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大会長挨拶                                                
 

日本グリーフ＆ビリーブメント学会第４回学術大会開催にあたって 

 
 日本グリーフ＆ビリーブメント学会第 4 回学術大会にお申込みいただき、誠にありがとうございます。紙面上

ではございますが、御礼申し上げます。 
 さて、2019 年 12 月に中国の湖北省武漢で確認された新型コロナウイルスが世界的に猛威を振るい、感染者数

は 3 億人を超えました。わが国でも感染者は 190 万人を超え、亡くなられた方は 1 万 8449 人（2022 年 1 月 17
日現在、クルーズ船含む）となりました。新型コロナウイルス感染症により、看取り、葬儀、遺族へのインフォ

ーマルサポート等、様々なことが大きく変化しました。このような時だからこそ英知を結集し、グリーフ＆ビリ

ーブメントについての議論の場を設けることが、学会としての役割であると考えております。 
 第 4 回学術大会は、オンデマンド配信となりましたが、学術的な知見と最先端の実践の両面から、講演、シン

ポジウムを企画しました。 
 特別講演Ⅰの島薗進先生は、「グリーフケアを文化の側面から考える」ということで、歴史、宗教、文化と幅広

い側面から、死生学、グリーフケアについて講演いただきました。特別講演Ⅱの田村恵子先生は、がん看護専門

看護師のパイオニアです。実践と理論に基づいたグリーフケアについてお話しいただきました。 
 シンポジウム 1 は継続して行っております「悲嘆研究の Up to Date」です。悲嘆研究の最新の動向をご視聴く

ださい。シンポジウム 2 は、「突然の死別におけるグリーフ」です。救急医療現場、事件・事故・災害等を扱う警

察の現場、COVID-19 の最新のグリーフケアに関する研究等、多彩な内容となっています。シンポジウム 3 は、

「がんによる死別のグリーフ」です。専門家の取組と研究について視聴いただけると思います。シンポジウム 4
は、「遺族ケアを行うときに知っておきたいこと」です。グリーフケア実践の専門家の方にご登壇いただき、ご議

論いただきました。 
 すべて内容の濃いものとなっております。一般演題も含めて、どうぞすべての動画をご視聴いただきますよう

お願いいたします。 2 月末にアンケートをお送りします。今後の学会運営の参考にさせていただきますので、

ぜひご回答いただきますよう、重ねてお願いいたします。 
 日本グリーフ＆ビリーブメント学会は、毎年、最新の研究や実践を取り上げ、学術大会を開催しています。会

員には、ニューズレターや学会誌の発送を行っております。会員専用のホームページからも閲覧可能です。非会

員の方は、この機にぜひご入会をご検討いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 
 

第４回学術大会長 
黒川雅代子（龍谷大学短期大学部） 
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第４回学術大会プログラム                                   

【大会長講演】 
「コロナ禍における遺族会の活動とネットワークの必要性」 

座長： 多田羅竜平（大阪市立総合医療センター緩和医療科・緩和ケアセンター／部長）  
演者： 黒川雅代子（龍谷大学短期大学部／教授）  

 
【特別講演Ⅰ】 
「グリーフケアを文化の側面から考える」 

座長： 大西秀樹（埼玉医科大学国際医療センター精神腫瘍科／教授） 
演者： 島薗進（上智大学グリーフケア研究所／所長） 

 
【特別講演Ⅱ】 
 「大切な人を亡くされた遺族のグリーフケア－がん看護専門看護師の思考と実践－」 

座長： 黒川雅代子（龍谷大学短期大学部／教授） 
演者： 田村恵子（京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻／教授、がん看護専門看護師） 

 
【シンポジウム】 
シンポジウム 1  悲嘆研究の Up to Date 

座長： 坂口幸弘（関西学院大学人間福祉学部／教授） 
 川島大輔（中京大学心理学部／教授） 
演者： 浅井真理子（日本医科大学医療心理学教室／准教授） 
 田中英三郎（ヨルダン保健省、JICA ヨルダン事務所／精神保健政策アドバイザー） 
 嶋田和貴（京都大学医学部付属病院緩和医療科・緩和ケアセンター） 

シンポジウム 2  突然の死別におけるグリーフ 
座長： 村上典子（神戸赤十字病院心療内科／部長） 
演者： 伊東由康（兵庫県立大学看護学部／助教） 
 保崎恵理子（京都府警察本部／臨床心理士） 
 瀬藤乃理子（福島県立医科大学 災害こころの医学講座／准教授） 

シンポジウム 3 がんによる死別のグリーフ 
座長： 石田真弓（埼玉医科大学国際医療センター精神腫瘍科／准教授） 
演者： 大西秀樹（埼玉医科大学国際医療センター精神腫瘍科／教授） 
 四宮敏章（奈良県立医科大学附属病院 緩和ケアセンター長／教授） 
 水谷綾（公益社団法人 こどものホスピスプロジェクト（TSURUMI こどもホスピス）／ゼネラルマネージャー） 

シンポジウム 4 遺族ケアを行うときに知っておきたいこと 
座長： 米虫圭子（京都産業大学学生相談室／主任カウンセラー、臨床心理士） 
演者： 滑川明男（NPO 法人仙台グリーフケア研究会／理事長、せんだい G&A クリニック院長） 
 橋爪謙一郎（一般社団法人グリーフサポート研究所／代表理事） 
 生田かおる（横浜国立大学保健管理センター／臨床心理士、横浜カウンセリングオフィス R＆B 主宰） 
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参加される皆様への注意事項                                             

