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　メンタルケア協会の「メンタルケア・スペシャリスト養成講座」で講師をしているう
ちに八十路に入り、自分自身が支援を受けながら家族の介護もする「老老介護」の生活
を送るようになった。こうしたことはいつかは我が身にも起こりうる出来事として覚悟
はしていたが、現実になるとなかなか厳しく大変である。老年は自由と閑暇だけはたっ
ぷりあるはずだったが、それは外から見た老年の姿、よほど恵まれた環境の老人の話で
あって、一日がけっこう忙しく、早く過ぎる。
　実際に老いて知る最大の変化と体験は、何と言っても自分のからだが思うように動か
なくなることである。それどころか八十路の老人は、放哉の句をもじって言えば「咳を
しても危険」で、注意しないと食べたものが気管に入る。すぐつまずいて轉び、しりも
ちをついただけで骨折するというように、これまで日常茶飯のことと思っていたものが、
ゆっくりと全力を集中して行わないとたちまち生命にかかわる事故になる。幸い後期高
齢者医療保険と介護保険のおかげで、昔を知る者にはもったいないほどてあつい医療と
看護を受けることができるが、八十路の老人と一般の病人の違いは、病人には完治して
元の生活にもどる希望があるが老人にはそれがない。よくて現状維持でそれも永くは続
かないということである。このため老人が経験する物事の意味と価値、心象風景もそれ
までとは全く違ったものになるが、介護に当って不可欠なこの変化の理解と適切な対應
は、家族だけでは難しい。
　しかし、八十路の生活も苦しいこと悪いことばかりではない。老年のよさ、精神生活
上の大きな変化は、かつては髙遠な理想、難解な教義として哲学や神学を学習し、特別
な修行が必要であると思っていた哲学的宗教的な問題や先哲の教えが、「一切空」も「生
死一如」も、直接体験できる人生の眞実としておのずから「理会」できるようになるこ
とである。

講 師　和　田　修　二
        （京都大学名誉教授）

八十路に入って思うこと
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　いのちの終りに近づいた八十路の老人にも、まだしなければならない課題と自分にで
きる仕事がある。それは、自分を愛し自分の人生をかげで支えてくれた者たちを想うこ
と、毎日を感謝して今していることをできるだけていねいにする。そして愛する者の幸
せを願って心から祈ることである。そうすることでまた、人間の尊厳と幸福の根柢が「無
償の愛」であることを無言で伝えることである。
　合理化と実利を求め効率とスピードを競う世の中にあって、もしすべての高齢者がそ
れとは逆のものの見方と生き方に向って緩かな回心をとげ、ただそこに居るだけでまわ
りの人びとを安堵させるやさしく落着いた老人になることができるなら、高齢者の増加
は社会の一方的な重荷ではなく、人びとに生活と思考のバランスを取りもどさせる大切
な社会の「重り」になるはずである。
　精神対話が介護する者とされる者双方の老人に対する意識変革をたすけ、この国に老
年から見た人間の見直しと世直しの気運を髙める先がけとなることができればまことに
幸いであると思う。



I．I．MECA VOL. 80

I.I.MECA 2016 vol.80 − 3 −

　精神科の患者さんには、何らかの医療処置が即必要な幻覚妄想状態や興奮状態にある
急性期の患者さんから、そういった症状は消えたものの、長期に渡る入院生活のため、
何にも興味関心や意欲を示さなくなる慢性期の患者さんまで様々なタイプがいます。慢
性期の患者さんには、医師よりもむしろ作業療法士の病棟内での役割が大きく、精神科
医療が医師のみでなく様々な医療に携わる人達との連携によって達成されることは、以
前から提唱されてきました。私はもし精神対話士など医師以外の専門家が、急性期を脱
した患者さんをフォローしていったならば、慢性期病棟は必要ではなかったのではない
かと思っています。
　一方昨今の外来患者さんは、軽症なのですが、職場での人間関係や仕事内容に関する
悩みを訴えてくる人々が多くなり、こういった背景には不況や企業の経営方針の変化な
どにより影響も大きいと思われますが、いずれにしても、これらの患者さんは薬よりも
むしろ医師に自分の話を聴いてもらいたい人が多く、職場や家族の中に話をできる人が
いない人達でもあるのです。しかし、医療の現実問題として、一人の患者さんにあてら
れる時間は限られており、毎回じっくりとは聴いてあげられないのが現状です。
　私はこういった医療の欠点を補い、フォローする道も、これからの精神対話士の可能
性としてありえるのではないかと思っています。ただ、対話士と医師とではアプローチ
の仕方が全く異なっており、医師は薬や生活指導を通して「外側から」アプローチする
のに対して、対話士は言葉のみをもって「内側から」その人の生きる力を、その人自身
が気づくようにもっていかねばならず、医師以上に難しい局面をもつものと思われます。
　物と情報にあふれている反面、人と人との心の接触が希薄になっている今の世の中に
おいて、精神対話士のもつ意義は大きく、ある意味、医療よりもその方向性は広がるも
のと確信し、大いに期待しています。

