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スピリチュアルケアスピリチュアルケアスピリチュアルケアスピリチュアルケア
めぐみ在宅クリニックめぐみ在宅クリニック

小澤竹俊小澤竹俊

めぐみ在宅クリニックの理念

１．どこで生活をしていても、どんな病気であって
も、安心して最期を迎えることができる社会を
目指します。

２．この理念をかなえるために、地域で悩み苦し
む患者さん・家族への支援に努めていきます。

３．さらに地域で支援に当たる人材育成に努めま
す

事例検討の方法
（めぐみ在宅モデル）

１．相手の苦しみについて、キャッチする力を持つ

２．相手の支えについてキャッチする力を持つ

３．どのような私たちであれば、相手の支えを太く
育むことができるのかを知る

４．支えようとする私たちの支えを知る

どのような私たちであればどのような私たちであれば
相手の支えを太くする相手の支えを太くする
ことができるのか？ことができるのか？

どのような私たちであればどのような私たちであれば
相手の支えを太くする相手の支えを太くする
ことができるのか？ことができるのか？

良いアドバイスを行いたい
悩んでいる人、困っている人を前にすると、何

か良い話をしたい衝動にかられてしまう…。

ポイント：苦しんでいる人は、自分のことを理解

してくれる人がいると嬉しい。どんな人が、理

解してくれる人、わかってくれる人なのか？

事例紹介1-1
患者さん：１３歳 女性

病名：白血病

現状：抗癌剤治療と骨髄移植を予定

悩んでいること：もしドナーが見つからな

かったら死んでしまう…。死にたくない。

援助者：院内学級の教師
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事例紹介1-2

• いのちは大切であることを説明する

• 生徒の苦しみを観察して理解しようとす
る

• 生徒の苦しみを聴こうとする

この少女の前で、私たちは何ができるのでしょうか？

事例紹介1-3

「簡単に言わないでよ、あんた元気じゃない。

病気じゃないじゃない。

あんたに、私の気持ちなんてわからない。

…わかんないくせに、なんで生きろなんていうの？

なんで…。」

ほんとうに苦しんでいる人の
気持ちを理解できるでしょうか？

私私 友人友人
観察観察

がが を理解するを理解する

私私友人友人

がが を理解者と思うを理解者と思う

聴く聴く

援助的コミュニケーションの原理

私私 友人友人

満足満足

安心安心

信頼信頼

１．サインをメッセージとして受け取る１．サインをメッセージとして受け取る

２．メッセージを言語化する２．メッセージを言語化する

３．言語化したメッセージを返す３．言語化したメッセージを返す
（反復の技術）（反復の技術）

サインサイン

自分の気持ちがわかってもらえた
ときに思わず出てしまう言葉

理解者になるための聴き方

反復

患者「看護師さん、昨日の夜眠れなかったのです。」

看護師Ａ「だってあなた、昨日の昼、ずっと寝ていたでしょう！」

看護師Ｂ「わかりました、今晩睡眠薬を増やしましょう。」

看護師Ｃ「昨日の夜、眠れなかったのですね。」

事例紹介1-4

• 包丁をとりあげて身柄を確保する

• あやまる

• 相手の言葉を反復する

• 自分の思いを伝える

ここまでこじれた状態で、私たちに何ができるでしょうか？
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事例紹介1-3（再掲）