 
・本大会の配信データの著作権は、各演者に帰属しています。そのため、ホームページ上での参加登録の際、 
 ご参加の皆様には、下記の事項を誓約していただきます。 

① 配信画面の撮影・録画や加工・二次使用、インターネット等への掲載を行わないことを誓約します。 
② そのような行為が判明した場合には、学会のどのような処分にも従います。 
なお、誓約に反して①の行為が発覚した場合には、損害賠償請求などのトラブルが生じる場合がございます

ので、十分にご注意ください。 
・本大会参加用の URL、ID、パスワード等の情報は、他者に見せたり、渡したり、インターネットや SNS 等に

掲載したりすることがないようお願いいたします。 
・本大会の配信データを聴講する際は、正規の手続きをした本人のみが聴講し、正規の手段以外によって URL
や ID 等を取得した者の聴講は、固くお断りいたします。 

・本学会の講演・発表において取り上げられた事例につきましては、くれぐれも個人情報保護を遵守いただきま

すようお願い申し上げます。 
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第 4 回学術大会に関するお問い合わせ                               

 
・第 4 回学術大会期間中(2 月 1 日～2 月 28 日)のお問い合わせは下記のメールアドレスにご連絡ください。 
   【学術大会についてのお問合せメールアドレス】 4taikai@js-gb.com 
     
    ※ 「氏名、所属、連絡先電話番号、会員か非会員か」を必ず明記してください。 
    ※ 学術大会関係以外のお問い合わせはホームページからお願いいたします。 
 
 
 
 

次回学術大会のお知らせ                                         

 

・ 大会名：日本グリーフ＆ビリーブメント学会第 5 回学術大会 
・ テーマ：「いま、私たちができること－グリーフケアの持続的な発展のために－」 
・ 会 長：大西秀樹（埼玉医科大学国際医療センター精神腫瘍科／教授） 
・ 会 期（予定）：2023 年 2～3 月頃 

 ※会期・開催方法については、2022 年の秋頃、ホームページにてご確認ください。 
 
 
 
 

グリーフ＆ビリーブメント学会事務局からのお知らせ                                                                             

 
【事務局への連絡に関するお願い】 

＜会員のみなさま＞ 

会員の方の学会事務局へのお問い合わせや会員登録情報の変更などは、「メール」にてお願いいたします。 
会員用メールアドレスは gb-jimu@js-gb.com です。その際、メールの件名に、会員番号と氏名を明記して

ください。特に携帯電話やスマートフォンからのご連絡の場合、パソコンからのメールに対して拒否設定になっ

ていると返信ができませんので、ご注意ください。 
 
＜非会員のみなさま＞ 

非会員の方は、学会ホームページの「お問い合わせフォーム」からお問い合わせください。 
入会申し込みも、サイトから行うことができます。 
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指定演題 

 

►講演 

►シンポジウム 

         

 



- 7 - 
 

大会長講演 「コロナ禍における遺族会の活動とネットワークの必要性」      

黒川雅代子 

龍谷大学短期大学部 

 
1994 年より遺族会に関わり、気が付けば四半世紀を超えていた。遺族会に関わることで、グリーフケアやセ

ルフヘルプグループの活動や運営を勉強することになった。 
高松（2004）は、セルフヘルプグループがもつメッセージとして、「あなたは一人ではない あなたはあなた

のままでいい あなたには力がある」と述べている。遺族会の開催意義はここに集約されると考えている。当事

者同士の語り合いにより、受容・共感を得ることで、孤立感を緩和し、喪失に向き合うための力を得ることを目

指す。悲しみ方に正解も間違いもない。あなたはあなたのままでいいというメッセージはまさにそれを表してい

る。遺族会からのメッセージをどのように受け取るかは、参加者に委ねたいと思うが、少しでも上記のメッセー

ジが発信出来たらと考えている。 
現在コロナ禍において、遺族会の開催が危ぶまれている。感染拡大によって対面での開催が困難となった。オ

ンライン開催に切り替えることができた会もあったが、参加者が高齢の方が多い会は、休会せざるを得なかった。

2011 年 10 月に発足した関西遺族会ネットワークでは、関西の遺族会の開催状況調査を実施し、共有したり、オ

ンライン、対面開催の知恵を共有するための情報交換会を開催したりした。また、遺族会に対して、新型コロナ

ウイルス感染症の方の受け入れ状況の確認を行うとともに、関西遺族会ネットワークでも新型コロナウイルス感

染症の方のみが参加する遺族会を開催した。 
平時はもとより、コロナ禍においても、ネットワークの重要性は大きいと考える。関西遺族会ネットワーク設

立から 10 年が経過した。このネットワークを全国へと波及すべく、多くの人たちの理解を得るために活動して

いきたい。 
 
文献） 
高松里.（2004）.セルフヘルプ・グループとサポート・グループ実施ガイド.金剛出版 
Robert A. Neimeyer（2001）/富田拓郎, 菊池安希子監訳（2007）.喪失と悲嘆の心理療法.金剛出版 p.71 
 
 
 
 
 
 
 
略 歴 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
龍谷大学短期大学部教授 博士（人間福祉） 関西学院大学大学院人間福祉研究科博士課程後期課程修了 
一般社団法人日本グリーフ＆ビリーブメント学会理事  一般社団法人日本 DMORT 理事 
遺族会ミトラ代表  関西遺族会ネットワーク代表  京都府警察被害者等支援アドバイザー 
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特別講演Ⅰ 「グリーフケアを文化の側面から考える」                    

島薗進 

上智大学グリーフケア研究所／所長  

 
 医療や心理の専門家によるグリーフケアの発展が目ざましいが、実際に悲嘆に暮れる人のケアが行われている

場面はそれに限らない。専門家ではない立場からグリーフケアについて学びたいという人が多数生じている。グ

リーフケアを生活場面の事柄として受け止めている人も少なくない。 
 新型コロナウイルス感染症の流行状況でも、遺族を慰めるための通常の儀礼や習俗が機能しないことを辛く感