医療の一翼に貢献する

精神対話士・精神科医師　 小笠原　哲　也
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精神対話士日記

　平成 22 年より介護施設でご入居者との対話をさせて頂いています。
　ご入居者は、お身体が不自由であったり、病気であったり、精神的に不安定であったりと、
何らかの心身の不調を持っておられます。
そのため、堰を切ったように悩みをお話して下さる方、明るく楽しかったことだけをお話し
て下さる方、対話そのものを負担に思われる方などさまざまな方々と時間を共有させて頂き
ました。
　A さんは、唯一の家族である息子さん夫婦、そしてご兄弟とも疎遠になられ寂しい境遇
の中、周りに気を遣われながら表面上は笑顔で暮らしておられました。初めてお会いした時
からいろいろなお話をして下さり、家族の心配や、病気のために、これから認知症状がすす
んでいくかもしれないことなど様々な悩みを打ち明けて下さいました。
　そして息子さんが亡くなられた時は、子ども時代の楽しかった想い出を泣きながらお話し
て下さいました。このような時に私は努めてクライアントのお側にいて寄り添うようにしま
した。すると、「あなたにお話できて良かった」とおっしゃって下さいました。
　B さんは、かつて工場で働いておられました。その後、接客業につかれ、結婚されてから
は、ご苦労をされながら働いてこられました。働いておられた期間が長かったためか、ご自
分のペースを持っておられ、周りから「無口で怖い感じがする。」と誤解されることもあり
ました。これまで働いてこられた仕事の話をされる時は、とても生き生きと、たくさんのこ
とをお話して下さいました。お歳を重ねられるに連れ、口数が少なくなられましたが、当時
の仕事についてお尋ねすると、ぱっと笑顔になられ「あなた、よく知ってるねー」と言って
下さり、その頃のお話の花を咲かせて下さいました。周りの方にも「貫一お宮の像の近くで
働いておられたんですよ」とお話させて頂くと「あー、そうなの、お仕事されていた感じが
する」、「貫一お宮なんて懐かしいわ」と声かけして下さり、そこで話が弾むこともありました。
 　C さんは、お嬢さんが幼い頃、事故で火傷を負ったことをずっと後悔され、お見舞いに
来てくれないのは、そのせいかもしれないと悩んでおられました。私はお嬢さんが寒くない
ようにと湯たんぽを用意されたことや、お優しい C さんの子育てのおかげで教師として活
躍されていることをお伝えすると、涙を流され、「ほっとしました、あなたとはいつもお話
をしていたい」と言って下さいました。
　D さんは、私のことを自分の姪と思っておられ、毎回お会いする度に喜ばれて優しい言葉
をかけて下さいます。
　親族のお見舞いが、あまりない方も少なくないので、私のことを「馴染みの人」と思って
頂けるよう、出来るだけたくさんの方にご挨拶をさせて頂いたり、短時間でもお話を伺った