「簡単に言わないでよ、あんた元気じゃない。

病気じゃないじゃない。

あんたに、私の気持ちなんてわからない。

…わかんないくせに、なんで生きろなんていうの？

なんで…。」

事例紹介1-5
Ｓ１「そうだよね…。ごめんね。 先生、かおるちゃんの

本当の気持ちわからないかもしれない。」

Ｋ１「そうだよ、わかんないよ。誰にもわかんないよ。」

Ｓ２「生きようよ。先生、勝手かもしれないけれど、生きて

てほしいの。」

理解するよりも
理解者になること

・相手を理解しようとすることは大切です。

しかし、本当の苦しみをすべて理解することは
できません。

・苦しむ人から見て、わかってくれる人、理解者
になることはできます。

・聴くということは、理解者になるために大切で
す。

ターミナルケアに共通なターミナルケアに共通な
自然経過自然経過

（身体の声を知る）（身体の声を知る）

ターミナルケアに共通なターミナルケアに共通な
自然経過自然経過

（身体の声を知る）（身体の声を知る）

成長の自然経過
１ヶ月 ３ヶ月 ６ヶ月 １歳

食事 ミルク ミルク
離乳食
開始

ふつう
の食事

傾眠傾向
ほとん
ど寝て
いる

徐々に起きてい
る時間が増えて
いく

起きて
いる時
間が増
える

活動範囲 ベッド上 首がす
わる

寝返り 歩く

自然な衰弱

月単位の変化 週単位の変化

日
の
単
位
の
変
化

食事が徐々に減り

眠る時間が徐々に増え

動く距離が徐々に短くなっていく
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自然な衰弱とつきあうこと
1. 徐々に眠る時間が増え、動ける範囲

が低下していくことは、自然な身体
の声であることを知る

2. 身体の声として、無理に動きすぎた
り、食事を無理やりつめこまない

3. 食事は、家族が行える唯一の援助で
あるため、調整が難しいことがある

相手の苦しみを相手の苦しみを
キャッチする⼒を持つキャッチする⼒を持つ
相手の苦しみを相手の苦しみを

キャッチする⼒を持つキャッチする⼒を持つ

つらいこと・苦しいことは？

１．朝起きることがつらい
２．宿題がつらい
３．花粉症がつらい

苦しみの構造
希望

現実

ギャップ＝苦しみ

Aさんの苦しみは？
Aさん 92才 女性 独居

お手洗いにいったり、洗い物したり、自分でしていま
す。食事はたまにつくってもらっています。買い物は
娘にしてもらっています。荷物を持つのがえらいし、
ね。お風呂は誰かがいるときにはいります。外出は
一人で行く事もあります。遠くまではいきませんよ。日
光浴がいいっていうから。忘れ物が困るの。こっちむ
けば忘れるの。ガスがもう、こどもたちが一番心配し
てるからね。

４つの苦しみ

１．肉体的な苦しみ

２．精神的な苦しみ

３．社会的な苦しみ

４．スピリチュアルな

苦しみ
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スピリチュアルな苦しみ
• 自己の存在と意味の消滅から生じる苦痛

（無意味、無目的、無価値など）

• その理不尽な思いから生まれる苦しみは、しばしば答えること
ができません。（なんで私が…?）

「ねぇ柊二、あと何回呼べるかな、こうやっ
て柊二って…。生きていたいという気持ち、
どうしたらいい？ 」

スピリチュアルな苦しみから発する問いかけ
は、しばしば答えることができない。

ドラマ「ビューティフルライフ」：あと何回？ドラマ「ビューティフルライフ」：あと何回？

苦しみは負の要素苦しみは負の要素
だけだけではありませんではありません！！
苦しみは負の要素苦しみは負の要素

だけだけではありませんではありません！！

死や挫折から学ぶ

• 生きていく上で避けることのできない
様々な負の出来事（失敗、挫折、死な
ど）から、強く生きようとする力、今
まで気がつかなかった大切なことを学
ぶ可能性があることをホスピスの医療
の経験から紹介する。

病気
この病気は僕に何を教えてくれたのか

今ならわかる気がする

病気になったばかりの頃は

なぜ、どうして

それしか考えられなかった

自分のしてきたことをふりかえりもしないで

けどこの病気が気づかせてくれた。僕に夢もくれた

絶対僕には病気が必要だった。

ありがとう

詩集「電池が切れるまで」より

闘病記から学ぶこと

• このような詩は、闘病記と呼ばれるもので、
非常に示唆に富むものです。

• しかし、限界もあります。

なぜならば、苦しみは個別性が高いからで
す。

苦しみの中でも
強く生きようとする力とは？

１．将来の夢（時間存在）

２．支えとなる関係（関係存在）

３．自己決定できる自由（自律存在）
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将来の夢
（時間存在）

日常

過去 → 現在 → 将来

ある受験生の場合

過去：小さいときに看病の経験

将来：看護師さんになりたい

現在：看護学科入学を目指して勉強

支えとなる関係（関係存在）

関係存在：人の存在は他者から与えられる

私私 相手相手

最後の治療

それは、今まで以上につらい仕事で薬もいっぱい
でもそれをのりこえれば元気になれる、病気が治る
外に出てみんなに会える、家に帰れる
いろんなやりたいことができる
一人では乗りこえられないかもしれない
だけど、手を伸ばせば先生がいて看護師さんがいて、
家族がいて、みんながいて
乗りこえていきたい
乗りこえられる
がんばりたい

