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とき：2016.09.10.13:30-14:30 
場所：郡山商工会議所中ホール A（福島県郡山市） 
主催：全国自死遺族連絡会、第 9回全国自死遺族フォーラム 2016 
テーマ「自死遺族の自助グループが創造するもの」 

上智大学 岡 知史 
 

内容 

1. 自助グループは、何かを新しく創り出していくもの 
2. 治療グループが目指すのは回復 
3. 悲しみと悲嘆・グリーフは別物 
4. グリーフケアは症状のケアであり、魂を救う方法ではない 
5. 自助グループはコミュニティ 
6. 自助グループは当事者の力を信じている 
7. 「専門家」がもつ自死遺族への偏見 
8. 「心の傷」の正体 
9. 心のなかにあるものは、毒なのか、それとも愛なのか 
10. 悲しみは私たちのもの 
11. 「専門家」は信用できるか 
12. 教科書も間違っている 
13. 遺族どうしのつながり 
14. 自助グループの定義 
15. ボランティアが入ると当事者の役割が変わってしまう 
                                     

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。私が全国フォーラムでお

話しするのも、もう 8 回目ということで、だんだんみなさんも飽きられてきたころで

はないかと思うのですが、毎年お誘いがかかると、私のほうでも、これを励みに、が

んばろうという気持ちになりまして、たいへん有り難い機会だと思い、田中さんはじ

め連絡会のかたがたには、たいへん感謝しております。 

 それで今回のお話しですが、やっぱり原点に返って「自助グループについて話すよ

うに」ということでした。自助グループは、そうではないグループ、たとえばボラン
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ティアとか行政が開いているグループとは、どう違うのかということですね。それで

本日のお話しのタイトルは、レジュメにもありますように「自死遺族の自助グループ

が創造するもの」ということにいたしました。 

 

 自助グループは、何かを新しく創り出していくもの 

 

自助グループというのは何かを新しく創り出していくものなのですよ。これが他のグ

ループ、たとえば専門家がやっている治療グループとか、ボランティア団体が主催す

るサポートグループとの大きな違いですね。 

 今日のお話のポイントは、ここですね。自助グループというのは、何かを新しく創

り出していく活動であると。これがなかなか理解されないところですね。 

 私の今回の講演の目標は、みなさんに、それを伝えることです。それを伝えるため

に、4 つの問いをたててみました。プリントを見ていただけますか。 

 まず、なぜそう言えるのか。それから、どういうものを創造しているのか。そして、

どうしてそういう創造が必要なのか。そして最後に、どうやって創造し続けるのかと

いうことを述べたいと思います。 

 

 治療グループが目指すのは回復 

 

最初の問いを考えるために、治療のためのグループとかグリーフケアのためのグルー

プと自助グループを比べてみましょう。すると何が言えるかというと、治療のグルー

プでは、めざすのは回復であるわけですね。回復とは、もとに戻ることですよ。「原状

回復」といいますよね。原状つまり、もとの状態ですね、そこに戻すことを原状回復

といいますね。ところが、この回復という考え方が問題なんですね。 
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 これは、もう何度もお話していることですが、2008 年ですから、いまから 8 年前で

すが、はじめて、こちらの全国自死遺族連絡会のメンバーで自死遺族でもある田中さ

んと明さんが、私の研究室に来られました。 

 そのときに何とおっしゃったかというと、「悲嘆回復のプロセスという理論が、間違

っていることを証明してほしい」というご要望だったんですね。私は「それは心理学

か精神医学の問題で、私の専門外なのでわかりませんよ」とお答えしたのですが、「い

やいや、ぜったいこれは間違っているし、この理論で多くの遺族が傷ついているんで

すから」と言われてですね、私も困ってしまいました。 

 じゃあ、まあ、どうして、そこまで「悲嘆回復のプロセス論が間違っている！」と、

遺族のかたが思われるのか、それを考えてみようというのが、私の自死遺族のグルー

プとのかかわりの出発点だったわけですね。 

 それで、じゃあ、どうして「悲嘆回復のプロセス論が間違っている」と遺族である

田中さんとか、明さんがおっしゃっているのかというと、それは、愛する子どもを自

死で喪って、悲しみから回復することなんてあり得ないということなんですね。 

 回復というのは、基本的には元にもどることですから、愛する子どもさんを自死で

喪（うしな）ったあとから、喪う前の状態に気持ちが戻るわけがないし、人生が戻る

わけがないのに「いや、戻りますよ」というように、グリーフケアの人たちが言って

いるように聞こえるから腹がたつわけですよね。 

 でも、一方では悲嘆回復という言葉は非常に広がってしまっているし、その専門家

だと自称している人も、あちこちにいらっしゃるわけでね。これをどう考えたらいい

か。 
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 悲しみと悲嘆・グリーフは別物 

 