じる遺族は少なくなかった。それにかわるものを何とか行いたいと考える人たちもいた。悲しみをともにするア

ートが人々の心を癒すことは多いが、それを試みようとする人々もいた。集合的な追悼の集いが行われ、多くの

人の関心を集めた国も少なくなかった。 
 グリーフケアには集合的な次元がある。大きな事故や災害は、集合的な悲嘆とグリーフケアのあり方を問う機

会となる。東日本大震災後の東北地方では、死者との交流の語りが大きな意義をもった。宗教者がそのような悲

嘆の分かち合いの場に立ち会う試みが注目されもした。それは、臨床宗教師の運動が起こる一つのきっかけうに

なった。広範囲の人々が慰霊・追悼の文化を省みる機会ともなった。 
 悲嘆を分かち合う文化の後退を考察したジョフリー・ゴーラーの『死と悲しみの社会学』の視点をさらに拡充

し、変化する社会と文化のなかでどのようにグリーフケアが行われているかを考え、グリーフケアの文化を更新

していくことも必要だろう。実際、そのようなことがさまざまに行われている。 
 それはまた、なぜグリーフケアを自らの課題と意識する人が増えてきているのかを考えることにも通じる。か

つてのような社会的文化的装置が後退している状況について捉え返し、市民社会がどのようにそれに応じていけ

るのかを考えることも意義あることだろう。コミュニティにおける健康を重視する社会は、自ずから悲嘆とグリ

ーフケアの文化的次元に関心を寄せる社会でもある。 
 
 
島薗進プロフィール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
しまぞのすすむ。上智大学グリーフケア研究所所長。東京大学名誉教授。大正大学客員教授。1948 年東京生ま

れ。東京大学卒。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。筑波大学哲学思想学系研究員、東

京外国語大学助手・助教授を経て、東京大学大学院人文社会系研究科宗教学宗教史学専攻教授、上智大学大学

院実践宗教学研究科教授。専門は近代日本宗教史、宗教理論、死生学、生命倫理。 
 
主要業績 

著書：『現代救済宗教論』（1992 年）、『精神世界のゆくえ』（1996 年）、『宗教学の名著３０』（2008 年）、『国家

神道と日本人』（2010 年）、『日本人の死生観を読む』（2012 年）、『日本仏教の社会倫理』（2013 年）、『いのち

を“つくって”もいいですか』（2016 年）、『宗教ってなんだろう？』（2017 年）、『神聖天皇のゆくえ』（筑摩書

房、2019 年）、『明治大帝の誕生』（春秋社、2019 年）、『ともに悲嘆を生きる』（2019 年）、『新宗教を問う』

（2020 年）など。  
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特別講演Ⅱ 「大切な人を亡くされた遺族のグリーフケア－がん看護専門看護師の思考と実践」 

田村 恵子 

京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻／教授、がん看護専門看護師 

 
 私は 1989 年春より、淀川キリスト教病院ホスピス（以下、ホスピス）で看護師として勤務を始めました。ホ

スピスでは、既に、開設当初より遺族と共に思い出を語る会（家族会）を年 1 回開催していました。ホスピスケ

ア初心者の私は、遺族ケアはホスピスケアの一部分であり、欠くことのできないケアであるとの考えを持つよう

になりました。例年、家族会の開催時期が近づくとワーキンググループを結成し、そのメンバーが中心となって

準備を進め、当日の運営を行いました。本務の合間を縫っての準備は決して楽ではありませんでしたが、当日参

加された遺族との語らいは、我々にとり日々のケアを振り返る絶好の機会であり、明日のケアに向かうための力

となりました。こうした経験が、現在、私が実践している遺族のグリーフケアの礎となっています。 
本講演では、はじめに、上述した遺族ケアとの出会いを踏まえて、その後、米国の病院研修で参加した予期悲

嘆のケア、さらに、ホスピスにおける死別ケアの取り組みについて概要を説明します。これらの経験を通して、

私は遺族の喪失に伴う悲しみの深さを知り、この悲しみは一生忘れることができない感情であることに気づきま

した。うわべだけの保証は決して相手には届かず、忍耐強く一生懸命に語りを聴くことが大切であることを学び

ました。次に、よく耳にする遺族の語りを紹介します。参加者の多くは遺族ケアに関心をお持ちだと思いますの

で、こうした語りを既にお聞きになっていると思いますが、改めて、ご一緒に語りを味わいたいと思います。遺

族の語り、遺族の悲しみに思い馳せ、寄り添うことについて考えてみましょう。続いて、私が実践しているグリ

ーフケアのポイントを遺族の語りを支えること、遺族が抱える課題を解決するための糸口を提供することの 2 つ

の視点から解説します。最後に、患者を失う悲しみは家族だけでなく、最期までケアを続ける医療者も同様に経

験します。これまでは、医療者の悲しみや辛さについては不問に付されてきましたが、より良いエンド・オブ・

ライフケアの実践には、医療者のグリーフケアも欠くことはできません。 
本講演が、遺族のグリーフケアの実践に、そして家族にかかわる際の大切な姿勢として役立つことを願ってい

ます。 
 
 
 
 
 
略 歴 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
1996 年聖路加看護大学大学院看護学研究科修了。2006 年大阪大学大学院医学系研究科修了（医学博士）。緩和

