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ターミナルケアにおける真宗カウンセリングの現代的意義
　　いのちの叫びを聞く　　

藤井　美恵子　立命館大学大学院先端総合学術研究科

Contemporary significance of Shinshu counseling in terminal care: Listening to the cries of 
life

FUJII Mieko

1 真宗カウンセリングとはいかなる

ものか

1-1 真宗カウンセリングの成立

　真宗カウンセリングとは、浄土真宗本願寺
派の僧侶で龍谷大学の教員であった西光義敞
が 1960 年代に提唱したカウンセリングの一手
法である。真宗カウンセリングの「真宗」とは
日本の浄土仏教の一宗派である浄土真宗を意味
し、このカウンセリングは文字通り仏教とカウ
ンセリングを組み合わせたものである。昭和の
中頃から現代に至るまで、その活動は続けられ
ている。(1) 本稿では真宗カウンセリングの全体
像を明らかにすると共に、とくにターミナルケ
アにおける今日的意義を考察する。
　西光義敞は 1925 年に生まれ、2004 年この世
を去った。義敞の父は龍谷大学教授であり本願
寺派末寺の住職をしていた。尊敬の対象であ
り、頼りにしていたその父を 1945 年、終戦の年、
復員直前に失い、西光は若くして住職を引き継
ぎ、同時に大学に戻った。龍谷大学大学院修士
課程修了後、平安学園の教員であったとき結核
に罹患し、当時真宗の信者の中では評判になっ
ていた伊藤康善の『仏敵』(2) を何度も読み信心
を獲得したという。伊藤は浄土真宗興正派の学

頭であり、浄土真宗華光会の創始者でもあった。
この本は、若き伊藤が死の解決を求めた求道の
話を、物語の形式にしたものである。伊藤は奈
良の自坊でしばらく共に暮らし、後に近くの庵
で周りの人たちに仏法を話し、共に慶んでいた
女性から仏法を聞いた若き日の求道体験談を、
この本に書いている。この書物は真宗の僧侶や
子弟のみならず、多くの人たちに読まれていた。
中でも当時、死の病と怖れられていた結核に罹
り、死の恐怖に怯えていた人々が読み、死の解
決ができた人もあった。伊藤の後に華光会の代
表を務めた増井悟朗もその一人であった。結核
治療の医療現場における伊藤の布教活動につい
て増井が語ったエピソードは 5-2 に譲りたい。
　病を克服した後、平安学園の教員に復帰した
西光は、真宗カウンセリングを提唱し、校内に
カウンセリングルームを開設し、1961 年には

「真宗カウンセリング研究会」を設立した。住
職の任を果たしつつ、後に大学教員の職を得て
教鞭を執りながら、真宗カウンセリングを実践
し、それらについて論文を書き学会発表をする
日々を送った。西光は真宗カウンセリングにつ
いて以下のように書いている。

私自身における「真宗」と「カウンセリング」
との実存的出会いは、時間的には真宗との
出会いが先でカウンセリングが後である。
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すなわち、真宗の教えに導かれて「他力回
向の信」をたまわり、「現生不退」の身に
していただいたという事実がまずある。 (3)

　まず、西光は浄土真宗における宗教的な体験
をして、その後にカウンセリングと出会ったと
している。彼はその信仰体験について次のよう
に述べている。

この身に何もわかっていなかったのだと気
づいたとたん、結核で満天の星が落ちたと
き以上の絶望体験、暗黒の闇の古井戸に落
ち込むような気がしました。ここのところ
は私はあまり言葉にもしたくないんです
が、分別のレベルを超えて、私の体そのも
のが全部真っ黒になってしまった。けれど
も一瞬、「地獄は一定すみかぞかし」とい
う『歎異鈔』の言葉が頭に閃くとともに、
自分ではどうしてみようもない、真っ黒の
身になった。それと、光が差し込むのと一
つでありました。そういう求めても考えて
もみなかった世界が私に開けてきた。(4)

　西光は、当時、死の病と怖れられていた結核
に罹患しており、「満天の星が落ちたとき」の
体験は彼の人生への絶望感を表している。そし
て「暗黒の闇の古井戸に落ち込む」闇であり、「分
別のレベル」を超えて、「体そのものが全部真っ
黒」になったとき、仏教で教えられる無明が闇
であると知らされたのである。仏教で一般にい
われる無明とは、最も根本的な煩悩であり、同
時に迷いの根源でもある。真宗では無明を二つ
に分けている。一つは、この真理に暗く、道理
事象を明らかに理解できないものを「痴無明」
とする。もう一つは、阿弥陀仏の本願を疑い彼
の仏の智慧を明らかに信じないものを「疑無明」
という。これらのどちらも人間の虚妄分別に
基づき本質的には同じとされる。しかし、痴無

明（根本無明）は死ぬまでなくならないが、阿
弥陀仏の選択本願を信受したとき（一念）に疑
無明は消え、生死に惑うことはない。「地獄は
一定すみかぞかし」のくだりは、西光が自己の
なす善が全て間に合わないので、仏教で六道輪
廻と説かれる迷いの世界の中の一つである地獄
に堕ちるしかないのだと、生死を超えた瞬間に
知らされたということである。「光が差し込む」
のを感じたのは、阿弥陀仏の光明が自覚できた
ことを表す。開けた世界は、浄土真宗でいう「信
心決定」とか「信心獲得」という生死を超えた、
自己超越ともいえる瞬間の体験を経た世界であ
ると推測される。
　光と闇が時間的な前後なく同時に西光に知ら
れたのは、その自覚が視覚的なものというより、
心で感じたものだったからだと言えよう。人間
の持つ無明の闇と光を時を隔てず、対照関係と
して体得すること、光が来て闇が去る時間差が
ないという矛盾は人知を超えている。西田幾多
郎の言葉を借りれば、これは絶対矛盾的自己同
一である。この救済は、自力では死を超えられ
ないと分かった自己が、他力である阿弥陀仏の
本願の働きで助かることが知らされたことを意
味する。たとえば、助からない沈む自性である
私が、阿弥陀仏の本願という大きな船に乗せら
れたようなものである。これは、善導　　親鸞
の師である法然が信心を獲得する機縁になった
書物を著した中国の唐の時代の僧　　が「二種
深信」として教えた救いの内容であり、われわ
れ人間の「実機」（真実の姿）と阿弥陀仏の光
明の様子を表している。
　この西光の体験は、本稿でとりあげるターミ
ナルケアの臨終の状態と相通じるところがあ
る。当時の結核は不治の病であり、西光も絶対
安静の指示を受け、もうだめだと諦めかけた矢
先に伊藤の著書と出会い、真実信心を獲得し、
幸いにも結核も克服できたのであった。
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1-2 真宗カウンセリングと西光義敞のイメー