詩集「電池が切れるまで」より

Story AI

ずっと閉じ込めてた
胸の痛みを消してくれた
今 私が笑えるのは
一緒に泣いてくれたキミがいたから

一人じゃないから
キミが私を守るから
強くなれる もう何も恐くないヨ….
時がなだめてく
痛みと共に流れてく
日の光がやさしく照らしてくれる

自己決定できる自由
（自律存在）

他律：誰かに決められてしまうこと、自分で
決める自由がないこと。

（例：食事のメニューを自由に選べない。）

自律：自分で自己決定できること

（例：職業を決めることができる。好きな人
同士が結婚できるなど）

自己決定できる自由
（自律存在）

１．～ができる
（～という選択肢を選ぶことができる）
歩くことができる。風呂に入れる。食事を作ることができる。

２．～にゆだねる。～に手放す
（ある選択肢に～を選ぶ）

自分で買い物に行けないので、ヘルパーさんにお願いする。
トイレに一人で歩くことが出来ないので、家族にトイレま
で連れて行ってもらう。
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イラストで紹介するイラストで紹介する
人の存在について人の存在について

（スピリチュアルケアの概念）（スピリチュアルケアの概念）
バリアフリーな議論の⼟台を定めるためにバリアフリーな議論の⼟台を定めるために

イラストで紹介するイラストで紹介する
人の存在について人の存在について

（スピリチュアルケアの概念）（スピリチュアルケアの概念）
バリアフリーな議論の⼟台を定めるためにバリアフリーな議論の⼟台を定めるために

存在を支える３つの柱

時
間
存
在

関
係
存
在

自
律
存
在

時間存在の柱を失う時

関
係
存
在

自
律
存
在

時
間
存
在

人は将来を
失うと、過去
に戻り、自
分の生きて
きた道を振
り返ろうとし
ます。

関係存在の柱で支えられた時
平面は水平に回復する

関
係
存
在

自
律
存
在

時
間
存
在

死を超えた未来の確信を
得たとき、時間存在の柱が

再構築され平面は水平に安定する

時
間
存
在

自
律
存
在

関
係
存
在

支えは一人ひとり異なる
• 支えは一人ひとり異なります。

• 一人ひとり違う、自分の支えを見つけていき
たいと思います。

• 自分の支えをしっかりと太くすることができ
たとき、たとえ、これ以上つらいことはない、
苦しいことはないという絶望のなかにあった
としても、人は希望の光を見出すことができ
るでしょう。
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ドラマ「１リットルの涙」

池内亜也さん：１６歳、女性

病名：脊髄小脳変性症

経過：１５歳で発症し、普通の高校で授業を
受けていくことが困難になってしまう。そ
して、自らの意志で養護学校に転校する
ことを決意する。

私の病気は治りません

• この一年で、あたりまえにできていたことが、ひとつひとつ
できなくなっていきました。夢の中では、友達としゃべりなが
ら歩いたり、バスケをしながら思いっきり走ったりできるのに、

目が覚めると、もう自由には動かない身体があるので
す。

• 毎日が変わってしまいました。転ばないために、どう歩いた
らいいのか、どうすればお弁当を速く食べられるのか、どう
すれば人の視線を気にしないでいいのか、ひとつ一つ頭の
中で考えなければ生きていけません。

関
係
存
在

時
間
存
在

自
律
存
在

未来がゼロになってしまいました

• 高校に行って、大学に行って、仕事をして、そ
んな風に思い描いていた未来がゼロになって
しまいました。生きていく道がみつからなくて、
小さな希望の光も見えなくて、病気になった
せいで私の人生は壊れてしまったって、何度
も思いました。