ケアの草分けである大阪市・淀川キリスト教病院で 27 年間務め、2008 年にはその姿がＮＨＫ「プロフェッショ

ナル仕事の流儀」で放映される。2014 年 1 月より現職。2015 年 7 月より、がん患者と家族、市民が対話を重ね

て生きる知恵を育む市民活動「ともいき京都」を開始し、互いに支え合うケアリングコミュニティの創成を目指

している。コロナ感染症の蔓延に伴って活動のオンライン化を図り、現在も活動を継続している。 
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シンポジウム 1「悲嘆研究の Up to Date」                                

１． 行動活性化療法を用いた遺族の抑うつ軽減プログラムの開発      

浅井真理子 （日本医科大学医療心理学教室） 

 

本シンポジウム「悲嘆研究の Up to Date」の話題提供として、我々が対面で計画した行動活性化療法を用いた抑

うつ軽減プログラムの開発研究が昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大によって実施困難となり、オンライン実施

を追加して再開したのでご紹介したい。 

これまでに我々は配偶者をがんで亡くした 821 名を対象にした実態調査を国立がん研究センターで行い、悲嘆に

対しては死別後の対処行動が最大の関連要因であること、死別後の対処行動のパターンは「気そらし焦点型」、「絆の

保持焦点型」、「全般対処型」の三つに分類され、この中で抑うつ等の精神医学的障害リスクが高いのは「絆の保持焦

点型」のみであることを報告してきた。 

これらの研究結果を踏まえた介入研究としては、行動に焦点を当てたアプローチとしてがん患者の抑うつ軽減に有

用である行動活性化療法を用いた支援プログラムを遺族に適用し有用性を検討することとした。抑うつと不安の症状

はプログラム前後で減少傾向が認められ、今後は対象者数を増やして検討を続ける。またオンラインによる試行では、

自室から参加できるといった利点と同時に、抑うつ悪化への対応といった課題も見出された。さらに遺族支援プログ

ラムとしては、死別後の二重過程モデルや対処行動パターンといった悲嘆に特化した心理教育の追加も有用であるこ

とが示唆された。 
 
 
 
 
 
 

２． 複雑性悲嘆の症候学―自然な悲嘆反応と複雑化した悲嘆反応の境界に関して     

田中英三郎 （JICA ヨルダン事務所／ヨルダン保健省） 

 

死別と悲嘆が遺族の精神健康に与える影響は研究の途上である。2013 年に改訂された DSM-5 では、持続性複雑死

別障害という臨床単位が新たに検討すべき課題として取り上げられた。2018 年に発表された ICD-11 では遷延性悲嘆

症（prolonged grief disorder）として正式な医学診断に組み込まれ、遷延し複雑化した悲嘆反応の臨床的意義が注目

を集めるようになってきた（以下、この臨床状態を複雑性悲嘆と呼ぶ）。本発表では、国際的な診断基準に基づく複雑

性悲嘆の症候学を概説する。また、発表者は複雑性悲嘆の概念が日本の保健医療心理福祉関係者にどのように受け止

められ、どういった方法での支援が望まれるのかを明らかにするため、予備的社会調査を実施した。方法は Web によ

る横断調査で、急性悲嘆と遷延した悲嘆の 2 つの架空事例を読んで、どのような心理状態と考えるか、必要な心理支

援は何かについて尋ねた。さらに、複雑性悲嘆に対する参加者の考えとして、正式な医学診断に組み入れることの是

非も尋ねた。結果、参加者（108 名）の多くが、急性悲嘆の事例を自然な悲嘆反応と考え、遷延した悲嘆の事例を病的

な悲嘆反応と考えていた。遷延した悲嘆の事例の方が急性悲嘆の事例よりも、医療的介入や専門的心理療法が必要と

考えられていた。また、複雑性悲嘆が医学診断に組み入れられることは、誤診の危険性を危惧しつつもおおむね肯定

的に捉えられていた。予備的な結果ではあるが、保健医療心理関係者の間で複雑性悲嘆の概念が受け入れられており、

その支援の必要性が認識されていることが明らかになった。 
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３.  死別が遺族に与える肯定的影響について 

嶋田和貴 （京都大学医学部附属病院 緩和医療科・緩和ケアセンター 特定講師） 

【目的】 

死別の肯定的影響は“Posttraumatic Growth（PTG，外傷体験後成長）”と呼ばれるが，その調査は少ない．本研究

は，死別という外傷体験後の遺族の特徴を明らかにすることを目的とし，日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団研究

事業『遺族によるホスピス・緩和ケアの質の評価に関する研究 J-HOPE IV』の付帯研究として行った． 

【方法】 

PTG の評価で頻用される Posttraumatic Growth Inventory の拡張版の Extended Version of the PTGI-Japanese

（PTGI-X-J，日本語版−PTGI 拡張版）を使用し，死別後で新しく始めたことがある場合には，その具体的な内容を

選択式と自由記載の併用で質問した． 

【結果】 

緩和ケア病棟で看取りを経験した 1,055 名の遺族に質問紙を送付し，本研究の選択式の質問のいずれにも欠損を含

まない回答数は 259 名（有効回答率 24.5％）であり，対象とした．死別を心理的外傷体験と答えた遺族は 81.8％で，

遺族の学歴，補完代替療法としての食事療法の活用，患者にとってホスピス・緩和ケア病棟での療養に楽しみがあっ

たことと PTG の関連性が示唆された． 

【考察】 

PTG とは個人内における一種の“学び”の過程で，温かく安心できるホスピス・緩和ケア病棟の体験は時間や場所を

超えて遺族を育むきっかけになるかもしれない． 
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シンポジウム 2「突然の死別におけるグリーフ」                                

１． 救急医療現場における突然の死別とグリーフ 

伊東由康（兵庫県立大学看護学部） 

 