私の結論はですね、悲しみと、グリーフ（グリーフは、悲嘆と訳されていますので、

悲しみと悲嘆と言っていいかと思いますが）、この悲しみと悲嘆・グリーフは、全く別

物である、別物であるにもかかわらず、いっしょにしてしまっているから、こういう

混乱が起きているというのが、私の結論なんですね。 

 そのヒントになったのが、数年前にお亡くなりになりましたけれども、グリーフケ

アの権威で、平山正実先生という精神科医のお医者さんがいらしたのですけれども、

その平山先生の本を読んでいると、グリーフというのは「症状だ」と書いてあるんで

す。「症状」なんだから、心理的な内容なんか何もないんだと書いてあるんです 1。び

っくりしましたね。目からウロコですよ。単なる「症状」なんですよ。たとえば、「眠

れない」とかね、「吐き気がする」とかね、そういう症状なんですよ。そういう症状の

ケアが、グリーフケアなんですよ。 

 だから平山先生みたいな本当の専門家は、こういうふうにグリーフを症状として、

限定的にとらえていらっしゃる。ところが、症状のケアっていうのは大事なことだけ

れども、話題的に地味というか世間の目を引かない。 

 そこを「悲しみのケア」と言ってしまうと、ガーンとインパクトがある。え？ 悲

しみをケアするのか、悲しみをケアできるのか？というような驚きがありますよね。 

 
1 「悲嘆（grief）は、喪失（死別）にともなう反応ないし症状をさす。具体的に言えば、悲嘆

は、喪失体験にともなう悲しみの感情そのものをさしている。つまり、悲嘆の感情は、誰かを

亡くしたときに、人間の心のなかにひきおこされる苦悩の一部であると解釈される。したがっ

て、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。」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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まして、聖職者が白い衣をきて十字架を胸にしながら「悲しみをケアします」なんて

言われると、ものすごい社会的インパクトがある。なにか魂の救いという感じがする。

でも、もともとは症状のケアなんですよ。 

 

 グリーフケアは症状のケアであり、魂を救う方法ではない 

 

要するに、たとえば、身体にあらわれた症状のケアにすぎないものが、魂を救う方法

のようなものと、ごっちゃになっているわけですよね。グリーフケアの講座を開くと、

すごくたくさんのボランティアが集まるそうですよね。それはなぜかというと、症状

のケアを学びたいというよりも魂の救いに関心があるからじゃないでしょうか。私は、

魂の救いに関心があることそのものを批判しているのではなくて、もともと症状のケ

アにすぎない方法を、それでもって魂が救えると、そういう誤解をしている人が増え

ていることが問題だと思うわけですよ。 

 症状のケアにすぎないという点でいえば、グリーフケアは、認知症ケアと同じです

よ。認知症ケアでは、たとえば、朝ご飯を食べたのに「食べていない！」という人に

どう対処したらいいかを学ぶわけですよね。その認知症の人の、認知症そのものを治

療するとか、認知症の人の魂を救うとか、そういうことを認知症ケアは目指している

わけではない。だから認知症ケアの講座を開いてもボランティアが殺到することは、

おそらく無いんです。 

 症状のケアというのは、その症状の軽減を治療者と呼ばれる人がやっていくわけで

すよ。この症状のケアを通しては、何か新しいことが生み出されることはないわけで

すよ。そうですよね。だって目指すことは回復なんですから。回復というのは、もと

のところに戻ることですから。新しいことを創ることとは関係がないんです。病院で
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治療をうけていて、たまたまその病気をとおして芸術作品が生まれたということは、

あるかもしれませんが、そういう創造活動が医療の目的だということはあり得ない。 

 でも、自助グループは、そういう治療のグループあるいはグリーフケアのためのグ

ループとは違って、やっぱり新しいことを生みだしていくわけです。それは、いった

いどんなことだろうかというのが問題なんですね。 

 ということで、ちょっとプリントを見ていただけますか。問いの１ですね。治療グ

ループやグリーフケアのグループにはない、自死遺族の自助グループの特徴について

考えてみてください。ということで 1 分か 2 分、お一人でもいいし、あるいは、お隣

の人と声をかけあってでも、ちょっと考えていただけますか。よろしく御願いします。 

 

 ♣♣♣♣♣ 

  

はい、いかがだったでしょうか。治療のためのグループと自助グループの違いは、で

すね、これは自死遺族に限らず、一般的に自助グループすべてに言えることなのです

が、自助グループというのは、コミュニティなんですよ。仲間の集まりですね。 

 

 自助グループはコミュニティ 

 

「わかちあい」と言われる場がありますよね。あの場だけの「つきあい」ではないわ

けですよ。わかちあいの場で知り合ったあと、みんなで食事にいくこともあるでしょ

うし、いっしょに旅行にいくこともあるかもしれませんね。電話で話すこともあるだ

ろうし、ショッピングに行くこともあるかもしれません。つまり「わかちあい」の場

だけに、つきあいが限定しているわけではないんですね。 
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 治療のグループは、そうじゃないんですよ。私は、大学では治療のためのグループ

活動についても少し教えていますが、たとえば、薬物依存症の人たちのグループ治療

の場合を考えてみると、参加者どうしはグループ治療の場以外で、お互いに連絡をと

って会うことは、やめてくださいと言うことがあるんですね。 

 つまり、会ったり、お話ししたりするのは、この場だけにして、部屋から一歩出た

ら、みんな互いに他人どうしでいましょうねということです。だから、グループの場

以外で参加者どうしが勝手に会わないように、お互いのメールのアドレスとか電話番

号を教えたりとかしないように約束させることもあります。どうして、そんなことを

するかわかりますか。 

 それは、共倒れの危険性があるからですよ。たとえば、一人の参加者が、家に帰っ

てから、どうしても薬をやりたくなったと。そのときにグループで知り合った人を誘

ったり巻き込んでしまったりしたら危ないでしょ。薬を止めたいと思っているのに、

治療グループで薬をやりたくてしかたがないという人と何人も知り合ってしまうとい

うことは、誘われるリスクも増えるわけじゃないですか。 

 そういうリスクを考えたら、話し合いはグループの中だけで、しかも専門家と言わ

れる人たちが、グループをきちんと監督して目を光らせているときにだけ、話し合い

をして、治療グループの外では、お互いに他人の顔をしましょうというのが、治療グ

ループのやりかたなんですね。 

 遺族のかたのなかには、行政がやっている遺族のグループに参加してみたら「参加

者どうし、個人的に連絡をとりあうのは止めて下さい」と言われたという人が、いら

っしゃいますが、これは、こういう治療グループのやりかたを、そのまま使っている

わけですね。 

 これは、どっちがいいかということではなくて、やはり別物だということですよ。

たとえば遺族どうしの集まりには行っても、集まりを離れたら遺族どうしのつきあい
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は、ちょっと遠慮したいし、街中で声をかけられても困るという人も、いらっしゃる