関
係
存
在 自

律
存
在

時
間
存
在

この身体になってからはじめて
気づいたことがたくさんあるから
• でも…、でも、悲しいけれどこれが現実です。どんなに泣いても、病気から

は逃げられないし、過去に戻りたくても、時間は戻せないし…。だったら、
自分で、今の自分を好きなってあげなくちゃって、そう思いました。

• だって、この身体になってから、はじめて気づいたことがたくさ
んあるから。

• そばにいてくれるだけで、家族って有り難いんだなぁとか、さりげなく支え
てくれる友達の手が、すごく暖かいとか、健康なことがそれだけですごく幸

せなこととか、病気になったからって、失うばかりではありません
でした。

関
係
存
在

自
律
存
在

時
間
存
在

自分で選んだ道の中に
光を見つけたいから

• この身体の私が、私だって。障害という重荷をしょっている私が、今の私
なんだ、胸をはって生きていこうと思いました。だから養護学校に行くこと
は自分で決めました。みんなとは生きる場所は違うけれど、これからは、
自分で選んだ道の中に、一歩一歩、光を見つけたいから…、そう笑って
言えるようになるまでに、私には、少なくとも１リットルの涙が必要でした。

• だから、私はもうこの学校を離れても、何かが終わってしまうなんて絶対
に思いません。

• みんな、今まで、親切にしてくれて、本当にありがとう。（涙）

関
係
存
在

自
律
存
在

時
間
存
在

緩和ケアは救命救急と比緩和ケアは救命救急と比
べて生産的で価値があるべて生産的で価値がある
医療と⾔えるか？医療と⾔えるか？

緩和ケアは救命救急と比緩和ケアは救命救急と比
べて生産的で価値があるべて生産的で価値がある
医療と⾔えるか？医療と⾔えるか？
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ドラマ「１リットルの涙」

・徐々に病状が進み、歩けなくなってしま
う。亜也さんの同級生でボーイフレンドの
麻生君は、医学部に進学する。

・闘病中の人から、「亜也さんが書いた詩
を読んで嬉しかった」というはがきを届け
に会いに行く。

ドラマ「１リットルの涙」
亜也さんへの手紙

亜也さんへ
死んじゃいたいと思っていました。
私も亜也さんと同じ病気です。
先生に治らないと言われたときは いっぱい泣きました。
うまく歩けなくなって、学校でもじろじろ見られて
つきあっていた彼氏も離れていきました。

なんで私がこんな目にあうのって、毎日毎日お母さんに当たっていました。

でも、亜也さんの文章を読んで、つらいのは私だけじゃないんだと思いました。
私は病気になってから、うつむいて地面ばかり見ていたことに気づきました。
亜也さんみたく強くなりたい、
これからは、つらくていっぱい泣いても、
そのぶん、ちゃんと前に進みたい
亜也さんのおかげで、そう思いました。

ドラマ「１リットルの涙」
「おまえ、人の役に立ちたいって言っていたよな
おまえと、はじめて会った頃さぁ
おれ、人が、死のうが、生きようが、どうでも良いって思っていた
でも、今は違う

おまえには、
欲張ってでも、無理にでも
ずっと生きていてほしい
だから、おれ…」

「麻生くん、

歩けなくなっちゃった
でも
私 役に立てた
役に 立ったんだ」

自分のことを
大切な存在と思えるために
１．役に立つから大切（使用価値）

→ 救命医療

２．何もできない私でも、自分のことを
大切と思える（存在価値）

→ ホスピス・緩和ケア

使用価値は衰弱とともに失われてしま
います。しかし、存在価値は、関係性
から支えられ続けます。

苦しみの中で見えてくるもの

健康なとき
人と比較をしながら自分の存在を得る。

（目に見えるものが大切）

病気を通して
たとえ何もできない私であったとしても、

私は、ただの私だけで尊い存在だと思える。

（目に見えないものも大切）

No.1にならなくて良い、もともと特別なOnly
One

どんな私たちであればどんな私たちであれば
相手の支えを太くする相手の支えを太くする
ことができるのか？ことができるのか？
スピリチュアルケアの実際スピリチュアルケアの実際

どんな私たちであればどんな私たちであれば
相手の支えを太くする相手の支えを太くする
ことができるのか？ことができるのか？
スピリチュアルケアの実際スピリチュアルケアの実際
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援助的コミュニケーション援助的コミュニケーション
の実際の実際