救急医療現場における患者の死の形態は，健康な状態から急激に死に至る予期せぬ「突然の死」であることが多

く，遺族においては突然の死別を体験することとなる。演者はこれまで救命救急センターで看護師として勤務し，こ

のような死別を体験する多くの遺族と接してきた。当然，救急医療現場においても遺族の体験するグリーフは多様で

あるが，突然の死別においては「私が…さえしていれば」「私のせいで」といった形で表現される「罪悪感」を体験

する遺族が多い。医学的知見からみれば，患者の死を予期し，回避させることは極めて困難である場合が多く，遺族

に責任が課せられるようなことはない。しかし，遺族は自らを責め，自分自身の責任として患者の死の意味を見出

し，死の事実を理知的に認めていこうとしているようにもみえる。一方，「即死ってことは，せめて苦しまずに亡く

なったんでしょうか？」など，せめてもの救いを探求し，患者の死における肯定的な意味を見出すことで死の事実を

認め，ある種の納得を示す者も少なからず存在する。 

シンポジウムでは，このような遺族に対し，救急医療現場の医療従事者に求められるグリーフケアとは何であるの

かについて，演者の実践経験と研究による知見を踏まえ検討していく。 

 
 

 

 

 

 
２． 警察における犯罪被害者遺族への支援について 

保﨑恵理子（京都府警察本部警務部厚生課健康管理センター） 

 

犯罪被害者遺族は、家族が犯罪被害により亡くなったと知ったその時から、刑事手続への協力、マスコミ対応、心

身の不調、経済的困窮、人間関係の変化など、様々な困難に直面する。警察では、遺族が置かれているこのような状

況に配慮し、捜査活動の開始と同時に、遺族に対して、各種支援制度の説明、捜査活動時の付添い、マスコミ対策、

部内カウンセラーの派遣等、様々な支援活動が行われている。 

警察は、被害の届け出、被疑者の検挙などを通じ、犯罪被害者等と最も密接に関わる機関であり、被害者等の精神

的、経済的な負担の軽減を図るための各種支援制度を整備し、犯罪被害者支援に組織的な取組が行われている。ま

た、平成 16 年に成立した犯罪被害者等基本法では、被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を送ることが

できるようになるまでの間、必要な支援が途切れなく行われることが基本理念のひとつとなっており、被害後間もな

い時期から被害者等と関わる警察が行う初期的支援の重要性は高まっている。 

本シンポジウムでは、犯罪被害者遺族への支援活動を紹介し、その意義や課題について検討したいと考えている。 
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３． COVID-19 パンデミックにおける死別の支援 

瀬藤乃理子（福島県立医科大学医学部 災害こころの医学講座） 

 

 演者らは COVID-19 パンデミック以降、この状況で大切な人を亡くされた遺族のためのリーフレット１）を作成し、

2020 年 8 月までに報告された海外の文献を、本学会の学会誌創刊号にレビューとしてまとめた２）。本発表では、その

レビュー以降に発表された論文を中心に、COVID-19 パンデミックにおける死別の支援に関する知見や推奨事項を紹

介する。 

 具体的には、COVID-19 による死別に対して、「あいまいな喪失」や「公認されない悲嘆」という認識、そのような

混沌とした多くの喪失の中で起こっているという認識をもつこと、このような死別を経験した遺族には、特に悲嘆の

遷延化や複雑化の危険性に留意すること、今後は遺族の語りや経験に基づいた公衆衛生的な取り組みや支援方法の工

夫が重要となること、そして、パンデミック中の遺族支援では、医療従事者の配慮や社会的ネットワークが極めて重

要な役割を果たすことを述べる。利益相反はない。 

 
【参考】 

１） 新型コロナウイルス感染症流行下の遺族支援リーフレット 

① 家族や遺族の助けになること、 

② 遺族の方へのメッセージ 

③ 死別を体験した子どもたちを支えるために 

JDGS ホームページ https://jdgs.jp/information03/ 

２）瀬藤，坂口、村上他：新型コロナウイルス感染症パンデミック下における死別の支援、グリーフ＆ビリーブメン

ト研究創刊号 3－11、2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://jdgs.jp/information03/
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シンポジウム３「がんによる死別のグリーフ」                       

 

１． がんにおける死別のグリーフで知っておきたいこと 

大西秀樹（埼玉医科大学国際医療センター） 

 

死別は人生における最大のストレスであり、遺族の心身に様々な影響が生じる。例として、日常生活面では QOL

低下、身体面では死亡率上昇、精神面ではうつ病罹患率および自殺率の上昇等があり、社会面では対人関係の変化な

どがある。したがって、援助を求めている遺族には必要に応じたケアが提供されるべきである。しかし、遺族ケアの

提供は進んでいない。 

我々のセンターでは、これら現状を踏まえ、がん患者遺族のための「遺族外来」をわが国で先駆けて 2007 年に設

置し、遺族が抱える苦悩や問題点の解消につとめてきた。 

死別当初は喪失感、孤独感に苛まれていることが多いが、面談を重ねる間に新しい生き方を模索してゆけるように

なる。これは再構成という概念であるが、そこに至るまでの時間や経過は様々である。経過を通して、心的外傷後成

長を得たと思える遺族もある。注意すべき点として、遺族の多くが周囲の人からの良かれと思って発した言葉によっ

て辛い思いをしている。これらは“役に立たない援助”と呼ばれている。このことは、死別に関する基本知識なしに遺

族援助を行うことが危険であることを示している。 

当日は、当センター「遺族外来」における診療活動から遺族ケアについて解説したい。 
 
 

 

 
２． 遺族ケアの立場からみた ACP 

四宮敏章 （奈良県立医科大学附属病院 緩和ケアセンター） 

 