かもしれませんよね。そういう人は自助グループには、向いていないんです。 

 だから、すべての自死遺族は、自助グループに入って活動するべきだとは、私は全

く思いません。自死遺族のなかにも行政やボランティアがやっているグループに行く

人もいらっしゃるでしょうし、精神科医や臨床心理士のグループにいくかたもいらっ

しゃるでしょうし、また、いや、どこのグループも嫌だという人もいらっしゃるでし

ょう。 

 大事なことは違いをわかってもらうことですね。特に自助グループの特徴。それを

専門家と言われる方にも、当事者のかたにもわかってもらいたいと思っています。 

 

 自助グループは当事者の力を信じている 

 

自助グループの特徴は、参加者が、自分たちの力、当事者の力を信じていることです

よ。自死遺族でいえば、遺族の力を信じている人たちが自助グループに向かうんです。 

同じ遺族なんだから、遺族の気持ちがわかるし、遺族の力にもなってくれるだろうと

思う人は、自助グループに向かうわけです。逆に、自分自身が遺族であっても、遺族

なんて何もできないよと思っている人たちは、遺族以外の人たちがやっているグルー

プに行きます。遺族なんて何もできないと思っているから、そんなグループに集まっ

た遺族どうしの関係にも、そんなに関心はないわけですね。知り合ったら、かえって

自分の負担になるんじゃないか、ぐらいで。 

 自助グループが創造的だというのは、なによりも、当事者が当事者の力を信じてい

るからですよ。治療グループでは、当事者は病んでいて力がない（と当事者は信じて

いる）から、専門家に頼るわけですよね。それで、これから自分たちが進む方向も、

専門家が知っているということが前提になりますね。これから、これこれ、こういう
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プロセスを経て、回復していくんだと。専門家の頭のなかに、もうこれから歩む道筋

が、地図が出来ているわけですよ。それをふまえて、その道筋にしたがって、指導を

受けながら歩んでいくのが、治療ですよ。 

 それに対して、自助グループは、当事者がやっぱり一番わかっているんだと考える

わけですね。「わかちあい」の場の外で遺族どうしが出会っても、ぜんぜん問題ない。

遺族は、それぞれ、みんなオトナなんだし、自分でなんでも判断できるんだというの

が前提ですよ。だから遺族どうしのコミュニティができていく。自死遺族の人たちの

つながりですね。 

 これは日本の歴史のなかでは無かったことですよ。その意味で非常に創造的だし、

画期的ですよね。 

 コミュニティになれば、声が出せます。いままで日本の歴史のなかで、自死遺族が

社会的に声を出すなんていうことは、無かったですよ。個人的に単発的に意見を述べ

るということはあったかもしれませんが、そういう個人ではなく、コミュニティとし

て声が出せるということは、すばらしいこと。そのこと自体が、すごく創造的ですね。 

 

 「専門家」がもつ自死遺族への偏見 

 

グリーフケアをめぐっての混乱は、さきほど私はグリーフと悲しみという別々のもの

が混同されていることからくると申し上げました。でも、実はもう一つあると思って

います。それは自死遺族への偏見ですね。 

 遺族への偏見については、私は、最初は、よくわからなかったところがあったんで

すが、ああ、こういうことかと思ったことがありましてね。それは、あるとき、私、

自死遺族の自助グループについて学会で発表しましてね。それが、たまたま海外での

学会だったのですが、そこに日本でグリーフケアをやっている人も来ていて、まあ、
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その場では、日本から来ているのは、ごくわずかでしたから、私の発表のあと、むこ

うから挨拶をしてくださったのですが、私もちょっと気まずくて困ったんですが、た

だ「先生のグリーフケアのグループと自助グループとは性格は違いますが、うまく共

存できるといいですね」なんていうことを私のほうから言ってみたんですが、その先

生から返ってきた言葉に驚きましたね。 

 「いや、あの人たちには、自助グループなんて無理でしょ、できませんよ」と、お

っしゃるんですね。「え？ いま、自助グループの活動について発表させていただいた

んですけど」と言っても、「いや、無理ですね」と、はっきりおっしゃる。あれれ、何

にも聞いてくれてなかったんだなと驚きましたけれども、そんな感じなんですよね。 

 ただ一般に援助の実践をやっている人には、こういう人が多いとも言われるんです

ね。というのは、一番状態の悪い人が、だいたい相談にくるでしょ。自分で対処でき

るという人は相談には行かないですよね。ですから、自分の援助の対象者は、とても

無力で何もできない人たちだと思いがちなんですね。 

 とにかく自助グループに集う遺族の人たちは、こういう専門家たちと向かい合って

いかなければいけないということで、「これは、たいへんだなあ」と思ったわけです。 

 では、また、ちょっとプリントを見ていただけますか。問いの２ですね。当事者の

力を信じる遺族の自助グループは、悲しみについてどのような考え方をもっているで

しょうか、ということですね。自助グループに集う遺族のかたは、自分たちの考え方

をもう一度ふりかえってもらえたらと思いますし、遺族ではないかたは、ちょっと想

像して考えていただければと思います。はい、どうぞ。 

 

 ♣♣♣♣♣ 
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 悲しみは愛しさ 

 

