
報告 
　　　　　　　　	 2012年7月7日シンポジウム	 

　　　　　第２５回　日本看護福祉学会学術大会 
　　　　大会テーマ　スピリチュアルを支える	 

　　	 
　　　	 
　　　医療・保健・福祉・生活における	 
　　　　スピリチュアル支援	 

　　　　地域医療の立場から	 
　　　　　　　　　　　　医療法人財団アカシア会	 
　　　　　　　　　　　　クリニックふれあい早稲田	 

　　　　　　　　　　　　　　　院長　大場敏明	 

　　　　認知症の人と家族の会　	 
　　　　三郷の小さな集い　（2012-8-18）	 
　　　　　ミニ　レクチャー　大場敏明　　　　 



御存じですか？　スピリチュアル・・	 

� スピリチュアルケア　御存じですか 
　　１０年前の出版　チャプレン『スピリチュアルケア」学会
担当教官から頂いた著書　宗教臭くて途中で読了断念　普及
せず　 

� スピリチュアルペイン　御存知ですか 
ターミナルケアの時に、必ず出てくる概念、宗教臭くて使わな
いし、自分の経験からは、ターミナルの時に遭遇していない　 

近代ホスピスの創始者であるシシリー・ソンダース博士指摘「
末期がんの痛みには、４つの痛み（身体的痛み、精神的痛み
、社会的痛み、そしてスピリチュアルペイン）がある」 

トータルペインとして捉え、患者さんと家族のQOL（生活の質）を出来る限
り良好にすることが、ホスピスケアの理念 

� スピリチュアル回想法　御存知ですか 
　ふれあい俱楽部の・・さん、卒論に「回想法」のテーマ	 



地域医療に２４時間３６５日	 	 三郷早稲田の町医者	 	 	 
�  Ｓ４８年千大医学部卒、千大内科で基礎研修	 
　千葉市・船橋市などの地域病院勤務　消化器・癌医療・地域医療など従事、	 
　研修医の指導や看護師の学習会、学会発表や学会誌への投稿　等	 	 

　　　救命・高度医療中心で専門分化・縦割り化した	 
　　　　　　拠点病院中心の医療展開の限界と弊害	 	 
　　　　病院医療医師　との　対立概念⇒町医者・地域に密着した医師	 
�  Ｈ５年～埼玉県・三郷協立病院で　高齢者・認知症医療従事	 
　Ｈ１２年クリニックふれあい早稲田開業、	 
　　認知症ＧＨ・認知症デイ・小規模多機能など５介護事業所、	 
　障害者地域活動センター・相談センター・就労移行支援など３福祉事業所運営　　	 
　三郷市の介護関連でケアプラン指導研修委員、介護認定審査会会長、	 
　　認知症ネットワーク会議座長等歴任	 

　　　地域医療を担う開業保険医（町医者）の立場から	 
　　　　　総合医療・在宅医療・認知症医療・障害者支援に取り組む	 
＠町医者＝かかりつけ医＝一般内科医＝家庭医＝地域医療医＝開業保険医	 
� 『その人らしい生活と人生を支える』をキーワード理念として	 
　　地域医療と介護・福祉との横の繋がりを重視した複合的な展開　	 
　　　総合医療、高齢者・認知症のケアーと連携した医療	 
　　看護師・介護士・福祉士・ケアワーカーなどと、学習会・研究会などを行い、	 
　　　　　臨牀・実践をまとめ、医療研究会・認知症ケア学会などへ発表 
　＠生活と人生　ー生涯・天壽を全うする・生き続ける・人生を支える覚悟と決意	 	 	 



１　自分にとってのスピリチュアルケア	 
正直な所、「スピリチュアルケア」との言葉には無知で無縁	 
耳にするスピリチュアルペインは“宗教臭く”自分には馴染めず	 
２年前のＴＶでのマッキンレーのスピリチュアル回想法には感
銘「本当の私」「生きてきた意味」等。	 

