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1．「寄りそう」とは。 
□私の「心」と患者さんの「心」 
□「問われる」ということ。　 
□「共に」はどこで成り立つのか？ 
 
2．「向き合う」とは。 
2.1絶望をくぐる 
□「問題」を問う。 
□老病死のほんとうの問題 
 
2.2苦悩の意味 

1.「寄りそう」とは。 
50代の男性／ALS 
 
「あなたにはわからない」 



70代の男性／脳梗塞　寝たきり 

認知症 
「みないない　今一人」 

失語症 「さみしいだけ」 
患者さんに寄り添いたい。 
病と向き合いたい。 
 

誰と寄り添ってきたのか。 
何と向き合ってきたのか。 

私の「心」と患者さんの「心」 
私が見ていたもの。 

三人の王子と虎 
三人の王子が山に遊びに行った。 
山に行くと雌虎が飢え死にしそうになっていた… 
 

①「私」が課題を学ぶ　＜自然科学の姿勢＞ 
客観的な態度。医療者として何ができるか。 
→「私」の視野の範囲内の問い。われわれの客観性は、
対象の価値を位置づける枠組み（視野）自体を問えない。 
「ある立場」からの問い。Careする立場とされる立場。
ときに上から下。 
＜「問い」の不一致＞ 
 

① 

②「私」全体が問われる＜仏教の姿勢＞ 
問う「私」も、その「私」が問うている課題も。 
 
→問いそのものを問われる。問うている「私」の視野を問
われる。 
あなたならどうなのか？患者さんの「物語」を私の物語と
して聞く。 
立場をこえた問い。人間であるが故に求めることとは。 
＜「問い」の共有＞ 

知る「私」
（問う「私」） 

知られる課題 
（「私」が問うている課題） 

② 
我執(ātma-grāha) 法執(dharma-grāha) 

 能取(grāhaka) 所取(grāhya) 
分別(vikalpa) 

仏智　 
法(dharma)　 



私がさびしいとき、よその人は知らないの。 
金子みすゞ「さびしいとき」 

私がさびしいとき、お友達はわらうの。 
私がさびしいとき、お母さんはやさしいの。 
私がさびしいとき、仏さまは さびしいの。 

ほんとうに「寄りそう」とはどういうことか？ 

自分自身が問われていない 
「問題」がわかっているという思い込み 

「寄りそう」を障げるもの 

小慈小悲もなき身にて　 
有情利益は思うまじ　 
如来の願船いまさずは　 
苦海をいかでかわたるべき 
(親鸞『正像末和讃』) 

追求すればわかるという傲慢さ。 
 
→「自分の知恵の限界を知らされる」 
「自分の思惟を超えた事態を認める」 
それが人と人とを繋ぐのではないか。 
 
 
 
 
 
 

「あなたの気持ち、わかる」 
→「わからないから聞かせてください」 
 
 
 
 
 
 
 



「私が問われる」と言うこと抜きに、 
「共に」は成り立たない。 2.「向き合う」とは。 

̶2.1絶望をくぐる 
 

50代の女性／ALS 
病状説明のあとで。 
 
「どうせ死ぬなら殺してほしい。」 行為A 役割 目的 X X 

信頼 

仕事 
財産 
家族 
名誉 
… 

医師 
夫 
父 
… 

意味 
「何のために？」 「私とは何なのか？」 



自己 役割 
医師 

母 夫 

目的 一人の人間として 
何に悲しみ 
何を求めているのか。 

一人の人間となって 
それでも生きてゆけ
る道はあるのか。 

V・E・フランクル『夜と霧』 
「人間にとって最もつらい苦しみは、自分がな
ぜ悩み苦しんでいるのか、その理由が分からな
いことだ。」 
ニーチェ 
「苦悩そのものが問題なのではない。『何のた
めに苦悩するのか』という叫びに対する答えの
無いことが問題なのである」 

老･･･孤独 
病･･･不安、無力 
死･･･絶望 

生きる意味への疑いと喪失 
 

今まで頼りにしてきたものに対する疑い。 
喜ぶことも苦しむこともできない。 
生き生きと生きられない。 

積み重ねてきたものが崩れる。 
自分の思いが破れる 

苦悩の中を生きる道はあるか。 
「老病死」で崩れない「生きる意味」とは？ 
ほんとうに頼りになる、信じられるものは何か。
→「信仰」の問題 

2.「向き合う」とは。 
̶2.2苦悩の意味 
 



「生きているのがつらい」 

老人ホームの方とALSの患者さんの言葉 

「死を受け入れる」 
マイナス？ 
意味がない？ 

「生きているのがつらい」 
「死を受け入れられない」 

プラス？ 
意味がある？ 

そのことでその人が悲しんでいるとして、そ
の悲しみはないほうがよいと、死に直面し
ても歓びの日々である方がよいと、誰が評
価できようか。悲しいのは当たり前ではな
いか。それを「スピリチュアル・ペイン
（痛み）」というならば、痛いのが普通で
あって、ことさらその人に援助の手を伸べ
なければなどと思う方がスピリチュアルに思
い上がった姿勢であろう。」（清水哲郎
『医療現場に望む哲学』p. 153） 