援助的コミュニケーション援助的コミュニケーション
の実際の実際

例題１

相手：昨日、嬉しい知らせがありました。今度の正月
に、息子が孫を連れて家にやってくる事になりまし
た。

あなた：（ ）

例題２

相手：先日、腹部エコーの検査を受けました。検査を
していただいた先生が、なんだか難しそうな顔をし
て何度も同じ場所を調べていました。何か悪いも
のでもあるのかと心配になってしまいました。

あなた：（ ）

例題 ３

相手：もう精も根も尽きました。はやく向こうに逝きた
いと思うようになりました。

あなた：（ ）

例題4
Ｃさん：お手洗いにいったり、洗い物したり、自分でし
ています。食事はたまにつくってもらっています。買
い物は娘にしてもらっています。荷物を持つのがえら
いし、ね。お風呂は誰かがいるときにはいる。外出は
一人で行く事もある。遠くまではいきませんよ。日光
浴がいいっていうから。忘れ物が困るの。こっちむけ
ば忘れるの。ガスがもう、こどもたちが一番心配して
るからね。

例題５
Dさん（40代女性、乳がん）K：看護師
D1：きのう、久しぶりに友人が面会に来てくれました。
K1：きのう、友人が面会に来てくれたのですね。
D2：はい、もう20年ぶりになるでしょうか。高校時代
の同級生です。一緒にバスケットボールをやっていま
した。
K2：20年ぶりなのですね。高校時代の同級生で、一緒
にバスケットボールをやっていたのですね。
D3：そうなのです。彼女は、今でもバスケをしてい
るって話をしていました。でも私、こんな身体になっ
てしまって、もう運動は無理かなぁと思ったら、なん
だか急に寂しくなってしまいました。
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存在論を理解するための演習１

Aさん18歳女性

Aさんは、小さい時に入院の経験がありました。
そのときの経験から将来は、看護師になりたいと
夢を見ていました。先日受けた模擬試験の結果は
希望の学校に入ることのできる合格圏内ではあり
ませんでした。しかし、どうしても夢を叶えない
Aさんは、より一層勉強に励みました。

Aさんの存在の強弱は？ その理由は？

存在論を理解するための演習２

Bさん60歳男性 会社員

Bさんは、今月誕生日が来て60歳となりました。
そして来年の春には40年以上勤めていた会社を定
年退職することになりました。仕事人間だったB
さんは、定年後にやることがまったく想像ができ
ませんでした。いったい何をしたら良いのであろ
うと考えたとき、元気がなくなっている自分に気
づきました。

Bさんの存在の強弱は？ その理由は？

存在論を理解するための演習３

Cさん32歳男性

Cさんは最近嬉しくて仕方がありません。なぜな
らば、先月に初めてのお子さんが生まれたからで
す。今まではアパート暮らしでしたが、子供が増
えたことでマイホームを計画しようとしていまし
た。今までは仕事がきついと不平不満が多かった
Cさんですが、最近は率先して仕事をするように
なりました。

Cさんの存在の強弱は？ その理由は？

存在論を理解するための演習４

Dさん35歳女性 主婦

Dさんには3歳の子供がいます。最近は近くの公園で遊ぶよ
うになりました。それにあわせてDさんは、近所のお母さ
ん方と付き合う機会が増えました。しかし、一人だけ苦手
とするお母さんがいました。ある日家族で外食をすること
になりました。お気に入りのファミレスに入ろうとすると
苦手なお母さんの家族がいることに気づきました。Bさん
は入ることをためらい、隣の中華レストランに入ることを
希望しました。

Dさんの存在の強弱は？ その理由は？

存在論を理解するための演習５

Eさん54歳女性

Eさんは肺がんと診断されこの6ヶ月入退院を繰り
返し、治療を続けてきました。先月より病状の進
行を認め入院をしていました。入院生活は不自由
なもので、家族の面会は小学生以下は禁止され、
大好きなお風呂も週に2回しか入れませんでした。
Bさんは、だんだん元気がなくなってしまいまし
た。

Eさんの存在の強弱は？ その理由は？

スピリチュアルケアが
成立するための要件

１．基盤となるケアを習得している。（援助的コ
ミュニケーション）

２．生きようとするダイナミズムを理解している

３．存在が強まったり、弱まったりすることを会
話の中でキャッチできる。（アセスメント）

４．マイナスはプラスに、プラスは２プラスへ強
めるためのプランが立てられる。（プランニ
ング）
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スピリチュアルペインの
アセスメントとケアプラン