ジする真宗の布教活動

　まず、西光がカウンセリングを真宗の布教活
動において、どのように位置づけているかを確
認したい。西光は、真宗の布教を以下の三通
りに分類している（5）。Ⅰは説教・説法であり、
真宗カウンセリングの理論の拠り所となる教え
である。Ⅱは説法をどう聞き、信心を獲たかの
信仰告白・宗教体験発表であり、Ⅲは聞法して
信心を獲て変革した自己を語り合うものであ
る。特にⅢは双方的コミュニケーションであり、
ⅠやⅡについて互いに話し合い、聞き合う。Ⅲ
を「信仰座談会」や「話し合い法話活動」と西
光は表現する。西光は、結論として真宗は本質
的に「聞くところを慶び、獲るところを嘆ずる
ものである」とする。
　Ⅰにおいて、説教者は専ら説法を行うと考え
るが、自らの言葉で法を聴く聞法者でもある。
Ⅱの体験告白においても、如実の領解、仏教讃
嘆の言葉を話す者は、同時に自ら聴く者となる。
Ⅲの法をめぐる対話・談話においても、説き手
と聞き手は互いに話し合い聞き合うものとな
る。三つの全てが共に慶び、嘆じつつ聞くとい
う見解を持つ。西光は真宗カウンセリングにつ
いて直接言及はしていないが、真宗の布教形態
にカウンセリングの要素が深く関わることを示
唆している。

図１　法座の三つの型 (5)

　西光が真宗カウンセリングを提唱した理由の
一つに、教団の権威的な説法を繰り返すだけの
形式的な布教に疑問を持ったことがある。本願
寺八代目宗主であり、真宗中興の祖といわれた
蓮如は、『御文章』といわれる手紙を信者に向
けて出し、説法の後、「示談」や「座談」（示談
とは説法の後、僧侶に対して話の内容や求道の
話等を聴衆者が質問する機会である。座談とは
一同、車座になり、仏教の信心のあるなしを話
し合う会合である）を繰り返すようにと言って
いた。この『御文章』で述べられているように、
ただ聴くだけではなく、分からないところをそ
のままにせず、質問して、更にみんなで話し合
うべきであると蓮如は説いた。蓮如が『御文章』
四帖十二通ほかで信者に書き送った手紙は、次
のようなものである。
　

会合の座中において信心の沙汰をすべきも
のなり（6）

　
　「示談」や「座談」、また蓮如のいう「沙汰」
は、西光がⅢで示した双方的コミュニケーショ
ンにあたり、その時々で、一対一、またはエン
カウンター・グループのようなカウンセリング
形式をとったものであろう。真宗カウンセリン
グは、真宗の教えを示した上でのカウンセリン
グであり、肝心の教えが抜けてしまっては、心
理的な人間の悩みや世間話と同じレベルのもの
になってしまう。真宗の教えを深く信じるカウ
ンセラーが教えを口にしなくても、クライアン
トを念じる心から、そこに阿弥陀仏の絶対の次
元からの見えない力が働いているのである。
　真宗カウンセリングの治療的意義については
譲西賢（7）による指摘がある。譲は、真宗カウ
ンセリングの治癒を「心理的にもっとも安定し
た状態を永続的に獲得すること」と定義する。
そしてそれは「自己の頑張り」で得られるもの
ではないと主張し、頑張りから得られることを
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期待する生き方を「ハッピーエンド症候群」と
呼んでいる。譲は、自分が頑張りで獲得できる
ものを超えた「永続的に」実感できる心の安定
は「三次元的眼」から獲られるものであるとす
る。つまり、それは俯瞰的観点を要し、真宗の
教えを聞き、心の奥底の「無明の闇」を破るこ
とであるとしている。これは西光の信心を獲得
した体験のところで述べたものと同じものであ
る。譲は真宗の教え、すなわち阿弥陀仏の本願
を聞き、無明と光明の両者が明かになり、心理
的に永続的な安定状態を獲ることが真宗の治療
的意義であると述べている。
　先に述べた真宗の布教に関する西光の見解の
対応関係を見るならば、譲のいう「三次元的眼」
は、Ⅰの真宗の説法、Ⅱの僧侶もしくは説法を
聴く仲間の信心を獲得した体験談、そしてⅢの
示談・座談の全てを含んでいる。Ⅰ、Ⅱの教義
や体験を基底に、その教えや体験を聴いたその
後に、カウンセリングを繰り返し、信心が獲得
した時点で、譲の懸念するカウンセラーとクラ
イアント、そしてクライアント双方の間で「自
己の頑張り」による「ハッピーエンド症候群」
に偏ることが解消できる。
　西光は、座談もしくは信心の沙汰の要素を持
つⅢのカウンセリングの前に、真宗の教えや一
足先に救われた人の話を聞くことも取り入れて
いる蓮如の布教を手本にして真宗カウンセリン
グを立ち上げたのである。

2 仏教、浄土真宗における救済

2-1 仏教の救済

　そもそも仏教の目的は、「生死を超える」「抜
苦与楽」「転迷開悟」であり、この点は真宗も
例外ではない。真宗では「生死を超える」こと
を、阿弥陀仏の建てた願いを疑いなく信じるこ
とで、浄土に死後生まれる身に、生きている今、
救われると説く。その位を仏教では「正定聚」

という。私たちは 0 段の凡夫であるが、正定聚
は五十一段目の悟りの位に定まる。その位に到
達した者、すなわち信心を獲得した者は、死後
五十二段目位の仏となって、極楽に往生すると
説かれる。今、生きている間に正定聚に救われ
たならば、いつ死が訪れても極楽往生が間違い
ない安心・満足の身になれると真宗では説かれ
ている。これを親鸞は『御消息』といわれる手
紙の中で次のように書いている。
　

真実信心の行人は、摂取不捨のゆゑに正定
聚の位に住す。このゆゑに臨終まつことなし、
来迎たのむことなし、信心の定まるとき往
生また定まるなり。来迎の儀則またず。（8）

