し下さい」なんて言われて、もう困ってしまった、そ

れこそ泣きたくなってきた、と。 
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自死遺族の会にいくと、そんな話をいっぱい聞くんですよ。それが「遺族の気持ち

を理解することができる専門家です！」という看板をあげているんだから、「どういう

ことなんだ！」ということですね。 
 
 

 怒りの言葉が「反応」として理解されてしまう 
 
ある遺族が、もう本当に悔しくなって、グリーフケアの専門家に腹が立って、文句を

いっぱい電話で言ったそうです。そうしたら、「ふん」「ふん」と、うなずく声が聞こ

えるんですってね。それで何を言っても、「ふん」「ふん」とうなずいているから、あ

まりに腹が立って黙ってしまった。そうしたら、その専門家は、こっちが黙っていて

も「ふん」「ふん」と機械的にうなずいていたので、あきれてしまった、とかね。 
私、そのとき、ハッと気がついたのですけど、これは、こういうことだと思ったん

ですよ。 
これは、あるネットの記事からとったんで

すけどね、グリーフケアの専門家に新聞記者

がインタビューしているんですね。そのとき

の会話です。紹介しますと、 
「最近注目されるグリーフケアとは何でし

ょうか」と、新聞記者が質問すると、専門家

は、こう答えているんです。 
 
愛する人や大切なものを失った時に抱くショ

ック、怒り、悲しみ、自責の念といった反応

がグリーフです。（中略）１人で歩くのはつらい人の横に寄り添って、話を聴いたり、

思いを受け止めたりして支援するのがグリーフケアかな。 
 
的確な答えだと思いますが、ここに「怒り」という反応がある、とありますよね。つ

まり、私が「気がついた」というのは、遺族の人が、すごく怒って専門家に苦情を言

っても、それはグリーフという一つの「反応」なんだと受け取られているのではない

かということなんですね。苦情ではない、「反

応」だというわけです。だから遺族が、すご

く怒っても苦情を言っても、「はぁ、はぁ、そ

うですね」と、「のれんに腕押し」という状態

なんだということではないでしょうか。 
 

さて、そこで、また問題です。自助グループ

に集う自死遺族の「グリーフケア」に対する

気持ちは（この場合は、否定的な気持ちとい

うことですね）どのように理解すれば良いで

しょうか。その気持ちについて「正しい」か
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「正しくないか」という判断ではなく、どのように考えれば理解可能なのかを推察し

てくださいという問題です。じゃあ、また隣どうしで話し合って考えていただけませ

んか。 
 
 
 
はい、どうだったでしょうか。問題では、その気持ちについて「正しい」か「正しく

ないか」という判断ではなく、どのように考えれば理解可能なのかを推察してくださ

いと書いておきました。 
 
 

