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概要
現代文化・社会の問題として、私たちはどのようにスピリチュアリティを捉えたらよいか、また、どのよう
にキリスト教は今日のスピ

Manufacturer：楽天ブックス. Lowset Price： ￥ 3,888. Add to Cart Add to Cart. スピリチュアルケア
を語るオンデマンド版 ホスピス、ビハーラの臨床から [ 谷山洋三 ]. Manufacturer：楽天ブックス.
Lowset Price： ￥ 1,512. Add to Cart Add to Cart. スピリチュアリティと宗教 地球人選書 講座スピ
リチュアル学 / 鎌田東二 【全集・双書】. Manufacturer：ローチケHMV 2号店. Lowset Price： ￥
1,944. Add to Cart Add to Cart. 人間に魂はあるか? 本山博の学問と実践[本/雑誌] (単行本・
ムック) / 樫尾直樹/編 本山一博/編.

医学書院・ 谷山洋三、伊藤高章、窪寺俊之著, 関西学院大学キリスト教と文化研究センター
編：スピリチュアルケアを語る--ホスピス、ビハーラの臨床から. 関西学院大学出版会＜推薦書＞ ・
ピエール・ウグ著, 黒江ゆり子, 市橋恵子, 宝田穂訳：慢性疾患の病みの軌跡?コービンとストラウス
による看護モデル. 医学書院・Anselm L. Strauss他著, 南裕子監訳：慢性疾患を生きる?ケアと
クォリティ・ライフの接点. 医学書院・黒江ゆり子：病いの慢性性Chronicityと生活者という視点－コ
ンプライアンスとアドヒアランスについて、看護.
ぐるぐる王国DS ヤフー店のスピリチュアルケアを語る ホスピス、ビハーラの臨床から:9784907654658
ならYahoo!ショッピング！ランキングや口コミも豊富なネット通販。更にお得なＴポイントも！スマホア
プリも充実で毎日どこからでも気になる商品をその場でお求めいただけます。
臨床医から見た生老病死―. 林 茂一郎. １．はじめに. ２．緩和ケア・ビハーラ病棟. ３．緩和ケア
科外来機能. ４．ビハーラ病棟入棟判定会. ５．緩和ケア科としての統計. ６．入棟時疾患名. ７．
症例. ８．ビハーラ病棟を支える力「心の相談員」（スピリチュアル .. 立正佼成会附属佼成病院緩
和ケア・ビハーラ病棟の10年間 ―臨床医から見た生老病死―. 63. 言われ、そもそも「緩和医療と
は、ホスピスとは」の相談のために受診し、改めて考. え方を整理して、後日、外来を再受診される
症例もあった。 ５．緩和ケア科としての統計.
開催日. 場所. 時間. 発題者. タイトル. 第53回. 2013/11/19. キャンパスポート大阪. 18～20時. 三
浦 紀夫・名賀 知子（NPO法人ビハーラ21事務局長兼ビハーラ僧）. ビハーラ21の実践するスピリ
チュアルケアと目指すもの～福祉現場での職業的な関わりの報告～. 第52回. 2013/8/27. キャンパ
スポート大阪. 18～20時. 打本 未来（愛染橋病院チャプレン）. 中期中絶に関わる助産師の苦悩
～インタビュー調査から～. 第51回 · 2013/5/21 · キャンパスポート大阪 · 18～20時 · 申 英子（日
本基督教団大阪教区ハニルチャーチ.
伊藤高章とつながりの強い人は、窪寺俊之、谷山洋三、大下大圓、谷田憲俊、小西達也、島薗
進、高木慶子、キーワードは、明算大徳、ビハーラ、スピリチュアルケアのようです。 . 2010年7月 2日
掲載社会学部 伊藤高章教授の「がんと心のケア」について,産経新聞に取り上げられました7月1日
(木)産経新聞朝刊に社会学部 伊藤高章教授の「がんと心のケア」についての記事が取り上げられ
ました。 【7月1日(木)産経 . ウェブから観測された伊藤高章さんに関する土地、団体、作品などの
関連キーワードを掲載しています。
書名, スピリチュアルケアを語る. 書名ヨミ, スピリチュアル ケア オ カタル. 副書名, ホスピス、ビハーラの
臨床から. 副書名ヨミ, ホスピス ビハーラ ノ リンショウ カラ. 著者名, 谷山 洋三／著 伊藤 高章／著
窪寺 俊之／著 関西学院大学キリスト教と文化研究センター／編. 著者名ヨミ, タニヤマ ヨウゾウイ
トウ タカアキクボデラ トシユキカンセイ ガクイン.