マッキンレー著「認知症のスピリチュアルケア」（新興医学出
版社２０１０年刊）	 	 で詳細を知る（解説「してあげる・・
してもらうケア」から「ともに歩むケア」への大変革の世界
的潮流の先がけスピリチュアルケア｢ともに歩むケア｣（方法
・関係）	 

　　＜心が通いあい、魂も響きあうケア＞（目標）	 
	 	 	 
スピリチュアルとは？　	 スピリットとは？ 
スピリチュアルとは、「人間の存在の核となるもの」「人生の意味と関係性

」「究極の意味」・・やや抽象的、非実践的だが重要な指摘 
＜辞書＞スピリットとは「心・魂」の訳が一番目、「霊」は二番目。	 
　　　　　第一の訳が、宗教とは関係なく、普遍的な意味、 
　　　　→スピリチュアルとは形容詞で「心の」「魂の」ということ 

　　	 spiritual  [形] 1) 精神の，精神的な　[形] 2）霊的な，魂の　	 



私にとってのスピリチュアル　　心と魂が響きあう	 
＠私にとってのスピリチュアルとは（大場的解釈） 
人間は生活者として存在（その人らしい暮らし・生活の心） 
その人らしい人生(一人ひとりが世界に一つの人生・生き方魂)	 
＠ケアと医療の現場では、心と魂が通いあい、響きあう関係	 
　　　　　　＝スピリチュアルな関係の実践的内容	 
	 

私にとってのスピリチュアルケア 
心・魂が通い合った支援ケア	 ：患者・利用者と支援者・家族
とが、人間として心と魂を通い合わせともに歩むケア	 	 
その人の存在そのものが尊重され、自立した生活を支えるケア	 	 
何のために生きているか・人生の意義を確認できるケアー	 
＠私の実践する地域医療での中心的理念 
　　「その人らしい生活と人生をささえて」と合致	 
　一人ひとりが“生活・人生”をもった人間として尊重されたケアー・医療
として、	 
　　　　“ともに歩むケア・医療”の核心に合致	 	 
　医療にも広げれば、「してあげる・・してもらう医療」から、	 

「ともに歩む医療」への大変革がトレンドになってほしい	 	 



２　取り組み・実践　 
地域医療におけるスピリチュアルケア	 

「心と魂の通い合う、ともに歩むケア・医療」という意味・・	 
　私が１２年間追求してきた基本立場、	 	 
　　「脱・病院中心医療、脱・収容施設ケア」の立場から 
　　地域で「その人らしい生活と人生を支える」	 
　　　　医療・介護・福祉活動の実践が該当	 
	 
アカシア会の地域医療・認知症ケアでの中核的目標、キーワード的理念	 
　　「その人らしい生活と人生をささえて」は、	 
　一人ひとりがその人らしい“生活・人生”をもった人間として尊重された
ケアー・医療	 

　　地域医療と介護・福祉との横の繋がりを重視した複合的な展開	 
　　　　　“ともに歩むケア・医療”の核心に合致　　　 
　　“寄り添う医療・介護”と同じ？　（払拭しきれない上下関係・上から目線）	 