アドバンス・ケア・プラニング（ACP)とは、今後の治療・療養について、患者・家族と医療従事者があらかじめ話

し合う自発的なプロセスと言われ、日本においても「人生会議」いうネーミングで、医療者を中心に啓発・浸透に向

けた活動が盛んである。 

そのメリットとして、患者のコントロール感が高まる、代理決定者－医師間のコミュニケーションが改善する、よ

り患者の意思が尊重され、患者と家族の満足度が向上し、遺族の不安・抑うつが減少などのメリットがあると言われ

ている一方、患者・家族にとって、つらい体験になる可能性があり、すべての患者に適応することは難しく、イギリ

スの研究では実施が 35％程度であるとの報告もある。 

 一方、私どもが行っている遺族外来では、大事な人を亡くされた遺族は、しばしば、「後悔」を口にする。「本人の

ためと思って行った鎮静が寿命を縮めたのでは。」「本人の望んだ在宅ケアで十分な医療が受けられなかったのでは。」

など、長い間、思いを抱いている遺族も少なくない。 

 ACP は自己決定支援であり、患者の思い、希望を大事にすることは当然である。しかしそのことを重視するあま

り、家族の隠された本当の思いが汲み取れていないケースもあるのではないだろうか。 

本発表では事例をもとに、いずれ遺族になるであろう家族にとっても幸せになる ACP と何かについて、デイスカッ

ションしていきたい。 
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３． あり続ける、ともにつくる～こどもホスピスのビリーブメントケアの形 

水谷綾 （公益社団法人こどものホスピスプロジェクト（TSURUMI こどもホスピス） 

 

2016 年、大阪市鶴見緑地にオープンした TSURUMI こどもホスピスは、命が限られる、もしくは、生命予後の相

当厳しい病気の子どもと家族を地域の中で支える取り組みである。ある日突然、理不尽に突きつけられる現実と隣り

合わせの日々は、子ども本人とご家族の苦悩ははかりしれない。そんな子どもの限られた時間を充実させ、少しでも

多くの子どもの可能性を、保護者や医療と連携しながら切り拓く、地域で支える小児緩和ケアを実践している。 

開設から５年、35 人の子ども達が旅立っていった。TCH のビリーブメントケアは、一人ひとりを “友”として大切

に想い続ける、そんな有り様そのものを言う。当団体のホームページにて、このように記している。 

「TSURUMI こどもホスピスでは、子どもを亡くされたご家族が望み続ける限り、関係は続いていきます。特別に

用意したビリーブメントプログラムはありません。（中略）その子が旅立った後も、その子の友であり続けたい。いつ

でもその子のことを想う“自由”と、いつまでも慈しみ続ける“温かさ”と、そして、何より、出会った子どもたちや、こ

れから出会う子どもたちにとっての“希望”の存在になれるように…。（後略）」 

5 年間歩んできた中で、ご遺族の心の揺らぎに寄り添うこととは、友としてとは、ホスピスに必要とされていること

とは…。生前の関わりから死別後の過程を見てきた中で、子どもを亡くした遺族に寄り添うとはどういうことか…を

改めて考える。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 16 - 
 

シンポジウム 4「遺族ケアを行うときに知っておきたいこと」                       

 

１． グリーフケアの担い手の心得  

滑川明男（NPO 法人仙台グリーフケア研究会、せんだい G&A クリニック） 

 

グリーフケアの実践としての「わかちあいの会」と普及・啓発活動としての「グリーフケアの担い手養成講座」を通

してグリーフケアの担い手の心得として意識すべきことを紹介する。グリーフは病気ではなく、喪失に対する自然で

健全な反応である。従ってグリーフケアの目標はグリーフを無くすることではなく、グリーフを抱えてその後の人生

を生きることを支えること。グリーフは個別的で代われない。 

グリーフケアの担い手として重要なキーワードは「自分を知る」ということ。グリーフに接して、自分の中で何が起

こっているのかを知ることが重要。そこから、自分のグリーフと相手のグリーフを区別して関わることを意識する。

また、種々の知識を学び様々なグリーフの事例に接し、その都度自分をモニターし、その場で求められる関わり方や

距離感を判断する。その様な訓練が重要である。 

人はグリーフで苦しい状態から抜け出るための答えを求めるが、その答えは支援者の中にはない。答えはグリーフ

を抱える本人の中にある。担い手はグリーフケアを学び、グリーフを抱える人に何も出来ないことを自覚しつつ、わ

かちあいの会の輪の中に座っていられる自分になることを目指す。 

わかちあいの会などグリーフケアの現場で、グリーフを学ばせてもらうという姿勢が重要である。グリーフケアの

現場は、人生を学ぶ貴重な場であると意識を持ち合わせてもらいたい。 
 

 

 

２． 遺族ケアをする人に何が必要か？ 

橋爪謙一郎（一般社団法人グリーフサポート研究所） 

 

グリーフサポートの担い手を育成してきた中で大事にしている、「グリーフサポートのための 3 つの柱」について

説明します。 

① グリーフサポートマインド 

グリーフサポートの土台とも言えます。ご遺族が何を求めているのか、どんなサポートしてほしいのか、サポー

トする人が答えを持っているのではなく、答えを持っているのはご遺族であることを忘れず、ご遺族のペースに合

わせて伴走するために「ヨコ」の位置で寄り添うことが大切です。 

② グリーフの専門知識とスキル 

死別を始めとする喪失を体験した人の中には、自分がおかしくなってしまったのではないかと感じている人が多

く、人それぞれの状態を理解するために、グリーフの専門知識が必要になります。また、ご遺族に気持ちや感情を

表出してもらう時には、コミュニケーションスキルや、カウンセリングスキルを身につけることで、ご遺族との間

で信頼関係を構築できるようになります。 

③ セルフケア 

ご遺族に寄り添い続けていると、相手の感情を抱え込み「燃え尽き」状態になってしまいます。セルフケアは、

単なるリラクゼーションだけではなく、一人で全てを抱えこまないよう、連携するためのネットワークを作り、さ

らに継続的に学習を続けて自分自身をアップデートしていく習慣を身につける必要があります。 
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３． 言葉にならないものに光をあてること～「人生の木」を用いたグループワークの実践から～ 