スピリチュアルペインは、人の存在が失った（失いつ
つある）状態であることを日常会話からキャッチし、
スピリチュアルペインのアセスメントを行い、ケアプ
ランをたてる。

（１）存在が強まっているのか、弱まっているのかを
把握する。

（２）その力が、時間、関係、自律のどの働きによるも
のかをつかむ。

（３）マイナスはプラスに、プラスは２プラスになるよう
にケアプランをたてる。

事例紹介１
例１ Ａさん（７７歳女性）
Ａ１：いま、楽しみにしていることがあるんです。
Ｏ１：いま、楽しみにしていることがあるのですね。

Ａ２：ええ、実は、孫がこんどの日曜日に面会に来て
くれることになったのです。（ ）

Ｏ２：お孫さんが面会に来てくれることになったので
すね。

Ａ３：そうなんです。だから、今から嬉しくて嬉しくて…。
どんなおみやげを用意しようか悩んでいるんです
よ。

事例紹介２
２．Fさん（７７歳女性）
F１：昨年、主人を亡くしました。
Ｏ１：昨年、ご主人様を亡くされたのですね。
F２：脳梗塞で３年間、寝たり起きたりの生活でした。
Ｏ２：脳梗塞で３年間、寝たり起きたりの生活だったのですね。
F３：私が自宅で面倒をみていました。一生懸命看病しました。

もう思い残すことはありません。
Ｏ３：Fさんがご自宅で、一生懸命看病されたのですね。もう思

い残すことはないと思っているのですね。
F４：はい。仲の良い夫婦でした。いつも一緒に旅行にでかけ

ていました。今でも主人がそばで見守ってくれる感じがして
います。だから、今は一人で生活をしていても寂しくはあり
ません（ ）。

事例紹介３
３．Ｄさん。（６５歳女性）（未告知）

Ｄ１：最近、家族が来てもなんだか様子が変なので
す。

Ｏ１：最近、ご家族の様子が変なのですね。

Ｄ２：はい。せっかく面会に来てもなんだかよそよそし
くてね。

Ｏ２：せっかく面会に来ても、よそよそしいのですね。

Ｄ３：ええ。前は面会に来てくれることがうれしかった
のですが、最近では、家族に会うと、なんだかか
えってつらくなってしまうのです（ ）。

事例紹介４
４．Eさん（65歳男性）
E１：昨日、息が苦しくて、もうだめかと思いました。
O１：昨日のことですね。息が苦しくて、もうだめかと思ったのですね。
E２：ええ、あの時はそう思いました。
…沈黙…
E３：夫婦仲良くやってきました。今まで私が病弱な家内の面倒をみてきた

のです。私がいないと家内一人では生きていけない、だから、家内を
残して私が逝くわけにはいかないと思ってがんばってきました。でも、
こんなにやせてしまって…。

O２：夫婦仲良くやってきたのですね。今までEさんが奥様の面倒をみてき
たのですね。そして、奥様を残してEさんは逝くわけにはいかないと
思ってがんばってきたのですね。

E４：ええ、そうなんです。…でも、頭ではわかっているんです、もう時間が
ないこと。だから、家内に会うと、申し訳ない思いがいっぱいになって、
情けなくなるんです（ ）。（涙）

事例紹介１－１
30代 男性 腹膜偽粘膜種、腹膜藩取

2月お腹がふくらみA病院へ、抗がん剤治療もあわず、他の治療を希望
し、B病院へ。10月29日にS県C病院へ行き専門医に診てもらうが
手術が難しいと告げられました。

X月13日、奥様が当院緩和ケア外来受診、在宅での訪問診療を希望さ
れました。

X月14日、C病院退院、S県より在宅へ戻り、同日20:30より初回訪問
開始となりました。

X月15日 2回目の訪問として伺いました。

この会話記録は、X月15日の会話記録で、本人と会うのは2回目です。
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事例紹介１－２
訪問者 O：医師（ｽﾀｯﾌ同行）N：患者さん Y：患者さんの奥様 犬同席