はい、いかがだったでしょうか。当事者の力を信じる遺族の自助グループは、悲しみ

についてどのような考え方をもっているでしょうか、ということですが。 

 これは、もう 8 年前に田中さんと出会って、私が感じたことで、それは今でも変わ

らないのですが、「悲しみは愛しさ」ということですね。遺族のかたの心のなかは悲し

さでいっぱいである。その悲しさは、愛しさなんだという理解なんですね。 

 愛しさとは、愛ですから価値あるもの。だから、愛しいという気持ちが、自分のな

かから消えることを誰も望まない。愛しいという気持ちをもったまま生きていきたい。

それが、悲しみとともに生きるということにつながっていく。悲しみとともに生きる

ということは、我慢して嫌々ながら悲しみを引きずっていくということではなくて、

悲しみは愛しさなのだから、それとともに積極的に生きていくということなんですね。 

 ところが、そういう遺族を、心理治療とか精神医学の治療の対象とみながら支援す

るというと、話はだいぶん違ってくる。治療というのは、基本的に状態の悪いものを

良くしようということですよね。ですから、悲しみでいっぱいの状態を、悪い状態、

あってはならない状態だととらえるわけです。これは治療者としては、ごく当たり前

の考え方で、相手が良い状態なら治療は必要ないわけです。治療者は、あくまで状態

の悪い人を探して治療するわけですからね。 

 でも、治療者は、その状態の悪い人を援助するときには、その本人に「自分の状態

が悪い」ということを自覚してもらう必要があるわけです。ここにおいて、治療者が、

グリーフという症状と悲しみとを、きちんと区別してくれれば問題はないのだけれど

も、いまの日本の社会では、それをきちんと区別しているのは、厳密な意味で、専門

的な訓練を受けてきた人たちだけなのではないかという印象を私はもっています。 
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 グリーフケアをやっていますという人のかなりの人たちが、ちょっとした講習を受

けただけとか、「独学でやってきました」みたいな人たちで、悲しみとグリーフという

症状を区別していないのではないかと思います。ですので、悲しんでいる人たちを、

そのまま状態が悪いと考えてしまったりするわけです。 

 その結果、遺族が、自死で亡くなった家族のことを思い、愛しさで心がいっぱいに

なる、その状態を「病気だ」とグリーフケアの人たちに言われてしまうということに

なりがちなのですね。 

 

 「心の傷」の正体 

 

心理治療というのは、目に見えないでしょ。心の傷なんていいますけど、心なんて見

えないんだから、心の傷なんていうのも見えないですよね。心の傷が見えないのは、

それは、私たちが心のなかで作り上げたものだからですよ。 

 「え？ そんなばかな、心の傷はあります！」と思う人も多いかと思いますが、そ

れだったら、平家物語でも源氏物語でも読んでみてくださいよ。「心の傷」にあたる言

葉は無いと思いますよ。平家物語なんて、みんな死んでいくわけですからね、「心の傷」

について、たくさん書かれてもいいようなものだけれども、ないと思いますよ。 

 なぜ無いでしょうか。それは、そういうものとして心を理解していなかったからで

すよ。平家物語とか源氏物語みたいな大昔の物語ではなくても、たとえば、夏目漱石

の有名な作品に「こころ」というのがありますよね。ああいう古典は、いまネットで

全文公開されていますが、昨日、私はそこで「傷」という言葉を検索してみましたが、

やっぱり「心の傷」なんていう表現は無かったです。 

 無いのは、あたりまえで、これは心理療法から来た新しい考え方なんですよ。でも、

その心理療法の人たちも、本当に「心の傷」を見たわけでは当然ないわけです。ただ
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「心の傷」というものを考えたら、自分たちのやっていることを説明しやすいから、

こういう考えを出したわけで、「心の傷」なんていうものが、科学的に証明されたわけ

ではない。 

 「心の傷」とは、たとえなんですね。専門的には、メタファーといいます。「心の傷」

というたとえが、なぜ使われるかというと、それは、やはり身体の傷の治療との連想

で理解されやすいからですよ。つまり、身体の傷なら、傷を負った場合、すぐ消毒が

必要でしょ。消毒しないと、あとで膿んでくるわけですよね。あるいは、古い傷でも、

そのままにしておいたら、よくない場合があるわけですね。そのときは、古い傷をも

う一回、わざわざ切り開いて、消毒して、また傷を閉じると、そういう手術をしなけ

ればいけない。 

 これは、身体の傷の場合は目に見えますから、実体がありますから、この手術が有

効だと証明できますよね。でも、心の傷の場合は、実体がないから証明できないわけ

ですよ。でも、ときには、なんか似たような状況が起きることもあるわけですよね。 

たとえば、古い辛かった記憶をよびさまして思いっきり泣いたら、すっと心が軽くな

ったとかね。 

 だから、そういうときは、心の傷というたとえが、ぴったりくるわけですが、いず

れにしても、実体がないから、よくわからないというのが、本当のところだと思いま

すよ。これが「心の傷」の正体といっていい。 

 でも、その「心の傷」というたとえを使えば、辛いときには、心の傷に、バイ菌が

残っていてね、それを消毒しないとダメなわけですよ。で、どうやって消毒するかと

いうと、心のなかのものを、バイ菌のようなものを、膿のようなものを吐き出して、

泣いて、すっきりさせるということですよね。 
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 ですから、よくボランティアさんは「聴くだけしかできませんけれども、お話しく

ださい」とか言いますが、そうやって聴くことで吐き出させて、毒を外に出そうとい

う発想なわけですね。 

 

 心のなかにあるものは、毒なのか、それとも愛なのか 

 