生田かおる（横浜国立大学保健管理センター/横浜カウンセリングオフィス R＆B） 

 

伝統的なグリーフケアでは、故人に「さようなら」を告げ、元どおりの生活に戻れるよう援助することに重点が置

かれている。遺族がグリーフを語り、共有する場は、その数がまだ少ない。演者は、この 10 年程水野とともに、グ

リーフケアを学ぶ講座をコミュニティで行ってきた。 

本発表は、講座で行った「人生の木」を用いたグループワークをとおして、遺族ケアを行うときに知っておきたい

ことをご一緒に考えることを目的とする。なお、「人生の木」とは、ヌクベとデンボロウが HIV/AIDS による喪失を

経験した南アフリカの子どもたちのために開発した方法である。 

ワークは、①表現―人生の木を描き、自分の人生を表現する ⇒②語るーペアになり、「教えてください」の質問に

答えながら、人生を語る ⇒③認証―描いた木に関するコメントをいただくことで認証をうける、という流れになっ

ている。①表現するために、参加者は故人と対話し、自分の人生に関わってきた人との関係性を思い起こし、多くの

声を聴くことで、経験をどのように生きてきたかを振り返ることになる。②「教えてください」に答えながら語るこ

とで、語らずにいたことに光が当たり、経験を表す言葉、意味がみつかる。③コメントをもらい認証されることで、

経験したことがより確かなものになっていく。 

遺族ケアとは、自らを語り、語り直し、認証する実践であり、その実践から経験を表す言葉、意味がみつかる、と

いうことを共有させていただきたい。 

事例の公表を許可してくださった皆様に心より感謝申し上げます。長年、ご指導いただいている水野先生にお礼申

し上げます。 
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一般演題一覧                                     

P1 コロナ禍における北海道の民間グリーフサポートの会の活動実態 

横山聖美（天使大学看護栄養学部 看護学科） 

P2 金融機関行職員におけるグリーフケア認知度の調査 

      加藤美千代（一般社団法人日本グリーフケアギフト協会 名古屋大学教育学部研究生）  

P3 時間の多相性に着目したグリーフサポートの可能性 

竹内香（がん患者の家族と遺族のためのサロン「ふらっと」・放送大学大学院修了生） 

石丸昌彦（放送大学） 

P4 配偶者喪失の悲嘆とうつについての明確化 

那須虎太郎（東北福祉大学） 

宮林幸江（東北福祉大学） 
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P1 がんにより親と死別した子どもの悲嘆と支援のあり方に関する質的研究                                  

〇横山 聖美（天使大学看護栄養学部 看護学科） 

 

【目的】コロナ禍における北海道の民間グリーフサポートの会の活動実態を調査し、今後の遺族支援のあり方を検討する基礎資料

とする。 

【方法】遺族会やグリーフサポートの会を運営している代表者を対象に非構造化インタビューを実施し、質的記述的に分析した。 

【結果】1 回目のインタビューは 2021 年 1 月に 5 名実施し、うち 3 名は感染状況が落ちついた 11 月に 2 回目を実施した。対面開

催が困難な状況の際でも連絡が取れる体制は維持し「参加しなくても繋がりを維持する」ことを意識していた。コロナ禍での参

加者数は「参加者の気力が外に向かない」ため減少した、「１人の時間が増え自分に向き合う」ため増加したという両極の意見が

あった。開催場所に関しては、病院施設・公共施設・飲食店が使用できないというコロナ禍による影響も大きい。対面開催時は

飲食禁止としたが「飲食を共にすることで日常を取り戻す」効果を期待していた。オンライン開催の良さを認識しながらも「オ

ンラインは他の家族がそばにいると語れない」ため、遺族にとっては話しにくい環境という側面もあることが明らかとなった。 

【考察】対面・オンライン開催の両方にメリットデメリットがあり、参加者の反応を見ながら対象者の属性などに合わせて運営を

模索していたが、逆にコロナ禍を通じて出来ることも見え、今後の運営のあり方を検討する機会となっていた。 

【倫理的配慮】天使大学倫理委員会の承認を得た 

【利益相反】なし 
 

 

P2 金融機関行職員におけるグリーフケア認知度の調査                                 

〇加藤美千代（一般社団法人日本グリーフケアギフト協会 名古屋大学教育学部研究生） 

 

【目的】遺族を取り巻く人々の，グリーフへの正しい理解の必要性が指摘されている。相続手続などで遺族に接する金融機関行職

員のグリーフケアの認知度を調査する。 

【方法】2019～2021 年に金融機関（銀行・保険会社等）で実施された「グリーフケア研修」の受講者を対象に，質問紙調査を実施

した。「この研修が告知される前からグリーフケアという言葉を知っていたか」を尋ね，2020 年 7 月以降はさらに「知っていた」

と答えた人に「どこで知ったか」を尋ねた。 

【結果】 

1)グリーフケア研修告知前からグリーフケアという言葉を知っていた人 

2019 年 448 人中 50 人 認知度 11.2％（調査対象 5 団体） 

2020 年 445 人中 115 人 認知度 25.2%（調査対象６団体） 

2021 年 283 人中 96 人 認知度 33.9%（調査対象６団体） 

2)グリーフケアをどこで知ったか（調査対象 11 団体） 

過去の研修 103 人/社内メディア（社内報など）91 人/一般メディア 64 人/職場の上司・先輩 32 人/業界紙・専門誌 11 人 

【考察】2016～2018 年に行った同様の調査におけるグリーフケアの認知度は 1.6%であった。金融機関におけるグリーフケアの認

知度は上昇傾向にあることが伺える。グリーフケアの認知度向上には,一般メディアに加え企業内の従業員教育が果たす役割も大

きいと考えられる。 

【倫理的配慮】個人を特定する情報は含まない 

【利益相反】あり 
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P3 時間の多相性に着目したグリーフサポートの可能性                                    