　	 
　　特に“心と魂が触れ合い”（通い合い） 
　　“心と魂が揺らされた”（響きあう）実践紹介	 	 



ターミナル・在宅看取りにおいて	 
� スピリチュアルペインとの概念で対処した疼痛は、意識していないた
めもあるが、明瞭ではない。	 	 

	 	 
� 病院死と違って、住み慣れた自宅で、生涯をともにした家族と２４
時間、毎日一緒に過ごし続けられるので、家族に支えられ、守られ、
励まされて過ごす終末期	 

　　その方の人生でもっとも濃密に、心と魂を通わせあう家庭生活	 
　好きなこと　	 家族との会話　酒・タバコも自由、生活リズムも自由	 	 
	 
� 苦痛緩和治療は、「その人らしい生活と人生」を最後まで続けられる
ようにする為の緩和治療・支える医療であり	 

　睡眠療法ではなく、苦痛を取るために眠らせるのは、邪道でしかない	 

　　（さくさべ坂通り診療所の大岩所長（私の同級）が喝破）	 	 
	 
� ご家族の２４時間、密着したケア（看病）の中にこそ、正にスピリチ
ュアルケアがあるのではないかと思う。	 

　　満足度が高い、在宅看取りでは、スピリチュアルペインとか、その
ケアとしての面でのスピリチュアルケアは、意識すらしない感をもつ	 



非癌疾患での　在宅看取り	 	 

� 食べられなくなった時は、自然に生涯を終える	 
　　　　「老衰死」の診断書を書く事例が増えてきている。	 
� 非癌在宅看取り例でも、独居の方は別として、	 
　　同居家族の濃密なケアが必須であり、	 
　　　心と魂の通い合う看病が、安楽な、穏やかな、	 
　　　　　その人らしい最後を支えている、	 
� 食べられなくなれば人生の終幕である、	 
　　在宅死が５‐６割をしめていた　	 
　　私が医者になったS４８年（1973年）ころの日本の風景
である。1978年まで半分以上が在宅死、1951年は9割が在
宅死	 

　　　現在、在宅死は2003年１３％　2006年１５.３％	 
� 一昨年の夏、「最後のピアノコンサート」の取り組みが	 
　　無意識だが、非癌患者のスピリチュアルケアの実践	 
　　　だったと思われる。	 	 



「看取り」をどうとらえるか	 	 
　「ぽっくりと、早くあの世に行きたい」との高齢者が増え
ている気がする、入院してスパゲッティー症候群で、病院
死することへの嫌悪でもある。	 

　ぽっくり・お迎え信者の皆さんに　私は	 
「誰でも必ずお迎えはくるしかも平等にたった一回だけ　　	 
（地位・財産・名誉が違っても）」と慰め（？）	 
「人為的に早い死は作れない」「自然にお迎えが来るまで」	 
　自分らしい人生・生涯を精一杯、生き抜くことが	 
　ぽっくり願望をかなえる道です、	 
　そのためにも、お迎えが来るまで元気でいることが必要で	 
　健康管理が重要です　と励ます。　（ぽっくり教・教組） 
	 
その結果が、「お迎え」であり「天寿の全う」である。	 
臨死の状況では、在宅で家族・親族とともにその人らしい生
活を過ごし続け、寿命がつきることが	 

人間の自然な旅立ち・人生の終幕であろう。	 	 



認知症医療・ケアにおける 

スピリチュアルケア	 	 

� 現代医療が治療中心、各種の難病・神経難病・精神病・癌末
期など治らない疾患に罹患した患者への診療では、大いなる
無力に陥り、“治療対象ではない”の一言で片付けられる。	 

� 高齢化の中で、急速に増加しているアルツハイマー病など
認知症の診療	 、２０年余従事。老人病院において、認知
症治療における病院・病棟医療の限界と問題性すら痛感	 

� 療養環境としては、閉鎖的・集団管理的な病棟は最悪で
あり、療養環境の改善こそが重要だと痛感し、開放的な生
活の場であるグループホームが一つの理想	 	 

� 脱病院・脱施設として、地域医療に身を投じ、医療法人化
して、ＧＨを開設して以来9年、全ての拘束（鍵など物理
的拘束、向精神薬など薬物抑制の乱用、禁止語など言葉の
拘束）を追放した、開放的家庭的環境(鍵は防犯のために
中から掛けられるもののみで、出入り自由の構造など)・
食生活の自立を中心とした個別支援のＧＨを運営	 



認知症医療・ケア 
拘束を追放した、自由で家庭的な、 
人権がまもられる居住条件が前提	 	 

拘束なしのもとでこそ、	 「自立生活支援」「個別支援」（認
知症ケアにおけるスピリチュアルケアの実際）を実践	 できる	 

	 
逆に言えば拘束状態が続いている環境では、スピリチュアル
ケアは成り立たない、成り立ちにくい 

　→生活環境は、構造的開放性と物理的・薬物的拘束の追放
で整備できる	 

	 
人間環境は、ケアスタッフ一人ひとりのケアの質（認知症の
方を、自立生活への誘導、快い声かけ、言葉等）が問われる	 	 

	 
「快介護」を追及してこそ｢ともに歩むケア｣「共同生活の
中で、スタッフと当事者との心・魂が通い合うケア」で自
立生活支援と個別支援＝スピリチュアルケアが可能になっ
てくる。	 