治療とは何度もいうように、悪い状態から良い状態にもっていくことで、その悪いも

のを、グループのなかで出させるというのは、治療の論理としては間違っていない。

ただ何度も言うようですが、治療というなかでは、心にあるものは毒なんです。毒を

出させるというのが治療で、それをするのが、治療グループなんだけれども、自助グ

ループでは、遺族は自分の心にあるものを毒だとは思っていないわけですよ。 

もちろん毒も多少あるでしょうけれども、悲しみが、心の大部分を占めていて、しか

も、その悲しみが愛しさなら、それは大事なものなのですね。 

 ここが大きな違いなんですね。遺族の心にある大きなものを、吐き出すべき毒とと

らえるか、大切な家族への愛ととらえるかですね。 

 

 悲しみは私たちのもの 

 

じゃあ、どう考えたらいいのかというとき、遺族の自助グループがいうのが、「悲しみ

は私たちのもの」とう考え方だと思うのです。 

 田中さんが、おっしゃっていたのは、遺族を集めて、心理か精神医学の専門家が、

悲しみとはどういうものかということを説明していた、と。でも、これは、おかしい

のではないか。悲しみを一番よく知っているのは、遺族である当事者じゃないか。ま

た、その悲しみをどうしていけばいいか、どう悲しみと向かい合っていけばいいか、
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ということも、一番良く知っているのは遺族ではないか。田中さんは、そう考えられ

たそうですね。 

 専門家と称する人たちに「悲しみを、こうしなさい」とか、「こんなふうに悲しみに

は対処しなさい」とか、言われる筋合いはないし、言われても、いったいどういう権

限があって、そういうことを言うのか、と。 

 それが、「悲しみは私たちのもの」という言葉の意味ですよね。「悲しみは、遺族で

ある私たちが、一番よく知っているし、またその悲しみとどう向かい合っていくかと

いうことも、私たちで決めていくことだ」と。 

 プリントには、遺族の自助グループにみられる 3 つの考え方、すなわち「悲しみは

愛しさ」「悲しみとともに生きる」「悲しみは私たちのもの」という考えかたは、実は、

こうして考えてみると、ひとつの同じことを言っていて切り離すことができないもの

なんですね。 

 さて、じゃあ、4 つめの問いに進みますね。プリントをみてください。 

 「たとえば糖尿病の患者会は、糖尿病の専門医のアドバイスを聴いているのではな

いか。素人だけで判断するのは危険だと患者は知っているからだ。それと同様に、自

死遺族の自助グループもグリーフケアの『専門家』のアドバイスを求めるべきではな

いか」という意見が出されたら、どう反論しますか。 

 ということなのですが、また、ちょっと考えていただけますか。 

 

 ♣♣♣♣♣ 

 

はい、いかがだったでしょうか。「糖尿病の患者会は、糖尿病の専門医のアドバイスを

聴いている。素人だけで判断するのは危険だと患者は知っているからだ。それと同様
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に、自死遺族の自助グループもグリーフケアの『専門家』のアドバイスを求めるべき

ではないか」という意見が出されたら、どう反論しますか。 

 

 「専門家」は信用できるか 

 

簡単にいえば、この専門家じたいが信用できないということでしょうね。これを言っ

ては身もふたも無いという感じですが、わかる人には、わかるのではないでしょうか。 

 たとえば、心理学にしろ精神医学にしろ、そういう治療的なことにかかわる学問的

な基礎訓練も何もないままに「グリーフケアをやります、できます」って言っている

人が、けっこういらっしゃいますよね。 

 その経歴もさまざまで、たとえば、宗教を仕事としている人が、グリーフケアをや

りますとか、言っていますよね。そういう場合も、あくまで宗教の言葉でケアをして

くれるのだったらいいんだけれども、そこで心理学とか精神医学の言葉が中途半端に

使われると、すごく混乱しますよね。もともと症状のケアをするだけのグリーフケア

の理論なのに、それで魂の救いにまでつないだ形で使われたりすると、もう「百害あ

って一利なし」という状態だと思うんですよ。 

 私は、社会福祉学科の教員で、ソーシャルワーカーの養成に携わっていますけれど

も、私が、よく学生たちに言っているのは、精神科医とか臨床心理士のマネをしては

いけないよということなんですね。 

 ソーシャルワーカーも、精神科医とか臨床心理士と長いこと現場で仕事をいっしょ

にしていますとね、自分でも病気の診断ができたり、心理的な介入ができたりするよ

うな錯覚を起こしがちなんですよ。 

 でも、それは、やってはいけない。だって、ソーシャルワーカーは、精神医学や心

理学の基礎をきちんと学んでいないんですからね。表面的なものを見て、ああ、自分



全国自死遺族連絡会・全国自死遺族フォーラム                              2016.09.10. 

 