アナトール・フランス『エピクロスの園』「賭博者」 



癡moha

死を受け入れられる 

無見 有見 

いい大学に入る 
いい就職先に入る 
いい業績を上げる 
仕事ができる 

食事ができる 
歩くことができる 

死を受け入れられない 

いい大学に入れない 
いい就職先に入れない 
いい業績を上げられない 
仕事ができない 

食事ができない 
歩くことができない 

こんな人生は意味がない こんな人生に意味がある 

貪rāga

瞋dveṣa

「いのち」の価値を二つに分けてみる 

老死苦jara ̄-maraṇa→生→有→取→渇愛taṃhā/tṛśnā(煩悩kilesa/kleśa)
 

十二因縁(十二支縁起)  
paṭicca-samuppāda/pratītya-samutpāda

→受→触→六処→名色→識→諸行→無明avijjā/avidyā

46. pheṇūpamaṃ kāyamimaṃ viditvā, marīcidhammaṃ 
abhisambudhāno.
chetvāna mārassa papupphakāni, adassanaṃ maccurājassa 
gacche.
47. pupphāni heva pacinantaṃ, byāsattamanasaṃ naraṃ.
suttaṃ gāmaṃ mahoghova, maccu ādāya gacchati.
48. pupphāni heva pacinantaṃ, byāsattamanasaṃ naraṃ.
atittaññeva kāmesu, antako kurute vasaṃ.（dhammapada） 
 
46. 泡のようなこの身であると知り、幻の本性に現にまさしく
目覚めた者は、悪魔の花の矢を断ちきり、死王に見られないと
ころにいくだろう。 
47. 花々を摘むことに熱中している人を、眠っている村を大き
な暴流が〔連れ去って行くように〕、死王が連れ去っていく。 
48. 花々を摘むことに熱中している人を、まだ欲が満たされて
いないにもかかわらず、死が支配する。 
 
 



看取りに関わられた家族、職員の声 
 
「看取りを終えた後の自分自身の精神的負担が
大きかった」 
「看取りがある度、もっとできることがあった
のではないかと感じ、無力感を感じる。」 

「幸せを願う心と、不幸を避けたいと思う心は
どちらもいのち（存在）の尊厳を見えなくす
る」 
 
 

渡辺和子『置かれた場所で咲きなさい』 

「宗教というものは、人生の穴
をふさぐためにあるのではなく、
その穴から、開くまでは見えな
かったものを見る恵みと勇気、
励ましをあたえてくれるもので
はないでしょうか。」 

私： 

心の穴が空いたままで生きられないこ
とを悲しむ。 
苦悩（マイナス）が苦悩（マイナス）
でしかないことを悲しむ。 

心の穴がふさげないことを悲しむ 

患者さん： 

→「存在」の悲しみ 
（「宿業共感の大地」曽我量深） 

→「私」の悲しみ 



Behaviours that promote contact with the stillborn infant 
were associated with worse outcome. Women who had 
held their stillborn infant were more depressed than those 
who only saw the infant, while those who did not see the 
infant were least likely to be depressed (13 of 33, 39%, vs 
three of 14, 21%, vs one of 17, 6%; p=0.03).  
死産の新生児と触れあうことを奨励する行動は、より悪
い結果に結びついた。死産の新生児を抱いた女性は、見
ただけの女性よりもうつ状態が重かった。一方、新生児
を見なかった女性は最もうつ状態が軽かった。 
(Hughes P, et al., Assessment of guidelines for good 
practice in psychosocial care of mothers after stillbirth: a 
cohort study. Lancet. 2002 Jul 13; 360(9327): 114-8.) 