　ここで親鸞は、臨終を待たず、信心が定まっ
たとき往生は定まると明確に書いている。「抜
苦与楽」とは、苦しみを抜いて楽しみを与える
という意味であり、人間の苦しみの元は「生老
病死」であると説く。中でも最大の苦は死であ
る。臨終の際、この世の様々なものと別れねば
ならないのも苦しいが、死後どこに行くのか分
からない不安もある。たとえ、この世のものと
決別しても、今、ここで、死後の行き先が定まり、
明るいものを感じることができるならば、今も
楽しいとなる。
　人は生まれたら必ず死ぬのだが、それを認め
たがらないのは、人間が迷っているからである。
このことを仏教では「転迷開悟」と呼ぶ。「生
死は一如」であり、生と死は切っても切り離せ
ない問題である。仏教では、その迷いを転じて、
悟りを開くことを教えている。言い換えれば、
今、迷いの心を転じて信心を獲たならば、極楽
に往生できるということである。宗教学者で自
身も十年にわたるがんの闘病生活を送った岸本
英夫は、現代人の生活の中で宗教がどのような
位置を占めているのかという問いへの答えの糸
口を、死の問題に求めて次のように述べている。
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人間には、好むと好まざるとにかかわらず、
かならず死がやってくる。死は、人間生活
の終わりである。それは、生涯の総決算を
人間に迫る。そして、その問題を担当する
のは、主として、宗教の仕事であった。古
来、死の淵にのぞむ断崖の上に立って、は
じめて生の意義を悟得した例は数多い。死
を意識することは、死の問題を解決し、そ
の解決を基礎として、人生の問題にたちむ
かうというゆきかたが、人生観の一つの形
になっていたほどである。死の問題と人生
観とは、きわめて密接な関係にあった。(9)

　岸本は「宗教の仕事」が、人生の総決算の問
題を引き受けるという。仏教は生と死を「生死
一如」として、平生に死を意識し、解決するこ
とを説く。真宗の僧侶で龍谷大学学長も務め、
西光と研究・布教の研鑽を共にし、多くの門徒
らの死に立ち会ってきた信楽峻麿は次のように
述べる。

すでに親鸞も指摘した如くに、人間にとっ
ては、死とはどこまでも不安、恐怖を伴う
ものであって、凡人にして死を直視し、そ
れをよく受容することは、まことに困難な
ことであろう。たとえいかに看死が徹底す
るとも、万人が共通して、臨終を正念にし
て、安らかに迎えることは不可能であろう。
他方、仏道とは、すでに親鸞が明かした如
くに、むしろ平生においてこそ成就するこ
とを目指すべきであって、仏の救済、摂取
ということも、まさしく日常、平生の時に
こそ現成するものである。臨終に来迎が定
まると理解するべきものではない。その
点、人間にとって死の解決とは、臨終にお
いてではなく平生にこそ求められるべきで
あり、また確かに、その解決は平生におい

てこそよく成立するものである。 (10)

　ここで信楽は、終末期に直面した人たちの不
安や恐怖を表層的なもので処置するのではな
く、自身の問題として平生より主体的に考える
ことで、死の解決を成就すべきであると言って
いる。死なぬ人間はいないが、その多くは自分
の死を問題にするところまで至らないのが現状
である。

2-2 浄土真宗の救済

　本稿の冒頭で、蓮如が説法と「信心の沙汰」
という話し合いを『御文章』で繰り返し伝えた
と述べたが、それに加えて蓮如は「後生の一大
事」を説く。これは先に記した六道輪廻を死後
も繰り返すということである。すなわち、仏教
においては、人間は迷いの六道（地獄・餓鬼・
畜生・修羅・人間・天上）の中にあり、信心が
獲得できないと、また六道のいずれの世界に生
まれることになり、多くの者が三悪道といわれ
る地獄・餓鬼・畜生界に生まれるため、蓮如は

「後生の一大事」を解決せよと繰り返し説いた。
蓮如は、阿弥陀仏の本願を臨終でない今、聴き
開き、信心を獲得せよ、すなわち死の解決をせ
よと勧めた。真宗は一念という短い時間で救わ
れる教えなので、蓮如はこのように勧めたので
ある。真宗の三代目宗主である覚如はこのこと
を『口伝鈔』の中で次のように述べている。

如来の大悲、短命の根機を本としたまえり。
もし多念をもって本願とせば、いのちの一
刹那につづまる無常迅速の機、いかでか本
願に乗ずべきや。されば真宗の肝要、一念
往生をもって淵源とす。(11)

　覚如は阿弥陀仏の本願を次のように述べてい
る。永遠の命を持つ阿弥陀如来は、短命の者を
救うことを誓っている。もし長い時間かかる約
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束であれば、いのちが刻々と縮まる無常がとて
も早く訪れる人間は本願に救われることができ
ないのではないか。それゆえ、浄土真宗の大切
な根源的な教えは、「一念」という、一秒より
も少ない時間で救われるということを主張して
いる。このような教えはターミナルケアにおけ
る喫緊の救済に大いに役に立つものである。
　江戸時代になると、妙好人と呼ばれる、信心
を獲てその言動や歌などをとおして多くの人た
ちに影響を与えた人々が浄土真宗の中から出て
きた。彼らもまた自ら僧侶に自身の「生死出る
道」を尋ねた。僧侶と妙好人は一対一もしくは
複数で信心が獲られるまで対話を繰り返した。
そのような伝道教化の形態が西光が信心を獲る
縁となる『仏敵』を書いた伊藤康善らに引き継
がれることになったのである。

3 真宗カウンセリングとロジャース

のカウンセリング理論

3-1 真宗カウンセリングの理論

　では、真宗カウンセリングの特性を西光は次
の三点 (12) から説明する。第一には、「カウンセ
リングが真宗の立場に立って行うカウンセリン
グである」こと、第二には「『法』(Dharma) を
根底においたあるいは、『法』中心のカウンセ
リングである」こと。第三には「相対的な存在
である自己と他己との関係、相対的存在である
自己および他己との絶対的存在である仏との関
係、という二重関係からなる」。
　第三の点は、西光は図を用いて、カウンセ
ラー、クライアント、阿弥陀仏との関係を説明
している。従来のカウンセリングは、カウンセ
ラーとクライアントの二者の間で行われている
が、真宗カウンセリングでは、その根底に阿弥
陀仏との関わりがあることに、その特色がある。

　西光は『入門　真宗カウンセリング』(14) の
中でコミュニケーション関係を分類し、カウン
セリング関係を図解している。

（１）　A から B への縦型の一方的なコミュニ
ケーション。これが一つの最も単純化さ
れたパターンである。A は力を持ってい
て、B は力を持たない。したがって A の
力が一方的に B の方に及ぶ。

（２）　これは（１）と正反対である。A と B
が平等で横並びになっていて、A から B
へと、B から A へと対等にコミュニケー

図2　基本的コミュニケーション、カウンセリング関係(13)
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トできるという関係である。
（３）　現実的には、単純な（１）型もなければ