上智大学 岡 知史 17 
 

でもやれそうだと思っても、それは、やってはいけない。ソーシャルワーカーは、も

っと社会的なつながりの部分にかかわるのであって、心理的なものに直接かかわるの

は、専門領域外なんですよね。 

 同じような意味で、宗教の世界で働いているかたがね、なんか聞きかじったような

心理学の理論をふりまわして、グリーフケアがどうのこうのと言っているのを聴くと、

私は、ああ、危ないなあと思うわけですよ。素人なんですからね。手術で使うメスだ

って、医者が使えば、手術で役にたつけど、素人が触ると、人を傷つけるだけ、とい

うことがありますでしょ。ですから、やっぱり、宗教で働いているかたには、純粋に

宗教の方面から、人にアプローチしていただきたい。そちらが本業なんですからね。

「生兵法は大けがのもと」っていいますよね。自分が怪我をするのなら、まだいいけ

ど、この場合は、相手を傷つけてしまうことになりがちなので、気をつけていただき

たいですね。 

 でも、相手が、偉い神父さんとか、シスターとか、ご住職だと、普通の人は、なか

なか批判できないですよ。まあ、もし、このなかでそういうお立場にあるかたがいら

っしゃったら、ぜひ、そのことを覚えておいてほしいと思います。「ちょっと、それ、

おかしいよ」とか、「その概念の使い方、違いますよ」と周りが思っていても、相手が、

大きなお寺のご住職だったら、なかなか言ってくれないものだと思います。 

 同様に、遺族のかたが自分の体験を活かして、専門家のような感じでグリーフケア

にかかわることが、あります。あれも同じような理由で、非常に危ないですよね。 

 当事者が当事者の体験を活かして、他の当事者を支援するというのは、素晴らしい

ことだと思いますが、それは専門家が支援する方法とは、根本的に違うはずだと思い

ます。ところが、心理学なり精神医学なりを大学で勉強するという代わりに、自分は

遺族として 5年、6 年とすごしたんだから、グリーフケアができるはずだというのは、

やっぱり違うと思いますね。 
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 教科書も間違っている 

 

じゃあ、心理学とか、精神医学をきちんと学んだ人なら大丈夫かというと、また、そ

れも疑問ですよね。いまから 5 年前の 2011 年の自死遺族フォーラムで、やはり私は

講演させていただいたのですが、そこでは、あるアメリカの論文の内容を詳しく紹介

したんです 2。その論文は、精神保健の看護学の雑誌に掲載されていたものですが、グ

リーフケアについて、どれくらい間違った理論が、看護学の教科書に掲載されている

かということを調べたものでした。 

 2010年の論文でしたので、その当時は出たばかりの新しい論文だったわけですが、 

結果は驚くようなもので、要するに、グリーフケアについて間違った考え方、かつて

は仮説として考えられてきたことでも、後の研究で否定されてきた間違った考え方が、

たくさん載っていたというわけですよ。 

 たとえば、悲しみというのは、こういう段階があって回復していくんだという理論

がありますよね。いわゆる悲嘆回復のプロセス論ですよ。あれは科学的には根拠がな

いということで、研究のうえでは、すでに否定されているんです。でも、驚くべきこ

とに、アメリカの精神保健看護の教科書の約 9 割が、それを正しい理論として紹介し

ていたというのですね。 

 それから「悲嘆というのは、正常な悲嘆なら、最後には無くなっていく。いつまで

も残っているような悲嘆は、異常な悲嘆だ」という理論があるそうですが、これも間

違っているそうですね。でも間違っているのに、8 割の教科書には正しいこととして

書かれているというのです。 

 
2 Holman, E. A., Perisho, J., Edwards, A., & Mlakar, N. (2010). The myths of coping 
with loss in undergraduate psychiatric nursing books. Research in Nursing & Health, 
33(6), 486-499.  



全国自死遺族連絡会・全国自死遺族フォーラム                              2016.09.10. 

 

上智大学 岡 知史 19 
 

 アメリカの看護学というのは、日本よりもずっとレベルが高いと言われるし、看護

師の社会的地位も高いのですが、それでも、その教科書はグリーフケアに関しては間

違いだらけだ、というわけですね。だったら日本の医学界の教科書はどうなのかとい

うと、私は調べたわけではありませんが、たぶん同じようなものではないでしょうか。 

 実際に、悲嘆回復のプロセスは、こんなふうに段階を経ていくものなんだと言って

いる「専門家」の人たちは、たくさんいますからね。要するに専門家というのは、そ

んなにアテにならないということですよ。 

 

 にわか「グリーフケア専門家」 

 

だいたい、どうして、こんなふうに急ににわか「グリーフケア専門家」みたいな人が、

全国に、きのこのように、あちこちから現れたかというと、それは、やっぱり行政か

らの要請でしょうね。自殺対策基本法ができて、各都道府県が自死遺族に対応しなけ

ればならなくなって、さて、専門家がいないとなったときに、「はい、はい、私、専門

家です」と、手をあげる人が多かった、あるいは手をあげなくても、ちょっと経験が

あるだけで専門家として持ち上げられた、あるいは扱われたということなんじゃない

でしょうか。 

 私だって遺族支援については何も知らないんですよ、でも、こんな私にさえ講演と

か、研修会の講師とか、いろいろな自治体とかから依頼されました。だから、よっぽ

ど専門家がいないんだなあと思いました。そのなかで中途半端に理論を聞きかじった

ような人も講師になっていって、だんだんと間違ったこと、たとえば悲嘆回復のプロ

セス論なんて、その典型だと思いますが、それが広がっていったんだと思いますね。

だから、結論を言えばですね、専門家は恐るるに足らず、ということですよ。 
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 自死遺族の支援という分野は、日本では始まったばかりですよね。アメリカかどこ

かで実績があるといっても、死をどうとらえるか、家族との関係はどうかというのは、

民族や歴史によって違いますからね。外国で勉強してきたことが、日本で役立つかと

いうと、それはわかりませんよ。だから「私は自死遺族の専門家です」なんて大声で

言っている人がいたら、逆に良識を疑ってもいいと思いますよ。 

 だって、自死遺族のことが、日本の社会のなかで論じられてきて、たかだか 10年ほ

どでしょ。まだまだ、みんな手探り状態のはずですよ。本当の専門家なんて、まだ日

本には、ごく少数のはず。もし、そういう人がいるとすれば、自死遺族の当事者であ

る、みなさんがたですよ。 

 ということで、最後の質問にいきましょう。問④ 自死遺族の自助グループが新し

く創り出すことができることを考えてみてください。また、ちょっと考えていただけ

ますか。はい、どうぞ。 

 