 グリーフケアに否定的な遺族がいる事実は知られていない 
 
この場合「グリーフケアに否定的な遺族の考えは、間違っている」とか、あるいは「グ

リーフケアに否定的な遺族は、ごく少数だ」とか、そういう主張をしても、あまり意

味がないのではないかと思っています。そうではなく、グリーフケアに対して否定的

な考えをもっている自死遺族がいるというのは、事実なんです。それは自死遺族のう

ちの 8 割なのか、5 割なのか、それとも 2 割なのか、それは私にもわかりません。そ

れは、そういう調査が行われていないので誰にもわからないと思います。 
ただ大事なことは、二つあります。ひとつは、グリーフケアに否定的な自死遺族が

いるということ。そして、もう一つは、グリーフケアに否定的な自死遺族がいるとい

う事実が、ほとんど知らされていないということです。 
これは、なぜかというと、簡単にいえば、グリーフケアという概念が、まだまだ日

本では新しくて、それを批判する勢力が十分に育っていないということがあると思い

ますね。あるいは、批判する勢力、特に当事者から批判されても、さっき少し言いま

したが、当事者からの批判は「グリーフの反応」とされてしまうわけですね。だから

反対して抗議しても「ああ、また病的な反応が出ているんだな」ぐらいにしか思われ

ていない。 
私は、精神障害者の自助グループのリーダーとも、いろいろ話したことがあるんで

す。そのときに、ある人が自分が利用している精神病院のあり方について、いろいろ

と意見を言ったんですって。そして、それをじっと聞いていた医者が何を言ったかと

いうと、「君、ちょっと薬の量を増やしたほうが良さそうだね」と、そう言われたと。 
つまり何を言っても病気の症状としか見てもらえないわけですよ。これだと対話にな

らないですよね。 
私は自死遺族のかたのうちの、どれくらいがグリーフケアに対して否定的なのかは、

わかりません。しかし、グリーフケアを非常に強く否定する遺族がいらっしゃること

は事実です。そして、その事実、つまりグリーフケアを否定する遺族がいるという事

実が知られていない。このほうが、もっと問題だと思いますね。 
つまりグリーフケアというと、それだけで全面的に肯定してしまう、「ああ、すごい

良いことをされているんだなあ」という世間一般の間違ったイメージ、このほうが問

題だと思うわけですよ。 
だって、どんなことにだって良い面と悪い面がありますよ。プラスの面とマイナス

の面がありますよ。いままで、グリーフケアのプラスの面ばかりが強調されてきたよ
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うに思いますね。でも、マイナスの面もいっぱいあるんですよ。それを一部の自死遺

族のかたは、ずっと主張されているのだと思いますね。 
 
 

 グリーフケアは亡き人との関係を切る方向に進む 
 
じゃあ、グリーフケアのどういう点が問題なのか。時間もないので簡単に申し上げま

す。スライドをご覧下さい。 
これは 1992 年ですから、もう 20 年ぐらい前

の論文なんですが、American Psychologist と
いってアメリカ心理学会の学会誌でして非常に

権威がある学術雑誌なんですが、そこに載って

いたものなんですね。それによると、グリーフ

ケアの考えかたの基礎にあるのは、こういう考

え方なんですね。読んでみます。 
グリーフカウンセリングやセラピーの原則

は、以下の考えに基づいている。すなわち時間

の経過のなかで、人は亡き人との関係を断ち、

愛着を捨て、亡き人とかかわりがない自己概念と、他の人との関係を形成する必要が

ある。そして、いつまでも亡き人との関係にこだわる人は、カウンセリングや治療が

必要であるという考え方である。これが基本的な考え方。「亡き人との関係を断つ」、

これがポイントですね。 
これを、ある学会で話したら、ある研究者が「いや、最近のグリーフケアの研究は、

そういうものばかりではないよ」と、おっしゃったんですね。みなさんのなかにも、

そう考えているかたも、いらっしゃるかもしれません。 
しかしですね、一部の研究者が先進的に考えていることと現場で実践されているこ

ととの間には、大きな違いがあります。研究が進んでいて、現場が遅れている、とい

うことではありませんよ。そうではなくて、研究者というのは、いろんな新しいアイ

デアを出すわけですよ。そして、いろいろ議論して、そして非常によく議論され、吟

味されたものが、現場で実践に使われていく、そういう順序ですよね。 
だから、現場が遅れているというのではなくて研究者のあいだで十分議論されて、

そののちに現場で使われるようになるわけですよ。ですから、当然、新しい考え方は、

すぐには現場には入ってこない。 
ですから 20 年ぐらい前の権威ある雑誌で、この Stroebe という人は、この分野では

世界トップクラスの人ですから、こういう権威ある雑誌で世界的権威が言ったことは、

いまでも十分通用すると思います。 
そして、私がグリーフケアを体験した遺族の人たちから間接的に聞いたことから判

断しますと、現在の日本のグリーフケアにも、この考えかたが非常に強く残っている

ということですね。つまり「亡くなった人のことは忘れて、前に進もうじゃないか」

ということですよ。 
日本のことわざにもありますよ、「死んだ子の年を数えるな」と。昔、死んでしまっ

た子どもが、いま生きていれば、いくつだと、そんなことを考えても仕方が無いじゃ

ないかと、そういうことわざですね。 
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要するに、そういうメッセージをグリーフケアが運んでいるということなんですね。