（２）型もほとんどあり得ない。たいて
いは二者の関係が（３）のような傾き関
係になっている。だから双方がコミュニ
ケートし合うときどちらかが強い。

（４）　小グループなど、人数が複数になったと
きの形態である。A と B の二者だけでは
なく、ABCD など複数になった際、それ
ぞれのメンバーの間にどういうコミュニ
ケーション関係がありうるかといったと
きの一つの典型が（４）に当たる。これ
は一段高いところに立って牧師が壇上か
ら信者たちに説教をしたり、僧侶が高い
講座からお説教をしたりすると、みんな
が黙って頭をうなだれて聞くといった場
合である。

（５）　車座になって話し合う場合、みんな対等・
平等に情報を交換し、コミュニケートし
合い、フィードバックし合うため、全て
のメンバーの間には対等に矢印が向いて
いる。

　西光は従来のカウンセリングを評価している
からこそ、「真宗カウンセリング」という名称
を用い、カウンセリング活動をしている。日常
会話とは異なるカウンセリングの心構えは必要
不可欠であり、それができた上で真宗カウンセ
リングは成立するものである。西光によれば、
これら五つの基本的なコミュニケーション・パ
ターンをカウンセリングに当てはめると、カウ
ンセリング関係というのは右最上段のカウンセ
リング関係の図と基本的コミュニケーションパ
ターンの図の中の（２）で示されている。

図 3　真宗カウンセリング (15)

　上記の第一図は、第二図の右側の部分であ
り、真宗カウンセラーを表す。第一図、第二図
共に上側の左右と上下の矢印は、相互に自由に
行ったり来たりすることができることを示して
いる。また、第一図は、真宗者が人格の内面に

「自己と仏」、「相対・絶対」の両次元をあわせ
持つという意味である。第二図は、クライアン
トが仏や絶対者と無関係の意識状態を表す。カ
ウンセラーは第一図のように「自己と仏」、「相
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対・絶対」の両次元をあわせ持つが、クライア
ントはカウンセラーとの人間関係しか意識して
いない。第三図では、カウンセラーは自己ばか
りでなく、クライアントである他者においても
仏との関わりを求めるようになっていることを
表す。この場合、クライアントはまだ仏の存在
に気づいていないので、絶対の次元の部分は点
線で表される。第四図はカウンセラーとクライ
アントの双方が真宗者で「法」を共有している
ときを表す。西光自身この図は見直しの余地が
あり、さらにより分かりやすい真宗カウンセリ
ングの説明図を模索していたという。たしかに、
ほかの宗教的カウンセリングもこの図で説明で
きるかもしれない。しかし、一般のカウンセリ
ングでは、カウンセラーとクライアントが相対
の次元である人間同士の横の関係にあるのに対
して、真宗カウンセリングでは、縦方向の関係
を、救われる前と後で点線と実線で示し、絶対
の次元である仏との関係を縦方向に示したこと
に特徴がある。
　「自己と仏」、「有限・絶対」ということを「自
己と有限」、「仏と絶対」の組み合わせにし、西
平直が「無心に耳を傾ける」態度からケアにつ
いて述べていることと結びつけて言えば、「自
己と有限」は西平のいう「持つこと」、「仏と絶
対」は「あること」に置き換えて読むことがで
きる。(16)　臨終までは家族や友人がいつも一緒
で「あること」が当たり前でも、誰も一緒に死
ねず、蓄えた財産や知識などの「持つこと」は
全て置いて行かなければならない。臨終までの
主な悩みは生きるために「持つこと」であり、「あ
ること」の悩みは陰に隠れている人がほとんど
である。平生元気なときは、「持つこと」をめ
ぐる自他の競争に精力を傾け、それに終始し、
ただ日々を生きることに追われ、何のために生
きて、死後はどうなるのかなどは考えず、見な
いようしている。
　そんなとき、身近な親しい誰か、専門職であ

るカウンセラーなどが話を聞いてくれるならば、
何を持つかを必死に追い求めてきた人生を振り
返り、対話を重ね受容されたとき、自分が本当
にしたかった話は「あること」の話であったこ
とに気がつくこともある。しかし、友人・知人
や宗教家ではないカウンセラーは、死を目の前
にした人たちの「あること」の真の意味につい
て話ができ、心的援助ができる専門家ではない。
死後が「あること」であるのかないのかという
悩みや不安は言葉にならない、言葉を超えた真
理もしくは宗教的な領域であるので、おそらく
その専門家にゆだねることが妥当である。
　しかしながら、「あること」を話す気持ちに
なる前に、十分に「持つこと」や必死に生きた
ことを誰かに話し終えてからでないと、「ある
こと」の悩みに行きつかないことがある。「持
つこと」の話だけを聞いてもらっただけで満足
する人もある。それはそれでよいが、もしその
先の言葉も及ばない「あること」の対話を望ん
だ場合、それは宗教等のスピリチュアリティの
専門家の仕事である。仏教で真実に至るまでの
ことを方便と言うが、方便も大切なことであり、
ここを通過しないと「あること」の悩みを解決
したくても、その悩みの存在自体があることを
知り、それを解決するところには到達できない
こともある。
　臨終の人生の最期になって「あること」の悩
みが、突如姿を現すことがあるが、真宗によれ
ば、そうなる前に、真宗の信心を獲得すること
で、その悩みを解決することができるという。
臨終はそれができる最後のチャンスであるが、
そこまで先延ばしにすることは、悩みを取り去
ることができない内に命が終わる可能性があ
り、危険な賭けのようなものである。

3-2 西光が影響を受けたロジャーズの理論

　日本のカウンセリングに多大な影響を与えた
カール・ロジャーズは次のように述べる。
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私が援助的であると見出してきた関係は、
次のような条件によって特徴づけられるの
である。まず、私の本当の感情がはっきり
と表されるような、私の側におけるある種
の透明性。そして、独自の価値観を有する
一人の独立した人として、相手を受容す
ること。さらに、その人の目を通してその
個人的な世界を見ることを可能にするよう
な、深い共感的理解である。これらの条件
が達成されるとき、私はクライアントの恐
るべき自己探求に同行する一人の伴侶とな
る。（17）

　ここに述べられているロジャーズの透明性、
受容、共感に基づいた二者関係のカウンセリン
グ理論は、人間の心理的な悩みに対しては有用
であるかもしれない。しかし、今死を目の前に
して、生死を超える道、すなわち、死んだ先に
どうなるのかということや、生きる目的などと
いった存在そのものに対する応えは与えてはく
れない。おそらく西光はこのような観点から、
私はロジャーズ信奉者（ロジャーリアン）では
ないということを、彼の講演の中で述べたので
はないか。