 ♣♣♣♣♣ 

 

はい、いかがだったでしょうか。なにを具体的にやっていくのか、創っていくのかと

いうことですが、私は、一つは遺族どうしのつながりだと思います。 

 

 遺族どうしのつながり 

 

最初のほうで言いましたけれども、治療グループでは、グループの参加者どうしの人

間的つながりというのは、必ずしも重視しないです。「話し合いの部屋を出たら、お互

いに話をしないで別れましょうね」「話し合うのは、この部屋だけにしましょうね」な
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んて言われることがあります。自死遺族どうしの本当のつながりというのは、やはり

自助グループを通じて創られていくのだと思います。 

 

 自助グループの定義 

 

それから、田中さんが、ずっとおっしゃっているのは、自助グループの定義が、曖昧

になっていて、なんでもかんでも自助グループであると自称していると。たとえば、

ボランティアがやっていても、遺族がたくさん参加していたら自助グループだと言っ

ているグループがあると。自助グループの学問的な定義からいうと、これは自助グル

ープではないですよね。 

 あるいは、参加者が全員遺族であると。ただ会場の設営から、例会の案内から、す

べて保健師さんがやってくれるという会があったら、これは、どうでしょう。これも

自助グループではないんですね。 

 自助グループであるという条件は、当事者が、そのグループの所有者であること、

とよく言います。たとえば、行政がお膳立てをしていて、当事者のかたにすべて自主

的にお任せしますよという会があっても、それは行政の保護のもとに活動するのであ

れば、自助グループとは言わないです、たとえ参加者が全員当事者でもね。 

 それから、これは自助グループに集う遺族のかたから、何度も聴いた話ですが、や

はり当事者ではない人が、グループのなかに一人でもいたら深いところまでは話せな

いといいますよね。 

 こんなことをいうと、専門家のなかには「いえいえ、私は、傾聴の訓練をすごくし

てきたから、私なら大丈夫。当事者にまじっていても問題ない」という人が、ときど

きいるんですね。 
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 そういう人には、私は自分のたとえ話をします。私のゼミの学生は、女子学生が多

いんですよ。合宿なんかでは、女子会といって若い女の子ばっかり集まって、顔をつ

きあわせて話していますよ。そんなところに私がはいったら、どうですか。話の内容

は、絶対に変わりますよ。いくら私が傾聴に徹しても、逆に傾聴に徹すると、もっと

話の内容は変わるでしょうね。だから部外者というのは、その部屋にいるだけで空気

を変えてしまうものなんですよ。 

 だから自助グループも本当に深いところまで話すのであれば、やっぱり当事者だけ

での分かち合いということが必要になってくるでしょうね。 

 

 ボランティアが入ると当事者の役割が変わってしまう 

 

それから、女性、男性の話を続けると、昔から女子大というのがあるでしょ。いまで

も、ありますけどね。あれは、どうして女性だけを集めて大学をつくるのかなと思っ

ていたのですが、ある人が、こんなことを書いていたのですね。つまり、昔は、そし

て、いまでもまだある程度残っていると思いますが、社会には伝統的に女性役割、男

性役割というのがあって、どうしても男性がリードして、女性がフォローするという

役割分担になりがちだと。でも女子大なら全員が女子なんだから、すべての役割を担

わなければいけない。リーダーも女性ならフォローする人も女性ということで、多様

な役割を担えるし、それが卒業後に大学の外で、つまり社会に出て行くときに役立つ

んだということなんですね。 

 実は同じことが自助グループにも言えるんですよ。自助グループというのは、全員

が当事者でしょ。だから「いや、私は当事者だから、そんな、たいへんな仕事はでき

ないわ」ということは言えないんですよ。 
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 ボランティアと当事者が混じったグループなら、ボランティアの役割、当事者の役

割に分かれてくるでしょ。なぜボランティアがいるのかというと、当事者だけでは、

たいへんだからという前提があるわけですよね。でなければ、ボランティアはいらな

い。 

 当事者は、たいへんな人、ボランティアは何かをする余力のある人という役割分担

のもとでは、当事者の役割は限定されてくる。そういう場で当事者の力強さというの

は、感じられないと思うのですね。 

 「まあ、そんなことは小さなことじゃないか、みんな自助グループと呼んでも、ど

うってことないだろう」と思われるかもしれませんが、本当に当事者の声を１００％

出せるのは、やはり当事者だけから構成されている自助グループだと思うわけですよ。 

なぜなら専門家もまじっているわかちあいの場で、専門家の批判とか、不満とか、思

いっきり言えますか？ 言えないと思いますよ。同じように、ボランティアがいると

ころで、ボランティアへの不満が言えますか。言えないですよね。 

 

 「愛と正義を否定する」 

 

むかし、5 年ぐらい前ですかね、田中さんのところの藍の会で講演させてもらったと

きだったと思いますが、脳性マヒの人たちの自助グループである青い芝の会の話をし

たことがあるんです。その青い芝の会というのは、1970 年代半ばですから、いまから

40 年ぐらい前に、ある宣言をして非常に大きな波紋を投げかけるのですね。 

 それが青い芝の「行動綱領」、綱領というのは、原則、方針という意味ですが、4 つ

ぐらいあるんですが、そのうち一番有名な行動綱領が「我らは愛と正義を否定する」 

というものなんですよ。 
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 「我らは愛と正義を否定する」 なんのこっちゃ？という反応だろうなと思いなが