仏教看護・ビハーラ 発会記念・創刊号 平成18年(2006年)8月 第１部 発会式 発会式 報告 発
会式記念シンポジウム 報告 「仏教看護・ビハーラ学会」の可能性 竹内 公一 ： 医療の立場から
（自治医療大学） 藤腹 明子 ： 看護の立場から （本学会発起人代表） 佐藤 雅彦 ： 仏教の立
場から （大正大学） 武樋 和嘉子： 患者家族の立場から（真宗大谷派蓮光寺準坊守） 田宮 仁
： コメンテーター 第２部 論文・書評 論文 大河内 大博 『法然の「生」と「死」の理解』 谷山 洋三
『ビハーラ運動／活動におけるスピリチュアルケアの意義』
2004年8月30日 . Title, スピリチュアルケアを語る: ホスピス、ビハーラの臨床から. Authors, 谷山洋
三, 伊藤高章, 窪寺俊之. Editor, 関西学院大学キリスト教と文化研究センター. Publisher, 関西
学院大学出版会, 2004. ISBN, 4907654650, 9784907654658. Length, 117 pages. Export
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スピリチュアルケアを語る ホスピス、ビハーラの臨床から オンデマンド版/谷山 洋三/伊藤 高章/窪寺
俊之/関西学院大学キリスト教と文化研究センター（哲学・思想・宗教・心理） - 現代文化・社会
の問題として、私たちはどのようにスピリチュアリティを捉えたらよいか、また、どのようにキリスト教は今
日のスピリチュアリティへの問.紙の本の購入はhontoで。
2014年3月25日 . 医療の臨床における「宗教的ケア」の必要性と可能性 : その理論. 的検討.
Author(s). 福永, 憲子 ... という条文から、世論において公的機関の認識が強い病院は、スピリチュ
アルケア. は、「宗教とは区別されるべきである」 ... 実現することができた。現在では、宗教的ケアを

提供するビハーラ僧は地域の超宗. 派仏教者の会の支援を受けて活動している。あそかでは、宗
教教団が組織的にビハ. ーラ構想を計画し、その位置づけとして病院を設立した。ビハーラ僧に関し
ては、. 一宗派による組織的な養成や.
スピリチュアルケアを語る ホスピス、ビハーラの臨床から - 谷山洋三／著 伊藤高章／著 窪寺俊之
／著 関西学院大学キリスト教と文化研究センター／編 - 本の購入はオンライン書店e-honでどう
ぞ。書店受取なら、完全送料無料で、カード番号の入力も不要！お手軽なうえに、個別梱包で
届くので安心です。宅配もお選びいただけます。
スピリチュアルケア（spiritual care）とは、「生きがいを持ちやすい人生観」への転換を推奨し、人生の
あらゆる事象に価値を見出すよう導くことにより、人間のスピリチュアルな要素（心あるいは魂）の健
全性を守ることである。 ウァルデマール・キッペス（Waldemar Kippes）は、「スピリチュアルケアとは現
代人のスピリチュアルな生活のバイタリティーおよびその深さを育成する援助であり、他者や神や自分
自身の内面的なニーズに応対する、人間としての成長を示し、育成するものである」と述べている。
スピリチュアルケア（spiritual care）とは、「生きがいを持ちやすい人生観」への転換を推奨し、人生の
あらゆる事象に価値を見出すよう導くことにより、人間のスピリチュアルな要素（心あるいは魂）の健
全性を守ることである。 ウァルデマール・キッペス（Waldemar Kippes）は、「スピリチュアルケアとは現
代人のスピリチュアルな生活のバイタリティー.
2012年6月1日 . ＮＰＯ法人日本ホスピス緩和ケア協会の正会員である緩和ケア病棟（同）施設の
概要（2011年４月１日現在）を見ると、情報公開を許諾した201施設（3987床）のうち、ケアスタッフ
のなかにカウンセラーあるいは臨床心理士（非常勤を含む）がいる施設は73 . 緩和ケア病棟のケア
スタッフに宗教者が少ないのは、宗教者への期待が低いことの現われでもある。2004年にビハーラ病
棟を設立した立正佼成会附属佼成病院では、立正佼成会員がスピリチュアルケアワーカーとして活
躍しており、患者の要望に応じ.