ですから、いくらグリーフケアを上手にやったところで、基本的なメッセージが「亡

くなった人のことは、もう忘れて、前に進もうよ」ということなら、「亡くなった人の

ことは、忘れたくない！」という遺族には決して受け入れられない。ある遺族は、こ

ういうことを言っています。ちょっと読んでみますと、 
 
「喪の作業」（グリーフワーク）を経ること

によって最終的に新しいアイデンティティを

獲得して、人生を歩み始めるということ. . . 
（中略）. . . その最終的なアイデンティティ

を獲得するということに、私は非常に抵抗感

があります。私の感情としては、そういった

自責の念や悲嘆を抱えつつ、そして、自死者

との粋を断ち切らず、粋を永続的に保ったま

ま、淡々と生きて余生を送ることができない

かなと思っています。 
 
「自死遺族ケア団体全国ネット」が 2010 年に出した報告書から引用したのですが、

こういう気持ちが、多くの遺族、特に子どもさんを亡くした親の気持ちなんじゃない

かなと、私などは想像するのですけど、いかがでしょうか。 
この発言をしたかたは、たった一人の子どもである娘さんを亡くしたお父さんです。

もしも、さっき紹介したグリーフケアの原則に立つのなら、その「亡くなった子ども

さんとの関係を切らなければ、前に進めない」ということですけど、果たして、その

愛する一人娘との関係を切っていったい何が残るというのでしょう。私には、かえっ

て非常に残酷なことを遺族に要求しているようにしか思えないんですね。 
じゃあ、逆に、なぜこんな残酷なことをグリーフケアは進めようとするのか、とい

う疑問が、当然出てくると思うのですが、残念ながら時間もないので、あまり詳しく

は紹介できないのですが、簡単にひとことで言うと、死者との関係は切らなければい

けない、なぜなら、それは唯一の神との結合の妨げになるからだ、という考え方が、

古代イスラエルの時代から、あるいは古代ローマの時代から、あるわけですよ 1。その

何千年前からの西洋の思想が、このグリーフケアの根底に流れているのですね。これ

は、私が言っていることではなくて、グリーフケアに対する批判として海外の文献で

は何度も言われていることなんです。 
 
じゃあ、ここで、また問題です。「悲嘆を抱え

つつ、そして自死者との粋を断ち切らず、粋

を永続的に保ったまま」生きていきたいとい

う遺族がいます。この人たちをソーシャルワ

ーカーとして支援するとしたら、どのような

ことが可能でしょうか。また、少しお隣どう

しで話をしながら考えていただけませんか。 

1 これについては札幌での講演記録(2012)、または富山での講演記録(2013)で若干、述べている。 
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「悲しみを抱えて生きていきたい」というお父さんがいて、もし支援を求められたら、