〇竹内香（がん患者の家族と遺族のためのサロン「ふらっと」・放送大学大学院修了生） 

石丸昌彦 （放送大学） 

 

【背景】医療の現場は物理的な時間で測られ、医療従事者から提供される遺族ケアも物理的な時間軸によって提供される。一方、

遺族が「自分の時間は止まったよう」と語ることは少なくない。この時、ケアの提供者と遺族との時間感覚に大きな差が生じて

いるのではないかと考えた。 

【目的】時間の多相性に着目し、グリーフサポートの新たな可能性を探る。 

【方法】まず現代日本の時間の特性を確認し、次に僧侶へのインタビュー記録と、がん患者遺族の集い参加者からの書簡を素材と

して、グリーフサポートに向き合う姿勢を考察する。 

【考察】現代日本の時間の特性として時間の高速化・厳密化・均質化があり、これらの特性はごく最近になって獲得した特殊な状

況であった（一川, 2008）。また、家族形態の変化や個人化、葬送儀礼の変容も、近年急速に進んだものであった。さらに医療の

発達により、死別悲嘆の中にある人の時間感覚と、私たちの生活を規定している物理的時間との間に、大きな差異が生じている

事が見出された。このことから、悲嘆の中にある人と向き合う時には、物理的な時間ではなく、目の前の人の主観的時間に心を

寄せるよう努めることが、誰もが心がけることができる、必要な姿勢ではないかと推察された。 

【倫理的配慮】インタビューは放送大学大学院倫理審査委員会承認済み、遺族からの書簡等を研究発表に用いる事は口頭で了解を

得た。 

【利益相反】本発表に置いて利益相反はありません。 
 

 

P4 配偶者喪失の悲嘆とうつについての明確化 

〇那須虎太郎 （東北福祉大学） 

宮林幸江 （東北福祉大学） 

 

【目的】配偶者喪失の悲嘆とうつ(大うつ病性障害)の有無と両者の特徴を考察する 

【方法】質的記述的研究デザイン。手順：1.全記述の分類。2.うつ反応部分を DSM-5 及日本うつ病学会指針の９項目にて分類。対

象者は書籍を使用：女性 A 氏 60 歳、夫は胃がん診断の半年後に死亡 63 歳。危篤連絡中に他界。傍を離れたと親族が強烈に非難.

怒り･不信に陥る。5 年後の述懐。男性 Z 氏 64 歳、妻は心疾患に耐え 30 歳過ぎに出産、5 年後脳卒中にて半身麻痺･言語障害を

負う。59 歳突然死、病弱な妻を全面的に支えた。 

【結果と考察】うつ病診断の要の質的量的な深さ 2 点、まず“長く気分沈む･抑うつ感”:「A 明るい陽射しに落ち込み…布団に戻る/ 

夫に見放された人生とは何か」「Z 仕事の気力喪失（5 ケ月欠勤）…親子心中でもと年中考える/ 毎日仏前で悄然たる姿」。次に“興

味･関心の喪失”：「A 庭は荒れ丹精込めたバラは散々」「Z 動物どころか自分もどうなっても…/ 魚や小動物を随分と殺した」。以

上、うつ診断が可能であり男性はまさに該当する。女性に頻発の絶望と不信感：「A ひとりで生きるのが…心細くて/ 灰色の霧雨

に何も見えない/ もしかして夫の裏切り」などうつ 5 項に該当。男性は漫勉に 8 項目に該当した。悲嘆が大うつ病と深く関わり、

同時にスピリチュアルペイン「A 生きている価値はあるの」「Z 魂が抜けた」が根源に存在する死別悲嘆の特徴をみいだせる。 

【利益相反】開示すべき利益相反はない。 
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学会からのお知らせ                                                 
 

日本グリーフ＆ビリーブメント学会への入会のお誘い 
大西秀樹（埼玉医科大学国際医療センター精神腫瘍科／教授） 

 
 

日本グリーフ＆ビリーブメント学会について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

日本グリーフアンドビリーブメント学会は、前身の「グリーフアンドビリーブメント研究会」が 10 年を

経過したのを機に発展的に解消し、今後の臨床および研究の発展を願って、学会として発足しました。 
本学会の使命は死別、悲嘆の領域に関する学術の発展と会員相互の交流を図り、わが国の死別と悲嘆に

関する臨床および研究の発展に寄与することです。 
学会運営の基本となるのは年に 1 回の学術大会および学会誌の発行です。その他、会員向けに情報発信

も行う予定です。 
 
 
グリーフ＆ビリーブメント学会入会のお誘い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
   今回の学術大会の参加を機に、本学会に入会してみてはいかがでしょうか。 

あらゆる形の死別や悲嘆について学べることができるのが、本学会入会のメリットです。入会すること

で、死別や悲嘆の臨床および研究を行っている方々との交流も広がり、自らの視野を広げることができま

す。その他、学会員になると、学術大会の参加割引のほか、毎年、本学会発行の学会誌を受け取ることが

できます。 

入会の方法は、ホームページ上の入会案内をご覧の上、入会申込フォームに記入し、送信してくださ

い。 

皆様の入会をお待ちしております。 
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