2016年8月5日 . 教育とスピリチュアリティ─. ─その関係をいかに語るか. 西平. 直. ：. 京都大学教
育学研究科教授. 第. 一. 部. 教育と超越. ◉大学全体の教養劇場化を目指して─. ─東京工業
大学の教育改革から. 上田紀行. ：. 東京工業大学リベラルアーツセンター教授 .. ホスピス. ・. チャ
プレンとスピリチュアルケア. 窪寺俊之. ：. 臨床スピリチュアルケア協会元代表、. 聖学院大学大学
院教授. ◉. スピリチュアルケアの担い手としての宗教者──ビハーラ僧と臨床宗教師. 谷山洋三. ：.
東北大学大学院文学研究科准教授、.
スピリチュアルケアを語る ホスピス、ビハーラの臨床から オンデマンド版 - 谷山洋三／著 伊藤高章
／著 窪寺俊之／著 関西学院大学キリスト教と文化研究センター／編 - 本の購入はオンライン
書店e-honでどうぞ。書店受取なら、完全送料無料で、カード番号の入力も不要！お手軽なうえ
に、個別梱包で届くので安心です。宅配もお選びいただけます。
2017年10月17日 . 緩和ケア（ホスピス）イベント ①緩和ケア、ホスピスについての展示 ②ホスピス医
の講演会「ホスピス いのちの現場から」 見学会：病棟・お部屋の中をご案内、ボランティアによるお
茶会、フルートの演奏 相談会：緩和ケア、ホスピスについての相談 . 〈問い合わせ先〉岩手県立二
戸病院. 宮城県（4件）. ホスピス緩和ケア週間 希望の木・ポスター掲示 緩和ケア病棟紹介 各専
門職による相談コーナー 特別講演：スピリチュアルケア 緩和ケア内科医師によるミニ講演会. 〈日
時〉2017年10月7日～13日
2015年9月11日 . 【オンデマンド版】スピリチュアルケアを語る～ホスピス、ビハーラの臨床から～. 谷
山 洋三/伊藤 高章/窪寺 俊之/関西学院大学キリスト教と文化研究センター／関西学院大学出
版会. 18. item. スピリチュアルケア入門. 窪寺 俊之／三輪書店. 19. item. 癒しのユーモア～いのち
の輝きを支えるケア～. 柏木 哲夫／三輪書店. 20. item. スピリチュアルケア学序説. 窪寺 俊之／
三輪書店. ページの先頭へ. 21. スピリチュアルケアへのガイド～いのちを見まもる支援の実践～. 窪
寺 俊之/井上 ウィマラ／青海社. 22.
分析から明らかにし、次いで、ケアを担っている天理教の病院「憩の家」の事情部の講師と、ケア対
象. 者である . とは、「教団内ケア」は教理に基づく実践を、「教団外ケア」は基本的には傾聴を用
いるが、相手と関わ. る流れのなかで、天理教の教えに触れてもらうような実践をしていた。臨床にお
ける講師の実践で特徴. 的なものとして、天理教の特別な救済手段である「おさづけ」が行われ、

入院患者の約 8 割は非信者で . ての実践、佼成病院のビハーラ病棟（ホスピス）におけるスピリ
チュアルケアワーカー（以下、SCW）の.
Amazonで谷山 洋三, 窪寺 俊之, 伊藤 高章, 関西学院大学キリスト教と文化研究センターのス
ピリチュアルケアを語る―ホスピス、ビハーラの臨床から。アマゾンならポイント還元本が多数。谷山
洋三, 窪寺 俊之, 伊藤 高章, 関西学院大学キリスト教と文化研究センター作品ほか、お急ぎ便
対象商品は当日お届けも可能。またスピリチュアルケアを語る―ホスピス、ビハーラの臨床からもアマ
ゾン配送商品なら通常配送無料。
スピリチュアルケア. ＊臨地実習からスピリチュアリティな痛みは、死を意識した時に感じる痛み人との
関わりの中で変化を起こすことが スピリチュアルケア ＊ケアする者・自分のスピリチュアリティと向き合
い続けること・価値を置くものを大切にし続ける・相手にとっての大切な . アイデンティティ「スピリチュ
アル」：気ままに神から吹く息吹に向ける私たちの表情「パーソナリティ」：ペルソナ＝仮面両者の不
安定さの中で、人は危機をチャンスとして認識しながら、生きる . スピリチュアルケアを語る―ホスピ
ス、ビハーラの臨床から.