みなさんなら、どういう支援ができると思いますでしょうか。 
まず、どうなんでしょう。いくら亡くなった人とのつながりを断ちたくないとは言

っても、ずっと悲しみを抱えて生きていくなんていうのは、うーん、それこそ悲しす

ぎるのではないか、辛すぎるのではないかと思ったかたもいらっしゃるかもしれませ

んね。 
 

 
 悲しみはそのままでいい 

 
ここで、ひとりのグリーフケアの専門家の言葉を紹介します。ちょっと読み上げてみ

ますね。 
教科書的には、普通の死別による悲嘆反応は、

半年から 1 年半くらいで回復するといわれて

います。けれども自死遺族の場合はそうはい

かない。5 年経っても 10 年経っても立ち直れ

ないケースが少なくないのです。だから（中

略）「まだ立ち上がれないの」なんてことは決

して言ってはいけません。やはり自死は特殊

な体験なんだということを、きちんと理解し

て差し上げなくてはいけない。 
 

これは、ある自死遺族へのケアをテーマにした、研修会の記録からの引用なんですが、

ここがポイントですね。5 年たっても、10 年たっても立ち直れない、という言い方が

されています。 
この言葉を言われた先生は、日本のグリーフケアの大家といいますか、もう誰もが

認める日本のグリーフケアの第一人者というかたです。私は個人的には、ほとんどお

話ししたことがないのですが、人格的にも素晴らしいかただとお聞きしていますし、

遺族のかたからも尊敬されていると聞いています。 
ただ、この言葉をよ～く読むと、おわかりになると思うのですが、やっぱり、悲し

みを抱えた状態を立ち直れない状態だと考えていらっしゃるように読み取れますね。

実は、こういう考え方が、すごく遺族を逆に苦しめているところがあるわけですよ。

つまり、悲しみをいつまでも抱えている状態を、専門家は「あなたは、まだ立ち直っ

ていないんですよ」と言っているわけですからね。「ああ、私は、まだダメなんだ！」

と自己否定に陥っていくわけですよ。 
 
私は、最初に自死遺族のかたと会い、そして遺族の前で講演をしなければいけなくな

ったとき何を話したかというと、身体障害者の人たちの話をしたんですよ。 
私の知り合いで足が不自由な人がいましてね、彼が、私に自分の写真が載っている

新聞記事を見せてくれたんですよ。私が 20 歳ぐらいのことですからね、もう 30 年以

上前の話です。どんな記事かというと一人の身体障害者の青年が、家族から離れて故

郷からも離れて専門のリハビリ施設に入った、と。なぜでしょう。彼は歩きたかった

のですね。自分の足で歩きたかった。お医者さんは、訓練すれば、歩けるよと言って
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くれた。だから家族から離れて、通っていた学校もやめて、施設に入ってひたすら訓

練するわけですよ。それが「がんばっている障害者！」ということで、美談として新

聞で取り上げられているわけですね。 
その結果、どうだったかというと、結局歩くことはできなかった。無理をして歩く

練習ばかりしたから、かえって身体がぼろぼろになってしまった。青春の大事な時間、

家族との大事な時間を無駄にしてしまった。学校も途中で止めて、あまりにも失うも

のが大きかった。でも、ただひとつ得たものがある。それは何かというと「ぼくの障

害、歩けないけれども、これでいいんだ」という気持ちですね。歩けない障害、これ

も自分の一部なんだ、そこから人生を始めようというわけですよ。 
ただ、それを聞くと医療関係者は驚くわけですね。「いやいや、君ね、もう少し練習

すれば歩けるよ」、あるいは「もっといい施設で訓練すれば、歩けるよ」と、そういう

わけですよ。でも歴史をみれば、結局、そういう無駄な訓練をやめて、障害は障害と

して受け止めてきた人たちが、やがて障害者運動を進めていくわけですね。そして、

それまであった障害者への差別を無くすために闘って、結局、障害者の生活というの

は、結果として良くなっていくわけですよ。 
この話をある遺族の集いで話したら、ある年配の男性が、手をあげて「じゃあ、わ

しらは、障害者なんですね。それでよくわかった。いままで息子のことを忘れよう、

忘れようと、努力してきたけれども、どうしてもできなかった。どうやったら、この

悲しみを乗り越えられるのか、どうしてもわからなかった。でも、いま、ようやくわ

かった。わしらは障害者なんですね。ああ、そうだったのか。これで納得できました」

と。 
私は、「障害者なんだ」という言葉を、自らへの救いの言葉として言われたのを初め

て聞いたような気がしましたね。これでいいんだ、悲しみは、このままでいいんだ。

乗り越えなくてもいいんだ、ということですよ。 
 
 