N１：昨日から今日にかけて、すごく吐いたんですね。久しぶりに吐瀉物の味というか

（この日もところどころ吐き気を伴いながら、お話される）

O１：吐瀉物？

N２：ええ、それ実感して、きつかったですね。それでね、すっごいリアルにね、死ぬことの怖さっ
ていうんですか。すっごいリアルに実感しました

O２：死ぬことの怖さ…。

N３：ええ、飲み込まれていくような、得体のしれない、怖さ、すっごい実感したんですね。横にな

っていたらすっごく息苦しくて、なんでかわからなくて、あれが怖くて怖くて、ここで寝ころぶ
となるんです。

O３：ここで寝ころぶとなるんですね。

N４：はい、これが未だにわからない。何かわからない。（間）なぜ息苦しいかわからないから誰
がそれをしているかわからないし。

O４：なぜ息苦しいか、誰がそれをしているかわからないのですね。

N５：そうです。だから全部はだけて、大きく呼吸して、大丈夫だし、代わりの人が来てくれるわ
けでもなく、ただただ怖かったですね。

O５：代わりの人が来てくれるわけでもなくただただ怖かったのですね。

N６：はい、彼女にもわからないし、とにかく逃げ出したいですね、とにかく苦しくて逃げ出したく
て、寝返りで逃げられたんですけどね、

O６：寝返りで逃げられたんですね

N７：わからないです、結果的に逃げられたけど、ともかく怖かったです。

事例紹介１－３
N７：わからないです、結果的に逃げられたけど、ともかく怖かったです。

O７：ともかく怖かったんですね。 （間）

もう少し、何が怖いのか、お聞かせいただけますか？

N８：え？何が怖いのか？・・・今回ですね、抗ガン剤ももういいよとか、じゃあ、

漢方薬試そうとか、思っているんですよ。まだ何も試してません。そうやって
、ひとつずつ試していこうと思っておきながら、ひとつも試さずに死ぬのは怖
いと思っているんですね。ひとつずつ、ひとつひとつ試して試して、最期まで
悪あがきをしようと思っているんですね。それが、何も試さないまま、得体の
しれないようなものに、もっていかれるのは嫌だなと思うんですよ。

O８：（間）ひとつずつ試して試して悪あがきをして、最期まで、何も試さないまま
もっていかれるのは嫌なんですね。

N９：はい。ひとつひとつ試して、漢方以外にも何かあるかもしれないし、生き残
ろうと思っているんですよ

O９：はい。漢方以外にも何かあるかもしれないし、悪あがきをしても生き残ろう
と思うんですね、

N１０：はい。

事例紹介１－４
O１０：（間）

一番生きていたいと思う理由はなんでしょうか？

N１１：う～ん・・・なんでしょうね、そういわれると、わかんないし、

（間）ただね、Yの顔みてると死ねないんですよ。まだ死ねないって思うんですよ。

彼女の顔みて、まだ、死ねないですよ。

O１１：（間 奥様ですね。

N１２：はい。まだかき氷も食べてないし。

O１２：（間） 奥様の顔をみていると、まだとても死ねない、これが一番生きていたい理
由ですね。

N１３：うん、

O１３：（間） どんな奥さんですか？

N１４：どんな奥さん？最高の奥さんですよ。

O１４：最高の奥さんですね。

N１５：（頷く）

中略

N２４：先生にはぶっちゃけて言えるんですよね。わかんないけど、なんかね、先生には。
全部しゃべらなくちゃいけないって気がする。（O医師の手をしっかり握る）

誰かの支えに誰かの支えに
なろうとする人こそ、なろうとする人こそ、

一番、支えを必要としている一番、支えを必要としている

誰かの支えに誰かの支えに
なろうとする人こそ、なろうとする人こそ、

一番、支えを必要としている一番、支えを必要としている

苦しみと向き合うこととは

『ホスピスは決して
きれいな話だけではない』

今まで見てきた話は、とてもきれいに
聞こえるかもしれません。しかし、ホ
スピスの現場は必ずしも、良い話だけ
ではありません。実際には、もっとド
ロドロしています。苦しみを和らげる
ことができない人を前に、苦しむス
タッフがいます。

問題点

医療者医療者 患者・家族患者・家族

実現可能なニーズ・希望実現可能なニーズ・希望

応えること応えること

医療者医療者 患者・家族患者・家族

実現不可能なニーズ・希望実現不可能なニーズ・希望

応えられない応えられない
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展開１：苦しみをやわらげることが
できない私（無力感）