ら、その遺族のかた向けの講演で話したら、小さな会場でしたけどね、もう、すぐに

「あ、それいいね！」「わかる、わかる！」「すごくいい！」なんていう声が、どんど

ん来て、私のほうが逆にびっくりしてしまったんですね。「え？なんで、わかるの？」

と不思議に思うくらいでした。 

 この脳性マヒの人たちの自助グループが、なぜ「愛と正義を否定」したかというと、

長い話を思いっきり短くすると、その当時、障害児を産んだお母さんが、前途を悲観

して、その子を殺してしまったわけですね。そうしたら近所の人たちが、そのお母さ

んに同情して減刑運動をしたというか、重い刑罰を与えないでくださいという署名運

動を始めたんですよ。 

 それが、その当時の「愛と正義」だった。「障害児だったから殺したんだよ。わかっ

てあげようよ」というのが「愛」で、「障害児なんだから殺しても重刑にすべきではな

い」というのが「正義」だったわけ。だから、それを否定しようとしたんですね。 

 考えてみてください。この青い芝の会というのは、純粋に障害者だけの会だったん

です。もしも、この会にボランティアとか障害者福祉の専門家とかが入っていたら、

こういう宣言ができたと思います？ しかも子どもを殺してしまった母親の減刑運動

をしている住民団体を批判して、そして「愛と正義を否定する」なんて、たぶん、言

えなかったし、思いつきもしなかったでしょうね。だって「愛と正義」は否定しにく

いでしょ。 

 自死遺族のまわりにも、本当は、そういう否定したい「愛と正義」が、いっぱい溢

れていたんじゃないでしょうか。たとえば、グリーフケアは、一見「愛」に満ちてい

るんだけれども、やっぱり否定したくなるものじゃないでしょうか。 

 それから、自死予防のキャンペーンという「正義」は誰も反対できないですよ。で

も、どこかおかしいところがあると、多くの遺族は感じていたわけです。 
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 だから、私が「愛と正義を否定する」という話をしたとたん、私が何の説明もして

いないのに、「あ、それ、いいね！」という反応があったのだと思います。 

 私は、自死遺族の自助グループには「愛と正義を否定」してもらいたいと思ってい

ます。どういうことかというと、世間のみんなが当然と考えていることでも、遺族の

感覚でおかしいと思えば、「おかしい」と否定していってほしいわけですよ。自殺を自

死と言い換えることだって、その一つでしたよね。 

 一時は、世間を敵にまわすようなことがあっても、正しいと思ったことは主張して

ほしいと思っています。でも、そういう思い切ったことは、ボランティアや職業的な

専門家がいると、難しいのではないかと思いますよ。 

 やっぱり、彼らには当事者性がないから、どうしても世間の常識に縛られてしまう

と思うし、そういう人たちがグループのなかにいる会では、ボランティアとか専門家

自身が、世間の重みとなって会が動かないということが出て来るように思いますね。 

 

最後に、ひとこと申しますと、自死遺族の市民運動は、まだ始まったばかりだという

ことです。まだまだ、みなさんが闘っていかなければいけない相手がたくさんいます

よ。破っていかなければいけない壁も、たくさんあります。でも、みなさんが、最先

端を走っています。 

 みなさんが、いちばんの専門家、いちばんの専門性をもっていらっしゃると、私は

信じています。応援しています。ご清聴ありがとうございました。 



2016.09.10.13:30-14:30 郡山商工会議所中ホールＡ（福島県郡山市） 

第 9 回全国自死遺族フォーラム（主催：全国自死遺族連絡会） 

自死遺族の自助グループが創造するもの 

         上智大学  岡 知史 

 
自助グループは何か新しいことを創造する活動である。 
 → なぜ、そう言えるのか。 
 → どんなものを創造しているのか。 
 → なぜ、そのような創造が必要なのか。 
 → どうやって創造しつづけるのか。 
 
問① 治療グループや、グリーフケアのグループにはない、自死遺族の自助グ

ループの特徴について考えてみてください。 
 
 
問② 当事者の力を信じる遺族の自助グループは、悲しみについてどのような

考え方をもっているでしょうか。 
       例 悲しみは愛しさ 
        悲しみとともに生きる 
        悲しみは私たちのもの 
 
問③ 「たとえば糖尿病の患者会は、糖尿病の専門医のアドバイスを聴いてい

るのではないか。素人だけで判断するのは危険だと患者は知っているからだ。

それと同様に、自死遺族の自助グループもグリーフケアの『専門家』のアドバ

イスを求めるべきではないか」という意見が出されたら、どう反論しますか。 
 
問④ 自死遺族の自助グループが新しく創り出すことができることを考えてみ

てください。 
 

過去の講演の記録（全文掲載しているもの）： 
https://sophia.academia.edu/TomofumiOka/ から「講演-(Lectures-in-Japanese)」を選択 
 2015, 第 8 回全国自死遺族フォーラム講演（東京都品川区）全文掲載  
 2014, 第 7 回全国自死遺族フォーラム講演（滋賀県大津市）全文掲載  
 2013, 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？  
  富山市での講演（「グリーフケア 不愉快」で検索すると出てきます。） 
 以下、複数の講演記録を掲載しています。 
                  講演の URL は→ 

上記のサイト sophia.academia.edu はその後、一部有料となり、私の講演録を読もうと

した人にご迷惑をおかけしました（有料といっても上記のサイト運営会社が全部金銭

を受け取る仕組みであり、私に利益があるわけではありません。サイトの運営会社に

は多くの批判が寄せられています。現在は以下の日本の公共機関が運営しているサイ

トに掲載しています。 

https://researchmap.jp/tomofumioka/ 

https://researchmap.jp/tomofumioka/