 悲しみは、愛しさの力 
 
悲しみは、このままでいいんだということを、さらに展開していくと、自死遺族の自

助グループの人たちは「悲しみの力」という言葉も使っていますよ。なぜ、悲しみが

力になるんでしょうか。 
たとえば、今日、財布を落としてしまったとしますね。中に、たくさんお金が入っ

ていた。これは悲しいですね。こういう悲しみは、力になりますか。たぶん、ならな

いでしょうね。 
じゃあ、自死遺族の悲しみはどうでしょう。これは「力」になる可能性があります。

なぜなら、悲しいのは、亡くなった人が愛しいからでしょ。悲しみは、愛しさと結び

ついているのですよ。愛しさは、愛ですよね。愛は、人にとって大きな力の源です。

だから、悲しみは、愛しさであり、力になるというわけです。 
 
実は、こういう考え方は、けっして突拍子もないものではないんです。悲しみは、実

は、愛しさ、愛とつながっていて、一つのものなのだと言った人がいるんです。誰で

しょうか？ 
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さっき死者のとのつながりを切るというのは、古代イスラエル、また古代ローマか

らある考え方だといいましたが、この「悲しさは、愛しさなんだ」という考えかたも、

古代からある考え方なんです。どこの国の古代か。それは、なんと私たちの国の古代

なんですね。 
私は今年の 8 月の自死遺族のかたに向けた講

演で、こんなスライドをお見せしました。 
「愛し」と書いて、「かなし」とも読むし、

「いとおし」とも読むわけですね。下を読ん

でみますと、かなし、とは、 
 
あるものに対する思いが強く、胸に迫るさ

まを表す。自然に対しては深く心を打たれる

美的感動の心を表し、人間に対しては、肉親

や男女間の愛情、死や別離に伴う悲哀の情な

どを表す。. . . 「愛しい（＝いとおしい）」から「悲し」という変遷をたどるのではな

く、「愛情」と「悲しみ」の心は根っこのところではつながっている。 
 

どうでしょう。私は、この古語辞典、ブックオフで消費税つきで 105 円で買ったんで

すよ。ごく普通の高校生が使うような古語辞典に、こんな素晴らしいことが書いてあ

りました。 
古代日本の人たちは、私たちの先祖は、悲しみと愛しさが一つだという深い感性、

そして人生観をもっていたのでしょうね。これは決して偶然ではないと思いますね。

たぶん仏教の無常観、つまり、すべてのものは移り変わっていくのだという諸行無常

の世界観があるのだと思います。 
 
いよいよ私の持ち時間も終わりに近づいてきました。最後の問題を出させて下さい。

配布していただいたプリントには、書いてありません。前のスライドを見ていただけ

ますか。 
「自死遺族への支援」として、ソーシャルワ

ーカーが（遺族から）期待されていることは

何でしょうか？ ここまでの話をもとに、も

う一度考えてみてください。 
「悲しみは、愛しさなんだ」「悲しみは、力

なんだ」ということを考えれば、そこにグリ

ーフケアなんていう発想は出てこないはずで

すよね。じゃあ、どういう支援が可能なので

しょうかという問題です。少し隣どうしで話

し合って考えていただけますか。 
 
 
 

はい、どうでしたでしょうか。私としては「悲しみは力なんだ」という遺族がいらっ

しゃるのですから、その力を活かした支援をぜひ考えていただきたいんですね。 
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さっき障害者の話をさせていただきましたが、障害は障害のままでいいんだ、それ

を受け入れていって、次に進んでいこうじゃないかというのは、精神障害者のかたと

いっしょに仕事をされているみなさまにとっては、ごく日常的な考え方だと思います。 
それと同じように遺族のかたとも接していただくというのは、いかがでしょうか。

悲しみは、悲しみで、それでいいということですね。グリーフケアだとか、なんだと

か言って遺族の悲しみに直接、手を触れるようなことは、もういいんじゃないでしょ

うか。少なくともソーシャルワーカーというのは、そういう心に直接触れて、どうに

かしようという専門職ではないはずですよ。 
 
 