かけがえのないたった一つの悲しみ 

「悲しむ」ということでしか 
　　　確かめられないことがある。 

	

能力が高いか低いか 
価値が高いか低いか 
楽しいか苦しいか 
→いつそれが崩れるだろうか、という不安 
→もはや崩れて依り所にならない。 
 
 
「ほんとうのこと」を求める。 
　生かし生かされているという事実。 
　能力や価値に左右されない存在の事実。 
→「ほんとうのこと」に触れて生きられる。　 



V・E・フランクル『夜と霧』 

ドストエフスキーの言葉 
「私は私の苦悩にふさわしくなくなると
いうことだけを恐れた。」 

V・E・フランクル『それでも人生にイエスという』 

「人間は楽しみのためにいきているので
はない」 

146. ko nu hāso kimānando, niccaṃ 
pajjalite sati. andhakārena onaddhā, 
padīpaṃ na gavesatha. (dammapada) 
「何の笑いがあろうか。何の歓びがあろ
うか？̶世間は常に燃え立っているのに
̶汝らは暗黒に覆われている。どうして
燈明を求めないのか？」 
(『ダンマパダ』第11章「老いること」) 

青年ゴータマの場合 

見老病死　 

悟世非常 

棄国財位 

入山学道 
(『大無量寿経』) 

四門出遊 

北門 

南門 

西門 東門 



老･･･孤独 
病･･･不安、無力 
死･･･絶望 

生きる意味への疑いと喪失 
 

今まで頼りにしてきたものに対する疑い。 
何にも喜べない。生き生きと生きられない。 

積み重ねてきたものが崩れる。 
自分の思いが破れる 

苦悩の中を生きる道はあるか。 
「老病死」で崩れない「生きる意味」とは？ 
ほんとうに頼りになる、信じられるものは何か。
道を求める＝生き方を求める 

積み重ねたものではない何か。 
自分の思いの中にない自分。 

生きる意味への信頼の回復 
 

菩薩 bodhi-sattva　 
　菩提 bodhi(目覚め)〔を求める〕 
　+薩埵 sattva(有情) 
 

出家pabbajjā　 
　　　　< pra√vraj, to go forth　前に進む) 

仏陀 buddha 　 
　　　<√budh(目が覚めるto wake, wake up, be awake) 
の過去受動分詞 
 
何に目覚めたか？ 
→老病死により奪われない人生の意味に目覚めた。 
もともとあった価値に気がつく。 
苦悩の真っ直中を生きる智慧。 
 

1．「寄り添う」とは。 
 
□われわれの客観性は、対象の価値を位置づける枠組み
（視点）自体を問えない。そこに私の「心」と患者さんの
「心」のすれ違いがある。 
□「問われる」ということから「共に生きる」歩みが始ま
る。 

まとめ 



2．「向き合う」とは。 
2.1絶望のくぐる 
 
□「問題」を問わなければならない。 
□われわれのほんとうの問いは、老病死の苦しみの奥にあ
る、生きる意味を失う苦しみをどう越えるかということで
はないか（根源的な苦しみ）。 
□個別の苦しみはどこまでもわかりえない。人間としての
苦しみに向き合うことにおいて、ほんとうの意味で「寄り
そう」ということが成り立つのではないか。 

まとめ 

2.2苦悩の意味 
 
□プラス・マイナスを求めることの「空しさ」「苦悩」 
□縁起の観察　苦しみの原因は渇愛、識（分別）、無明に
ある 
□人生を有見・無見（プラス・マイナス）の二つに分別し、
有見を貪り、無見に瞋るところに苦しみ、迷いの原因があ
る。 
□この苦しみは人間にとって根源的な苦しみであり根が深
い。したがってそれを無くそうとするところに、どこかに
「ごまかし」が入る。 

まとめ 

2.2苦悩の意味 
 
□その苦悩が不幸なのではなく、苦悩を苦悩としか見るこ
とができない世の中を生きなければならない、苦悩の意味
を確かめる場所がないことが不幸なのではないか。苦悩の
なかに人間のほんとうの姿、実存がある。 
 
□苦悩を無いことにするのではなく、苦悩の意味を共に確
かめられる場所（「宿業共感の大地」）、自分の決めたプ
ラスマイナスに関わらない「存在」の尊厳に触れていける
場所（浄土、聞法の場所、僧伽）、その存在の尊厳に気づ
いてほしいという心（本願、仏の心）、触れたいと思う心
が起こってくること（欲生心）、それを成り立たせること
ば（法）を大事にする場所が必要ではないか。 

まとめ 

三宝（仏法僧）に帰依する 
 
!"#$%& '()& *+$,-./।　buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 
#.$.& '()& *+$,-./।　dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 
'0$1& '()& *+$,-./।　saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 

実存、真実（在）の 
　人格的な現れ　仏 buddha 
　言語的な現れ　法 dhamma(dharma) 
　社会的な現れ　僧 saṅgha(saṃgha)  
 