スピリチュアルケアを語る―ホスピス、ビハーラの臨床から オンデマンド版 [単行本]に関するQ&Aが0
件。スピリチュアルケアを語る―ホスピス、ビハーラの臨床から オンデマンド版 [単行本]に関する疑問
は「ヨドバシ.com 購入者Q&A」で解決。購入者が回答してくれるので安心！
仏教とスピリチュアルケア （谷山洋三・他）版元ドットコム. スピリチュアリティと本願力──浄土真宗の
立場から 小島秀光（真宗大谷派名古屋別院相談員） 井上円了における . 著書『スピリチュアル
ケアを語る—ホスピス、ビハーラの臨床から』（共著、関西学院大学出版会）他。 上記内容は本書
刊行 . …続きを見る. 企業と関係ない記事として通報する. 2008年12月20日.
2013年5月31日 . お話にも挙げられましたが、スピリチュアルブームにより宗教に関心がもたれるように
なった反面、間違った理解、思い込みから宗教の本質、本来の在り方が仏教側と一般側で大きな
隔たりがあると私は考えます。このギャップを埋められれば、 .. ビハーラや緩和ケアでさえも、死という
言葉を避けて、どこかオブラートに包まれたような曖昧さが漂う日本と違い、聖職者が社会で信頼さ
れ、チャプレンが普及しているアメリカでは、患者のチャプレンへの質問もはっきりとしています。私の受
けた質問を例として.
研究センター編『スピリチュアルケアを語るーホスピス、ビハーラの臨床から』 関. 西学院大学出版
会、47-81頁. 伊藤雅之 (2003)『現代社会とスピリチュアリティ』渓水社。 上野千鶴子編(2001)
『構築主義とは何か』劉草書房,. 大下大圓(2005)『癒し癒されるスピリチュアルケア 医療・福祉・教
育に活かす仏教の心』. 医学書院。 大谷栄一 (2004) 「スピリチュアリティ研究の最前線ー二十世
紀の宗教研究から二十一. 世紀の新しい宗教研究へ」伊藤雅之・概盗尾直樹・弓山達也編『ス
ピリチュアリティの. 社会学 現代世界の宗教性.
このフレーズへの誤解は三波春夫の生前から有り、本人も私共スタッフも歓迎出来た話ではないと
思っておりましたが、静観しておりました。本当に意味するところについては、本人 . ブログは三波に
関することに特化しており、その中から三波春夫という歌手がどうしていつも笑顔でいたのか、また、
「お客様は神様です」と語った心とはどんなだったのか、を見つけて頂ければという思いでございます。
どうぞよろしくお願いいたします。 .. スピリチュアルケアを語る―ホスピス、ビハーラの臨床から
(2004/08) 谷山 洋三窪寺 俊之
2007年3月21日 . これは、ＮＶＮが社教会に加盟したことと、社教会の各会の事務を各会に任せる
ことになったため、社教会各会への補助金が増やされたために、予算計上も多くなったと、近澤事務
局長から回答されました。 ... そして、死にゆく人の心理、看護の心五つ、死を安らかに迎えるための
五ヶ条、中年以降の六つの課題、“受容”は“あきらめ”と混同されがちだが全く別物である、仏教者
屑籠論、スピリチュアル（霊的）の特徴、スピリチュアリティ、スピリチュアルケア、スピリチュアルペインの
「しるし」、スピリチュアル.
この問いに対する答えを今から 10. 年前の自分は持ち合わせていませんでした。 このような課題を
自らに課しつつ、在宅ホスピスケア提供組織であるパリアンを立ち上げたのは、2000. 年6月のことで
した。今年はまさに10年目の記念すべき年に当たりますが、 ... れたのは、在宅ホスピスケア期間が
比較的長い患者さんでした。2009 年度の利用者は 18 名です。スタッ. フは、療養通所管理者

（看護師）1 名、専任看護師 1 名、ボランティア 5 名前後です。こころのケア担当者. が同席してお
り、スピリチュアルペインなどにも.
関西学院大学出版会. 10 図書 こころのケア : ホスピス・レポート. 誠和会ホスピス検討委員会. 海
鳥社. 5 図書 臨床的教育法の試み. 窪寺, 俊之, 伊藤, 高章(1956-), 谷山, 洋三(1972-). 関西
学院大学出版会. 11 図書 誰も知らないイタリアの小さなホスピス. 横川, 善正(1949-). 岩波書店.
6 図書 スピリチュアルケアへのガイド : いのちを見まもる支援の実践. 窪寺, 俊之, 井上, ウィマラ
(1959-). 青海社. 12 図書 ホスピスのこころを語る : 音楽が拓くスピリチュアルケア. 柏木, 哲夫
(1939-), 栗林, 文雄. 一麦出版社, 創元社 (発売)
スピリチュアルケアを語る―ホスピス、ビハーラの臨床から の商品情報.