 ソーシャルワークの定義 
 
じゃあ、具体的にどういう援助が可能か、ということですが、それは、あとで実際に

実践された新宮さんに語っていただくことにして、ここでは少し概念的なことを考え

てみましょう。 
ソーシャルワークの定義ですね。これは、ソ

ーシャルワーカーのみなさんに、こんなこと

を語るのは、釈迦に説法みたいなことで、失

礼な！と思われるかもしれませんが、私も冒

頭に申し上げたとおり社会福祉学にアイデン

ティティをもっている人間です。社会福祉の

現場はもっていないのですけど、福祉教育、

そして福祉研究に携わっている、ソーシャル

ワーカーの一人だと思っています。だから、

ともにソーシャルワーカーとして、この定義

を読み返してみたいと思います。 
これは日本社会福祉士会のホームページからとってきたんですが、福祉士の国家試

験を受験した人なら、ご存じのように、これは国際ソーシャルワーカー連盟という、

ソーシャルワーカーの国際的な職能団体が作成した権威あるソーシャルワークの定義

なんですね。じゃあ、読みますね。 
 

ソーシャルワーク専門職は、人間の福利（ウエルビーング）の増進を目指し

て、社会の変革を進め、人間関係における問題解決を図り、人びとのエンパ

ワーメントと解放を促していく。ソーシャルワークは、人間の行動と社会シ

ステムに関する理論を利用して、人びとがその環境と相互に影響し合う接点

に介入する。人権と社会正義の原理は、ソーシャルワークの拠り所とする基

盤である。 
 

私は、この定義が好きなんですね。特にここですね。社会の変革を進め、人間関係に

おける問題解決を図り、人びとのエンパワーメントと解放を促していく。まずは、自

死遺族を取り囲む社会の変革を進めて下さい、ということですね。 
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じゃあ、どういう社会の問題があるのか。いろんな問題があるんですね。たとえば、