ロジャースが 80 歳くらいの頃でしたが、
東京の近くの婦人会館で、４～５日、日本
のカウンセリング関係の人たちと合宿をさ
れたことがありました。それに参加した私
は下手な英語ながら、食事の時などに付い
て回って、東洋をどれくらい理解されてい
るのだろうか、仏教に関心があるのだろう
か、ということを彼に問うてみました。「関
心がある」と答えられたので、とても嬉し
かったのを覚えています。しかし、ひとつ
わかったことは、彼の考えている「成長」、
あるいは「十分に機能する人間」、あるい

は同じ意味の言葉で言えば「自己実現」と
いうようなことは、人間の生が単純肯定的
に考えられている連続的概念であるという
ことでした。だとすれば、どんどん成長し
て人間はどこへ行くのか、ということです
ね。つまり、ロジャースには超越の思想
がないと思ったわけです。彼と話し合っ
てみて、「やっぱりないな」と実感しまし
た。というのは、「阿弥陀仏という仏さま
が、成長の極限にあるものならわかるけれ
ど、それ以外のあり様は分からない」とロ
ジャースはおっしゃいました。私は「違う
な」と思ったのです。私は人間としてこの
ままずっと連続的に成長していったら、仏
になるとは思いません。むしろ仏から遠い
存在になるのだと思います。思えば、そう
いうロジャースのカウンセリング理論で足
りない超越の部分を、私は仏教、特に浄土
真宗というもので無意識のうちに支え、補
いながらやってきました。(18)

　このように、西光はロジャーズの理論を真宗
カウンセリングに取り入れてはいたが、決して
それだけで満足していたわけではなかったこと
が分かる。先に示した基本的コミュニケーショ
ンの 5 つのパターンと、カウンセリング関係の
図の中にしかロジャーズの理論は存在せず、そ
こに「自己超越」の思想を見出すことはできな
い。西光は「成長の極限」に阿弥陀仏との邂逅
があるという理解に違和感を覚えた。つまり、
阿弥陀仏との邂逅は人間的成長の連続の延長上
にあるのではなく、全く別物であると西光は捉
えている。人間の考え得る範囲の成長をいくら
重ねていっても仏に近づくどころか、仏からは
遠い存在になると考え、その足りないところを
真宗で補っていたということが、真宗カウンセ
リングの一つの側面であったと言える。
　しかしながら、人間が「自己超越」をいきな
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り目指せるものではない。ロジャーズの成長の理
論にあるように、個人や人間相互の関係は成長し
ていく。また基本的な信頼関係が欠如して不安
なままでは、その不安を解消することに専念す
ることで精一杯で、自己超越の段階まで至るこ
とは困難であろう。ロジャーズの「傾聴」の態
度を西光や譲は真宗カウンセリングで重要視し
た。傾聴がなければ、阿弥陀仏との邂逅もなし
えることはかなり困難である。その点を重視し、
西光はロジャーズの理論を真宗カウンセリング
に取り入れたのではないか。しかし絶対的な存
在である阿弥陀仏とクライアントとの出会いは、
カウンセラーの仕事を離れたものであり、何も
できないまま見守るしかない。この点が宗教と
カウンセリングが大きく異なる点である。
　日常のカウンセリング以外の対話や雑談では
それぞれが自分勝手な話をするだけで、煩悩を
そのまま見せつけられるだけであるが、カウン
セリングで自分のありのままを話し、受け止め
てもらえることで、次の段階を目指す人も現れ
てくる。そのときに真宗カウンセラーは適切な
話ができる真宗の僧侶を紹介することができ
る。もしくはクライアントが望めば、カウンセ
リング関係を修了して、宗教家の立場で、改め
て話もできる。その点が他とは大きく違うとこ
ろである。
　高校や大学の教師であった西光のところにカ
ウンセリングに訪れるクライアントの大半は、
人間関係や世間一般の悩みを相談に来る人たち
だったので、西光は真宗カウンセリングにま
ずロジャーズのカウンセリング理論を取り入れ
た。後に西光は自己超越の領域まで含むケン・
ウィルバー等のトランスパーソナル心理学の思
考方法に着目した。(19) ロジャーズの成長の理論
を超える問題とは、人が老いて、もしくは病が
元で死に直面したときに出てくる怖れであり、
それをいかに克服するかということにあった。

4 ターミナルケアにおける人的援助

活動における傾聴

4-1 ターミナルケアのアンケート調査から

　すでに述べたように、仏教の根本の目的の一
つは「生死を乗り超える」ことである。この点は
真宗カウンセリングでも同様である。現代のター
ミナルケアの中で真宗カウンセリングが心的援
助活動に有用であることは、この目的に照らし
合わせても理にかなったものと言える。本章で
は終末期の患者に対するアンケートについて西
光も含めた数人の答えについて検討していく。
　アンケートを通して、ターミナルケアの現場
では、医療関係者などが実際どのように末期患
者に応対しているのかが明らかになる。このア
ンケートは、日本のホスピスのパイオニアであ
る大阪淀川キリスト教病院の柏木哲夫と日本大
学内科で末期医療をテーマにしている岡安大仁
の二人が行なったものである。その中に次のよ
うな設問がある。それは「わたしはもうだめな
のではないでしょうか」と言う患者の言葉に対
して、あなたはどう答えますか、というもので
ある。これに対して五つの選択肢が挙げられて
いる。

①「そんなこと言わないで、もっと頑張
りなさいよ」と励ます。

②「そんなこと心配しないでいいんです
よ」と答える。

③「どうしてそんな気持ちになるの」と
聞き返す。

④「これだけ痛みがあると、そんな気に
もなるね」と聞き返す。

⑤「もうだめなんだ……とそんな気がす
るんですね」と返す。

　アンケートの対象集団は、医学生、看護学生、
内科医、外科医、ガン医、精神科医、そして看
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護師の七つである。(20)

　アンケートが実施されたのは、1994 年であ
り、2018 年現在とでは医療者と患者の間に多
くの相違点がある。たとえば、今日、がんは（発
見時期や悪性、良性等の種類にもよるが）、か
つて死病と恐れられた結核のような治す術もな
く、罹患したら最後、死を覚悟する病ではなく
なりつつある。医療技術が格段の進歩を遂げ、
治療の甲斐があってか 10 年以上も元気で生き
られる患者がいる。その一方で、現代医学の技
術を以てしても完治できず、延命が見込めない
患者もいる。治る見込みのある人たちは告知を
受けている一方、そうでない患者たちには本人
や家族の状況を考慮しながら、告知するか否か
を決めているようである。同アンケートに関し
て中川米造、鷲田清一、柏木哲夫、そして西光
がそれぞれ見解を述べている。
　中川米造はアンケートの結果を以下のように
分析した。中川の分析は三点にまとめることが
できる。