私私

患者・家族患者・家族

実際：苦しみをやわらげること
ができない私（無⼒感）

患者・家族患者・家族

すべて重荷を負っ
ておる人は私の下
に来なさい…。

私私

理想：私が苦しみをやわ
らげる⼒を持ちたい

その人のことを
思えば思うほど、
その⼈の前に⾏
くことがつらく
なる

使用価値を失う援助者

苦しみを和らげ
ることのできない
とき、援助者とし
ての使用価値を
失う苦しみが生じ
る。

関

係
存
在

時
間
存
在 自

律
存
在

支えを必要とする人

誰かの支えになろうとしている私こそ、
一番支えを必要としている…。

展開２：人に優しくなれないときに
こそ、人の優しさを感じる

スタッフスタッフ

患者・家族患者・家族

信仰信仰

家族家族 何もできない思いの
時、その人に優しく接
することが難しくなる。
そのようなときに、自

分を支えてくれる周囲
の存在が明らかになっ
ていく。
そう思えたとき、力の

ない私でもそこにいて
良いと思えるようにな
る。

私私

患者患者
家族家族

生徒さん生徒さん
からの感からの感
想文想文

使用価値から存在価値へ

関
係
存
在

時
間
存
在

自
律
存
在

関
係
存
在

時
間
存
在

自
律
存
在

役に立たない存在であると思うとき、自己選択枝の幅が狭められ、自律
存在の柱を失ってしまい、平面は斜めに傾いてしまう。

たとえ役に立たない自分でも、関係存在の柱が強まり、傾いた平面は水
平性を取り戻すことができる。

展開３：上下関係から水平関係へ

医師医師

患者・家族患者・家族

無⼒でよいと思う気持
ち

患者・家族患者・家族

私私

無⼒でよいと思えたとき、
医師と患者との関係から
人対人としての新しい関
係に変わることができた
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弱さ・無力の持つ確かな力
ホスピスは、決して良い話だけではありません。歩け
ない人が歩きたいと希望したり、まだ死にたくないと
涙を流す人がいます。死を前に現れる理不尽な思いを
すべてやわらげることはできません。問題を解決しな
くてはいけないと思えば思うほど、その人の前にのぞ
むことが困難になります。

真の力とは、問題を解決できる力ではありません。
たとえ解決できない問題を前に弱く無力な私であった
としても、逃げないで最期までその人と向き合う力で
す。

まとめ：めぐみ在宅モデル
による事例検討方法

１．相手の苦しみについて、キャッチする力を持つ

苦しみは希望と現実の開きであることを意識する。

２．相手の支えについてキャッチする力を持つ

支えには時間、関係、自律の3つがある。

３．どのような私たちであれば、相手の支えを太く育むことができる
のかを知る

励ましや説明だけでは、相手の支えを太くすることは難しい。わ
かってくれる人として認められるために傾聴を主とした援助的コミ
ュニケーションが必要となる

４．支えようとする私たちの支えを知る

力になれない困難な事例であったとしても向き合えるためには、
支えようとする人の支えが必要となる。

I have a dream
私には夢があります

• 私には夢があります。

いつの日にか、私の話を聞いた若い人たちが、苦し
んでいる人のために働く時が来るという夢が。

• 私には夢があります。

いつの日にか、どんな病気であったとしても、日本の
どこにいても、安心して最期を迎えることができるとい
う夢が。

補足資料
１．小澤竹俊著 医療者のための実践スピリチュアルケア

（日本医事新報社）

２．小澤竹俊監修 「終末期のケア～いのちを支える援助的コミュニ
ケーション」DVD教材 財団法人介護労働安定センター

３．小澤竹俊著 いのちはなぜ大切なのか（筑摩書房）

４．小澤竹俊著 13歳からの「いのちの授業」（大和出版）

５．小澤竹俊著 「苦しみの中でも幸せは見つかる」（扶桑社）

質問・感想はメールでどうぞ：ozawataketoshi@ athena.ocn.ne.jpお待ち
しています。www.bekkoam e.ne.jp/~ta5111ozでも情報を公開してい
ます。