過労による自死の場合、いったいこれは人間が働く場所として、どうなんだ、という

ことがありますね。 
それから（定義のなかにある）人間関係における問題解決。学校でいじめがあって、

子どもが自死してしまった。じゃあ、いったい真相はどうなんだろうと親は知りたく

ても学校もＰＴＡも、ぜんぜん知らんぷりでね。「勝手に死んだんだろう」「こっちの

ほうが迷惑しているんだ」というような、親の心をズダズダにするような言動がある

わけですよね。こういうのも人間関係における問題解決に入るのではないでしょうか。 
それから、エンパワーメントと解放ですが、これは「悲しみは力だ」ということで

すよね。これを伸ばす支援をしていただきたいと思いますね。 
 
ちなみに今回の研修の名称は、自死予防専門研修ですよね。この「自死予防」の研修

で遺族支援について考えたり、遺族のかたに語ってもらったりするのには、どういう

意味があるのでしょうか。 
 遺族のかたはね、自死予防という言葉を聞いただけで気分が悪くなるという人がい

っぱいいます。それでも、こういう悲しい思いをするのは、自分たちだけで十分だと

いうことで、遺族のかたのなかには自死予防の活動に一生懸命、努力されているかた

がいます。 
 私は、その尊い思いには敬意を払いたいと思いますが、ただ場合によっては「自死

を防ぐことができなかった家族」として、多くの人の前に出るということになりかね

ないんですね。もともと、そういうつもりはなくても、その場の雰囲気で、やっぱり

自死を防げたんじゃないかと毎日、毎日、自分を責め続けている人が多いわけでしょ。

だから、そういう話をつい、してしまう。すると、あとですごく辛い思いをされるん

じゃないかなと思うのですね。 
 こんなことを私が言うのは、ある遺族によれば、団体によっては、自死予防の運動

を進めるということで、遺族に「自死を防げなかった、その兆しに気がつかなかった」

ということを話させているというのですね。これは絶対にやってはいけないことだと、

その遺族のかたは、おっしゃっていましたし、私も、そう思いますね。ここでいう、

エンパワーメントにつながらないのですね。 
 
それから自死予防に遺族を巻き込むというとき、もうひとつの意味としては、遺族を、

自死をする確率が高いハイリスク者として理解するという考え方ですね。 
 これは、内閣府の「自死遺族を支えるために： 相談担当者のための指針」という、

たぶん、みなさんもよくご存じの政府公認のガイドラインに書いてあるものですね。 

自死遺族を、自死のハイリスク者として見るということですが、私は、自死遺族をそ

ういうハイリスク者として見ていると、さっき少し申し上げた遺族がかかえているい

ろんな社会的な問題が見えてこないのではないかと思うのですね。社会もなんにもな

いところで、精神的な問題をかかえた人間というイメージだけが浮かび上がってしま

うわけです。 
 そういうイメージのもとで考えられる支援というのは、非常に心理面にかたよった

支援、心理といっても病的な面ばかりに焦点をあてた支援になってしまう。それは、

少なくともソーシャルワーカーが中核的に担う支援ではないだろうと思います。 
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そして最後に言わせてもらえれば、「自死予防」の枠組みで遺族の問題をとらえると

きには、「自死予防」ではなくて「自死に伴ういろいろな問題の予防」というように、

「自死」と「予防」の間に言葉を入れてもらいたいと思いますね。「自死に伴ういろい

ろな問題の予防」ですね。そうすると心理的な問題だけではなく、社会的な問題も経

済的な問題も含めて予防の対象になると思うわけです。 
 
 

 まとめ：遺族の力を信じること 
 
じゃあ、まとめです。遺族支援について、ソーシャルワークの立場から、何ができる

のかという問いに対して、ひとことで答えるのなら、どう答えるか。 
 私なら、こう、ひとことでまとめますね。遺族の力を信じて下さいということです。 
 グリーフケアとか治療をしようとしている人はね、たいてい遺族を弱い人だと思っ

ています。遺族は何もできない人だと思っていますよ。遺族は専門家の力を借りない

と、会も開けないし、専門家の指導がないと、どんどん道に迷ってしまうし、下手を

すると、すぐ鬱の状態になってしまう、弱い、考えることも浅い、すぐに感情的にな

ってしまう不安定な人たちだと遺族ケアにかかわる人たちは、多くの場合、そう思っ

ています。 
 それが、自死遺族の自助グループのそばにいることで私に見えてきたグリーフケア

にかかわる多くの専門家たちの姿です。 
 
 でも、ソーシャルワーカーは、そうではないと私は信じています。だってソーシャ

ルワーカーは、無力だった障害者たちが、あるいは患者さんたちが、手をとりあって

強くなっていった歴史を目の当たりに見てきたんですからね。そして、そういう障害

者や患者さんたちの市民運動を一番に応援していた専門職といえば、やっぱりソーシ

ャルワーカーですよ。なぜなら社会変革こそソーシャルワーカーのメインの仕事でも

あるわけですから。 
 だから、ひとこと。遺族の力を信じてください。遺族の自助グループの力を信じて

下さい。遺族が言うこと、主張すること、これには、きっと深い意味があるのだろう

なと、信じて、耳を傾けてください。 
 遺族が怒ったとしても、それは「悲嘆」にと

もなう心理的な反応じゃないです。遺族が怒る

のには、きちんとした理由があるのです。それ

を聞いて下さい。それが、人権と社会正義の原

理を基盤とした、ソーシャルワークの立場なん

ですね。 
 みなさまの今後のご活躍を心から期待してお

ります。ご静聴ありがとうございました。 
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遺族支援について：ソーシャルワークの立場から 
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岡 知史 

 
問１ 
「自死遺族への支援」として、ソーシャルワーカーが（遺族から）期待され

ていることは何でしょうか？ 心理職や看護師・医師などの医療職との違いを

考えながら答えてください。 
 
 
問 2 
自助グループに集う自死遺族の「グリーフケア」に対する気持ちは、どのよ

うに理解すれば良いでしょうか。その気持ちについて「正しい」か「正しくな

いか」という判断ではなく、どのように考えれば理解可能なのかを推察してく

ださい。 
 
 

問３ 
「悲嘆を抱えつつ、そして自死者との粋を断ち切らず、粋を永続的に保った

まま」生きていきたいという遺族がいます。この人たちをソーシャルワーカー

として支援するとしたら、どのようなことが可能でしょうか。 
 
 
 