（１）①を医師や医学生の多くが選択したのは、
自分の口から「治りません」と宣告する
ことを避け、その場しのぎの励ましの言
葉で会話を打ち切り、コミュニケーショ
ンの関係から降りた。

（２）③を選んだ看護師は、看護において科学
性を大切にするように教育され、科学的
な装いを持つ質問を返すという対応で、
結果として、相手の口を封じて、何も言
わせなくしてしまう。

（３）⑤は精神科医やカウンセラーが多く答え
たものである。これで完結するのではな
く、患者が何かを訴えやすくするための
呼び水とでも言うべき繋ぎの言葉である。

　中川は精神科医やカウンセラーが応えた⑤の
回答をもう一歩進めて、その後患者の気持ちを

聴くきっかけとなるようにすることが望まれる
としている。
同じアンケートの結果にについて鷲田は以下の
ような見解を述べている。

聴くことが、ことばを受けとめることが、
他者の自己理解の場をひらくということで
あろう。じっと聴くこと、そのことの力を
感じる。かつて古代ギリシャの哲学者が＜
産婆術＞と呼んだような力を、あるいは別
の人物なら＜介添え＞とでも呼ぶであろう
力を、である。わたしがここで考えてみた
いこと、それがこの＜聴く＞という行為で
あり、そしてその力である。語る、諭すと
いう、他者にはたらきかける行為ではなく、
論じる、主張するという、他者を前にして
の自己表出の行為でもなく、＜聴く＞とい
う他者のことばを受けとる行為、受けとめ
る行為のもつ意味である。(21)

　鷲田は聴くことを自他の自己理解をひらくも
のと捉えている。それは表出行為ではなく、受
けとり、受け止める行為であると解釈している。
中川も鷲田も、患者の心を「聴く」呼び水とな
ることや、実際「聴く」ところまでは言及して
いるが、その先にまでは触れていない。
　アンケートを作成した一人である柏木哲夫は
キリスト教系の病院で、ホスピスの医師として
働いていたが、その活動の中で彼が末期の患者
たちから教えられた事例を二つ挙げている。以
下、彼の著書 (22） から要約して紹介したい。
　医師が患者を励ますと、患者は「はあ」といっ
て会話はぷっつり途切れる。柏木も初めの頃は
例に漏れず、ただ患者を何も考えずに励ましを
していた。これが時にはマイナスに作用するこ
とを患者に教えられたという。ある患者は亡く
なる一週間ほど前に、お世話になった先生のお
役に立って死にたいと申し出た。柏木は、これ
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までの自分の言葉の中でよくなかった表現を教
えてほしいと尋ねた。彼女は二ヶ月ほど前に自
分が柏木に私はもうダメなのではないかと尋ね
たとき、そんな弱音をはかず、もっとがんばり
なさいと励まされ、そのあと何も言えなくなり、
やるせないおもいが残ったと答えた。柏木は自
分の言葉が、患者には励ましになるどころか、
むしろ患者にやるせなさを残してしまったこと
に衝撃を覚えた。
　彼が患者を励ましたのは実は、自分の対応の
範疇を超えたスピリチュアルな内容に進んでい
く会話を本能的に遮断したい気持ちがあったた
めで、もうだめなのではないかという問いの後、
彼女の気持ちを受け止めたら最後、彼女の口か
ら死の不安、恐れなどが溢れ出すに違いない。
そのとき、自分がどのように対処していいかわ
からないという不安から、励ますという形で、
会話を終わらせる励ましが、口をついて出たの
だと柏木は反省した。
　この患者に出会う以前も、柏木は多くの場面
で励ましがよいことだと思っていた。ここにも
う一つの落とし穴がある。「弱っている人を励
ましてどこが悪い……、私は当然のことをして
いるのだ……」。慢心が起き、励ましが持つマ
イナスの面には気づきにくい。どんな場合でも
励ましが悪いのではなく、むしろ励ましを必要
としている患者は多い。しかし、弱音をはきた
い人に、その人の話を十分に聴かないで安易に
励ますことは、会話を遮断し、やるせなさを残
す以外に何の効果もない。弱音をも含めた患者
の気持ちを最後まで聴くためには、できるなら
医療者側も自分の死の不安を克服する体験があ
るとよい。
　もう一つの例は、今回が四度目の入院である
が、ほとんど何も尋ねない末期のがん患者の例
である。入院して二週間して、柏木が診察後、
今何か尋ねたいことがあるかどうかを聞くと、
患者は自分ががんなのかどうかと、はじめて尋

ねた。柏木は「がんなのではないか……とそん
な気がするのですね」と応えると、患者は涙を
うかべてうなずき、それで終わったのだった。
それでも彼女は後に柏木に尋ねられたことが嬉
しかったと言った。柏木は患者を一人の人間と
して尊重し、自分のできることを問い続けるこ
とが患者の人生を支えると自覚した。
　しかし、患者の言い分、心の叫びは十分に受
け止められても、死後のことなどスピリチュア
ルないのちの叫びは宗教の領域であり、医師の
立場での対応には限界がある。次に西光がこの
アンケートに対してどのように考えているかを
明らかにしたい。

4-2 アンケートに対する西光の見解

同じアンケートに対して、西光は彼の著書で次
のように述べる。

人間の心がいろいろなことを感じ、喜び悲
しみ憂え腹立ちながら生きているというこ
と、それが人間の生きている証ですから、
そのまま目をそらさずに受け止めてゆく。
私の言葉で言えば、そういう魂の叫び、あ
るいは人間の人格的な響きというものを
しっかり聞くということが、自分にとって
も人にとっても大事なことであろうと思う
のです。(23)

　
　西光は、人生の悲哀から目をそらさず受け止
め、魂の叫びを聞いていくことが大切であると
言っている。西光は真宗カウンセリングにおけ
る霊性への対応について別の著書で、次のよう
に述べている。

真宗カウンセリングが、生死の岩頭に立っ
て、霊性的配慮を切実に求めてくるニーズ
に的確に応えられず、逃避的な態度をとっ
てしまうことのないよう、真宗カウンセリ



161　

ターミナルケアにおける真宗カウンセリングの現代的意義（藤井）

ングは、平生の時から自らの霊性問題を明
朗に解決しておかねばならない。(24)

　死の縁は老少不定あり、明らかに死に直面し
ているような死刑囚や臨終が迫った人ばかりが
先に死に逝くわけではない。本人が死の不安に
怯えて、その解決の話を欲しているとき、その
要望に真正面から応え、安心して臨終を迎えら
れる話をするニーズに応える準備を怠らないこ
とが、真宗カウンセリングがなすべき人的援助
において重要なことだと西光は言うのである。