精神対話士　 松　本　けい子
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りするように心がけています。
　対話の後には、必ず「今日は、お会い出来て本当に嬉しかったです。ありがとうございま
した。」とお声をかけさせて頂いています。
クライアントは、「そんな風に言って貰えるなんて」とか「そんなこと言って貰えて嬉しいわ」
と言って下さり、「ありがとう、また来てね」と暖かな声をかけて下さいます。
　クライアントにとって初対面の私に心の中や悩み、不安や寂しさ、楽しかった日々の想い
出などをお話して下さり、クライアントが過ごされた日々を一緒に歩いていたかのような気
持ちを持たせて頂くことがよくあります。
　大正や昭和の激動の時代を懸命に生きてこられたクライアントとの対話は、私の方こそた
くさんの元気や励ましを頂いています。
　このような機会を与えて下さったことに心から感謝し、これから研鑽をつんでもっと皆さ
まの心に寄り添える精神対話士になれたらと願いながら活動を続けていきたいと思います。
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 出版のご案内ー（１）

　書籍　メンタルケア選書９「メンタルケアの人間観・思春期の心の世界」が平成 28 年 10 月、出
版されました。
　「メンタルケアの人間観」は、著者が長年にわたりメンタルケア・スペシャリスト養成講座にお
いて説いてきた内容を集大成して、「人間の本質」、「専門家のメンタルケアの特徴」、「我々の目指
すメンタルケアの特徴」、「新生指向のメンタルケアの人間観」、「精神対話の今日的意義」、「子ども
と老人から見た人間の本質」の項目にまとめ、精神対話士、メンタルケア・スペシャリストによる
治療とは一線を画したメンタルケアこそが人間が本来必要とする心のケアであるということを説か
れたものです。
　「思春期の心の世界」は、学校臨床システムにおける思春期の心の世界と学校現場における「対話」

（聴くということ）の大切さについて解説されたもので、心のケアの活動の基本を学べる内容となっ
ております。

著者　京都大学名誉教授　和田　修二
　　　奈良女子大学教授　伊藤美奈子
発行　メンタルケア協会
定価　720 円（税込み）

＊購入は、直接メンタルケア協会にお申込みください。
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 出版のご案内ー（２）

　書籍　「精神対話士の人の気持ちがわかる技術」が平成 28 年 10 月、全国書店で発売されました。

　本書には、精神対話士の理念、活動を基盤とした「人の気持ちがわかる 46 のコツと 18 の体験談

& インタビュー」が収められており、精神対話士の心のケアの効用とその裏付けが具体的に読み

取れ、学習できる内容となっております。

メンタルケア協会編
発行　宝島社
定価　1,404 円（税込み）

＊全国書店で販売中です。
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第 11回日本精神対話学会のご案内 
  
日程：平成 28年 12月 24日（土）・12月 25日（日） 
会場：東京大学駒場キャンパス 12号館 

      (東京都目黒区駒場 3-8-1) 
◇◇◇ “Warm Heart Forever” ◇◇◇ 

 

☆日本精神対話学会とは.... 
   精神対話士とその活動に関心を持つ者が集い、心のケアの専門職「精神対話士」の効能に 
   ついて究明し、理論構築を行い、より高度で幅広い社会への貢献を目指すことを目的とします。 
  
☆内容 
  第１日目：12月 24日（土） 10：00開会 

基調講演   戸田肇先生（北里大学看護学部教授・学会会長） 
演題「自然の法則と精神対話」 
推奨論文審査結果（推奨論文賞）発表 

   《昼休み》 
   推奨論文賞受賞論文発表 

ポスターセッション    
17：30 懇親会 

 
第２日目：12月 25日（日） 10：00研究分科会 

      《昼休み》 
研究分科会発表 
特別講演  吉村博邦先生（元北里大学医学部長・協会会長） 
演題「海外の医療・介護事情」 
推奨論文賞表彰式 
講評   学会会長 戸田肇先生 
一般財団法人メンタルケア協会挨拶 

15：30 閉会   
 
☆参加対象者 精神対話学に関心、理解を示し、ともに研究、探求していく姿勢を持つ者 
・精神対話士（正会員） 
・精神対話士以外（特別会員） 
精神対話士以外の方は、学会事務局宛に申請書類をご請求ください。 

 
☆参加費 

精神対話士  10,290円 他に登録料 1,540円 
特別会員   10,290円  他に登録料 3,090円 
懇親会参加費  3,090円 

  
※ 詳細は、ホームページをご覧ください。（http://www.mental-care.jp/） 
日本精神対話学会事務局 TEL:03-3405-7270  FAX:03-3405-8580  E-mail:mcc@mental-care.jp 