グループホーム・アカシアの家(2003年7月1日開所) 
９人の家族が一緒に、自立生活のための住まいです。 

決して施設ではありません。鍵は防犯のためで、中から誰で
も開けられる。出入り自由で、拘束なしです。	 

GHアカシアの家での生活 
お掃除・家事・調理などの主役は入居者
さん	 

買い物・行事納涼祭･新年会・外出 
何時でも、主人公は入居者	 

認知症専門デイ・ふれあい俱楽部 
出入り自由・拘束なしだが、適度なバリ
アあり。亭主関白もエプロン姿に、食生
活の自立への支援が中心	 



「認知症の方の自分史作り」スピリチュアル回想法	 
当事者・家族、ケアスタッフとボラ
ンティアが協力して一昨年から１
年半をかけて取り組んだ「認知症
の方の自分史作り」	 

「記憶の扉を開く」上で、心と魂の
ふれあいが重要。その方の人生を
丸ごと受け止め、その人生の「光
と影」を見極め「光」にスポット
をあてインタビューし、文章化	 

マッキンレー氏の唱えるスピリチュ
アル回想法の有効性、それが「快
介護」でのスピリチュアルケアの
一つにつながると感じられた	 

今年も、認知症の方二人（保健師と看
護師）の自分史つくり「記憶の扉が
開く」感動を体験してきている	 →G
Hや認知症デイの現場で、回想法の
日常的活用、メモリーノート・人生
メモなどの作成への発展を	 

当法人・教育部長 
高杉春代(保健師)手記 大
きな扉が開いた瞬間・・思い
出の小部屋が次々と開くとき 
悲しい思い出は小さな部屋で	 



アカシア会・介護福祉事業あえて小規模 
認知症・精神障害者の自立生活･個別支援�

認知症共同生活介	 
ＧＨアカシアの家９人	 

認知症通所介護ＤＳ	 

ふれあい倶楽部１２人　	 

小規模多機能生活	 

介護0８-1開始　６人　　	 
障害者活動支援	 

　ｾﾝﾀｰ　　パティオ　	 

障害相談事業所	 利用者と昼食を一緒に（毎日）	 

　　　　ふれあい倶楽部にて	 



今後求められる取り組みを考える前提 

スピリチュアルケアがなりたつ為の前提 
諸環境を整備する重要性	 

　スピリチュアルケア　　そもそも論 
　　心と魂の通い合う、ともに歩む医療・ケア 
　　　そもそも医療・介護・福祉に内在している部分が多いのでは 
　	 

その前提が重要で、阻害するもの（条件・環境）があり、	 

　　その為に出来なくなっている 
　　→心と魂が通わなくなる悪環境悪条件の克服が重要 
　　　　阻害要因：拘束・強制・苦痛・上下関係 
　　　　　　　それからの解放・阻害要因の追放が前提 
　	 

認知症GH・デイなど：拘束・強制からの解放	 
ターミナル：癌苦痛からの解放	 

地域医療：救命・専門治療優先の病院中心医療と　独立・対等な地域医療	 



今後求められる取り組み 

スピリチュアルケア＝ともに歩むケアを 
実践するための条件・目標・方法を整備・確立	 

＜前提条件・環境整備＞ 
　　　　物理的・薬物的拘束や諸々の強制の追放 
　その上に 
＜ケアの在り方目標＞個別ケア・自立支援ケア　 
＜それを実現する方法論＞・快介護・回想法 
 
＠制度的大前提＝介護保険制度・福祉制度を	 

　　人権の立場から、改革・充実・発展させる必要あり 
　スタッフ：数・質・労働条件 
　事業所：経済的保障・人権の保障・理念の実践 