5 ターミナルケアにおける医療関係

者、心理士、僧侶の役割

5-1 ターミナルケアで求められていること

　そもそもターミナルケアで患者は何を求めて
いるのか。ターミナルケアとは終末期医療を意
味するが、ケアについて柏木は次のように述べ
ている。

医療教育の中では、医療従事者に対して
もっぱら治癒させる方法が教えられる。し
かし、現実の医療の中では、治癒すること
ができない病気も多くある。進行したがん
はその代表例だ。キュアの方法だけを教え
られた医師は、キュアできない病気を持つ
患者さんに、どう対応していいかに悩む。
キュアできないことがわかると、患者に
関心を示さなくなる医師もある。cure と
care は u と a の一字が違うだけだが、その
概念には大きな差がある。キュアには、も
とどおりにするという意味がある。キュア
はできなくとも、ケアはできるのである。(25)

　ターミナルケアでは、残りの命が幾ばくもな
い患者と向き合い、そこで医療従事者は、「キュ
ア」ではなく、「ケア」を多くの患者に施すこ

とになる。 また、柏木は患者には四つの痛み
があると分類する。「人間は全人的に痛む。身
体的、精神的、社会的、霊的の痛みを総合的に
ケアしなければならない」(26)。ここで、身体的
ケアは医療関係者、精神的ケアは心理士、社会
的ケアは家族や行政、そして霊的ケアは宗教家
によるものではないかという仮説が成り立つ。
　ターミナルケアに関連して、もう一つ、忘れ
てはならないのが真宗カウンセリングと深く関
わり、西光もその活動に参加していたビハーラ
活動である。ビハーラとは田宮仁が「仏教を背
景としたターミナルケア」の呼称としたのがそ
の始まりである。田宮はその対象者をキリスト
教の精神で営まれるホスピスの範囲を超え、「限
りある生命の、その限りの短さを知らされた人
が静かに自身を見つめる、また見守られる場」、

「ターミナル期を重視すると同時に、ターミナ
ル期のみに限定した対象ではなく、自らの生死
が問題となった人たち」(27) であるとしたビハー
ラの活動は僧侶が主に担当し、いのちの問題を
考えたときの辛さをビハーラ僧に話すところで
もある。
　精神科医、臨床心理士、大学教員としてビハー
ラ活動や真宗カウンセリングにも携わる友久久
雄は、ビハーラにおいてターミナルケアは何が
できるかということについて次のように述べて
いる (28)。終末期の人々に対して最も必要なこ
とは、①痛みやだるさなど身体面に対する対応、
②死への不安など心理面に対する対応、③自分
の魂の問題などの宗教面に対する対応の三つで
ある。これらは柏木の言う四つの痛みをケアす
るものである。
　死に対する気持ちを別の角度で捉えたのが、
エリザベス・キューブラー＝ロスであり、彼
女は『死ぬ瞬間』(29) の中で次の五段階の気持
ちの推移を指摘している。第一段階 / 否認と孤
立、第二段階 / 怒り、第三段階 / 取り引き、第
四段階 / 抑鬱、第五段階 / 受容である。後に彼
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女は晩年の別の著書 (30) で、これらは必ずしも
時系列的に進む訳ではなく、また、本人だけで
なく家族にもこのような状態が現れるとしてい
る。このように、ターミナルケアを受ける患者
においても、さまざまな状況や心理状態がある
ことがわかる。近年では、突然命を失う大きな
災害が多発し、死に逝く人だけではなく、臨終
に立ち会えず残された家族が家族の死を乗り越
えるためのいのちのケアも大きな問題になって
いる。

5-2 ターミナルケアにおける医療と宗教活動

の実践事例

　ここで、医療と真宗との関わりの事例を挙げ
たい。伊藤康善は宗教的援助活動を病院内でし
ていたことがある。それは第二次世界大戦が終
わる少し前、当時は結核治療を専門としていた
京都の国嶋病院での出来事である。すでに述べ
たように、伊藤は興正寺派の学頭で、浄土真宗
華光会の創設者でもあった。同じ華光会で活動
していた増井悟朗は以下のように述べている。

ある日、伊藤先生がマイクを通してのご法
話の中で、「みんな、病気を治しにきたと
思うておるんだろうが、治っても死ぬぞ。
行く先、大丈夫か。ひとりでも後生の一大
事の大事のかかった者がおったら、わしの
ところへ申し出てくれ」と。患者は絶対安
静ですから、ひとりの患者の付添さんが手
紙をもってきた。先生は、それをお読みに
なってサムイボがたったという。「私は治
病はどうでもいいんです。後生の一大事の
解決をつけたくて、この病院へ来ました」
と書いてあった。「ああ、なんと宿善の人
もおったか」。そしてその人が、獲信した
んです。しかも、病気まで良くなった。医
局の先生が聴診器を当てても治っている。
それが評判になって、信心いただいたら病

気も治るということになった。今まで表向
きだけの信仰で、毎朝お経をあげていた。
それが入院患者三百人ほどに、三百人の付
添さん、そして、お医者さんに看護婦さん、
事務員も。千人近い人が、毎朝お経をあげ
ているのだから壮観だった。ところが、伊
藤先生の一喝がきっかけで、今度は病院中
が本当の求道の道場に一変した。絶対安静
を破って、「聞かせてください」、夜中に「な
んまんだぶっぅ」と泣き叫ぶ人も現れる。
お医者さんまで信心をいただく。こうなる
と、ちょっと具合悪いなと院長。伊藤さん
悪いけど勇退してくれや。(31)

　伊藤は国嶋病院の院長に招聘されて、結核治
療の仏教部門で活動していた。しかし、多くの
入院患者が宗教的体験を願うようになると、勇
退を余儀なくされる結果になった。
　国嶋病院には、『仏敵』の著者である伊藤が
いると聞きつけ、たとえ肉体の命は助からなく
ても、真宗の信心を獲得して死後、阿弥陀仏の
極楽浄土に生まれる身に救われたいと願って入
院する患者や付添の家族が溢れていた。伊藤が

「後生の一大事」の解決をする患者を募ると、
皆が応じて、病院全体が求道道場に変化した。
この事例は、真宗の僧侶、布教師としての伊藤
と、「サムイボ」がたつほどの熱意を感じ取っ
た患者や周りの人たちの相互作用が比較的よく
働いた例である。ただし、そこには伊藤が勇退
に至らざるを得ない経営問題や時代背景や様々
な問題もあった。現代でも、「おわりに」でと
りあげる宮崎幸枝が関わるような個人経営の病
院では比較的自由に宗教的ケアが遂行できるか
もしれない。しかし、中堅以上の医療施設では
経営陣の理念だけではなく、他のスタッフ等、
様々な人間の思惑も絡み合い、医療機関全体に
よる救済活動は難しい面がある。
　次に、僧侶と医療機関の連携が可能であれば、



163　

ターミナルケアにおける真宗カウンセリングの現代的意義（藤井）

ターミナルケアがさらに有用なものになると考
えられる例を挙げておく。これは広島市にある
真宗本願寺派僧侶養成学校「真宗学寮」の理事
長、高松秀峰が死の不安を感じていた門徒に対
して行った説法の記録である。自坊の門徒が長
年寺の世話をし、聴聞もしてきたのに、自分に
は何も残っておらず、このまま死ぬのは怖しい
ので、病室での最期の説法を頼んだのである。
高松は臨終説法の経験もなく、上手く話す自信
もないまま、取りあえず普段聞かせてもらって
いる話をしようと不安一杯で病室に出向いて
行った。

僧侶であることによって私の心に立派なも
の、確かなものがあるように見えるかもし
れませんが、私には何もないんです。だか
ら阿弥陀さまは法蔵菩薩の時、大変なご苦
労をされました。五劫のあいだ何ももって
いない私を、もっていないままにさとりに
至らせる方法を考え抜き本願を建て、兆載
永劫の果てしない時期の修行により南無阿
弥陀仏となられました。ありとあらゆる徳
をその名にこめて「必ずすくう」と呼びか
けて続けてくださっています。私の心の受
け取り方などによって微塵も左右されない
確かなことです。私も何もないままにお浄
土に参られていただきます。何の心配も要
りません。大丈夫です」
別れ際に、嗚咽をもらしながら手を握りし
めて下さいました。(32)

　
　おそらく、説法の前に、門徒は不安な気持ち
を高松に訴え、その後に高松は阿弥陀仏の救い
の説法を説いたのであろう。さらに私も何もな
いまま浄土に参るので大丈夫だと安心感も与え
ている。これが僧侶、布教師の本来の使命では
ないか。高松は僧侶でありながら、終末期を迎
えている自坊の門徒の苦しい胸の内を傾聴する

カウンセラーの役割を果たし、その上で説法し
た。自身の体験の告白とともに対話の形の延長
としての説法で導く例もある。しかし現状では
そういう働きをしている僧侶は果たしてどれほ
どいるのであろうか。ビハーラ僧や僧侶に会い
に来てほしいと願う患者の多くは、むしろ初め
は苦しい胸の内を最初に僧侶に向かってはき出
し、その後、患者に法を説くことが重要になっ
てくるのではないか。このために、心理学や精
神分析という学問と宗教の間を結びつけるカウ
ンセリングが必要である。それゆえ学問と宗教
の知識を持ち、阿弥陀仏の本願によって無明が
晴れた体験を持つ真宗カウンセラーの存在は両
者の橋渡しになる。

おわりに

　心理学やカウンセリングは、人間同士の信頼
関係を築く中で、人生で起きる様々な出来事を
通して「心の問題」を改善するものであり、真
宗の観点からすれば「自力」（阿弥陀仏の救い
との邂逅を知らないか、果たされていない状
態）の域を超えられない。根本的な人間の苦悩
である病や死の問題の前ではどうすることもで
きない「いのち」の問題は、「無明の闇」を破り、
他力の信心を獲得することによって解決される
ものである。すなわち「他力」（阿弥陀仏の救
いとの邂逅を果たす）の領域である。患者の病
状が終末期であっても、ケアへのニーズは一人
一人異なる。身心の痛みや社会的問題が気にな
る人もあり、何よりも霊的な「いのち」の問題
が気になる人もある。西光はこの「いのち」の
問題の解決を求める段階に行きつくまでの段階
の役割がカウンセリングにあると捉えたのであ
ろう。西光が提唱した真宗カウンセリングは、
仏教で説かれる「生死を超える宗教的自己超越
体験」への導入という真宗の側面と、臨終まで
なくならない煩悩を抱えて生きる上で、その悩
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みや苦しみを聞くカウンセリングの二つの側面
を併せ持つものである。
　言い換えると、ターミナルケアにおける真宗
カウンセリングの果たす役割には、宗教者であ
るカウンセラーが、臨終が迫っている患者の内
面を聞き、その上で、その先の宗教的な救いが
必要な人には、カウンセリングとは別に僧侶や
布教師を引き合わせるということまでも含まれ
ている。したがって患者が阿弥陀仏に救われる
手前まで導ける熟練した真宗カウンセラーやビ
ハーラ僧の養成がターミナルケアにおいて急務
である。
　臨床宗教師の養成制度も始まり、ターミナル
ケアにおける宗教家の活躍が期待されつつある
昨今である。そんな中、西光の提唱した真宗カ
ウンセリングは、いまだ一枚岩でもなく、真宗
者があちらこちらのカウンセリングやビハーラ
のグループの中で試行錯誤を繰り返している段
階である。臨床心理士であり龍谷大学でも教鞭
を執る児玉龍治は次のように述べる。

仏教的カウンセリングは、現在のところま
だ確立されたものではありません。今後、
この仏教カウンセリングが、カウンセリン
グの形態として確立されていくことが大切
になると考えられます。そのためには、ビ
ハーラにおけるカウンセリングの実践の事
例を集め、それを分析していくことが大切
になると考えられます。(33)　　　

 
　ターミナルケアにおける真宗カウンセリング
は、ビハーラ等と協力体制を取り、今後ますま
す専門性を高め、実践形態を整備することが望
まれる。
　最後に茨城県で病院の副院長であり医師とし
てビハーラ活動をしている宮崎幸枝の言葉をこ
こに記して本稿を終えたい。

ビハーラとは死と真向きでいて「本当によ
かった」と霧が晴れる世界。一人居て独り
よろこべる世界。（平生業成）。思い残すこ
とがない、悔いの残らない往生浄土の御念
仏の白道、これを真の幸せ、真の安心のビ
ハーラと、ただそれだけであります。
　南無阿弥陀仏 (34)　

註

(1) 現在、真宗カウンセリングは、一対一、もしくは、
多数のエンカウンター・グループで行われる場合
がある。クライアントは真宗の信者のときと、そ
うでない場合がある。相談の内容は、真宗の信者
でも自身の死の解決などの宗教的相談のほかに、
一般のカウンセリングと同じ内容のときもある。
カウンセリングは人の行き来の少ない落ち着ける
場所でなされる。説法の後であるならば、寺の本
堂や庫裏で行われる。多人数が集まるときは市町
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