れぞれの視点から主張されるものの、残念なが. ら、プラグマティックなアプローチからそれを. 根拠付
ける研究成果は、現在のところ若干数で. ある。 （２）窪寺、谷山、村田によるスピリチュアル. ケアの
見解について. ①窪寺俊之の「スピリチュアルケア」と宗教に .. 医療・福祉の臨床でト. レーニングを
受けたスピリチュアルケア専門職. （チャプレン、ビハーラ僧、スピリチュアルケア. ワーカー）は、その相談
者の『世界』に入り込. むので、信仰の種類や有無に関わらず、どのよ. うな相手にも対応できる。こ
のように、援助者.
2016年6月3日 . スピリチュアルケアを語る －ホスピス、ビハーラの臨床から－ 谷山 洋三 伊藤 高章
窪寺 俊之 関西学院大学キリスト教と文化研究センター. Amazonでの評価： (5.0／5.0) 予約数:
0 予想待ち時間: なし 図書館で予約する 携帯から · レビューを見る 携帯から · Amazonを見る 携
帯から 【内容紹介】. 現代文化・社会の問題として、私たちはどのようにスピリチュアリティを捉えたら
よいか、また、どのようにキリスト教は今日のスピリチュアリティへの問いや期待に応えたらよいか。関西
学院大学の研究.
2013年5月29日 . ビハーラ僧としての活動を広めるため、NPO 法人ビハーラ21 での実践研究会の
講師で活躍する他、医療・福祉現場における臨床的なスピリチュアルケアを施す仏教僧侶の可能
性の研究・実践を続ける。2009 年第一回浄土宗平和賞受賞。近著に高木慶子編著・ . 大河内
さんは30代若手僧侶が抱える特有の苦悩、つまり「ただお寺を引き継ぐだけでなく、そのプラスアル
ファが必要とされる」現状ついて触れられた後、大学生の頃から医療現場でのホスピスケアに関わっ
てこられたご経験をお話されました。
2013年2月12日 . に信頼しやすいからです。その後、町. 中の自販機を疑いなく、いつも利用さ. せ
てもらっています。 しかし、近年、日本各地に行く機会. が増えるに連れて、過疎地や人影がほ. と
んど見かけないところにも行ってき. ました。東京の街に配置されている自 ... 超えたスピリチュアルケア
の専門職として位置づけられ. ていると言ってよい。 チャプレンとして病院で活動するためには、専門
的な教. 育課程の修了が必要となる。アメリカでは、臨床牧会教育. （Clinical Pastoral
Education、以下、CPE）と呼ばれる教育.
[正] ホスピス、ビハーラの臨床から / 谷山洋三, 伊藤高章, 窪寺俊之著 ; 関西学院大学キリスト
教と文化研究センター編 西宮 : 関西学院大学出版会 , 2004.8. 2. 続 医療・看護・介護・福祉
への新しい視点 / 窪寺俊之, 平林孝裕編著 西宮 : 関西学院大学出版会 , 2009.4.
中古本を買うならブックオフオンラインヤフオク！店。まとめ買いで更にお得に！！ タイトル スピリチュ
アルケアを語る ホスピス、ビハーラの臨床から 作者 谷山洋三 販売会社 関西学院大学出版会/
発売年月日 2004/08/30 JAN 9784907654658 ご入札する前にご確認いただきたいこと.
日本におけるターミナル・ケアについて末期患者の症状コントロール―ホスピス・ケアの基礎ターミナル
ケアにおけるチームナーシングと看護婦個人の役割末期医療のタイムスタディ自治医大におけるター
ミナルケアの現状と問題点―ターミナルケア研究会の活動を中心にターミナルケアへのチームアプロー
チ“がんに関する悩み相談会”の発足と症例検討医療従事者の死に対する態度―背景を主とした
アンケート調査より学生の臨床実習から終末期看護を考える卒後教育におけるDeath Education
の基本的方向について―.
ホスピス医という使命を生きてきて、私の体験と患者さんやご家族から教えていただいたことを懸命に
言語化し、とらえ返してきた中から得られたことです」（柏木氏） 「私に与え . 本書は、スピリチュアル
ペインの概念、アセスメントとケア計画の立て方、実践の指針、援助的コミュニケーションの実際、こ

れまでの研究の俯瞰など、ケア計画から実践まで10年をかけたスピリチュアルケアに関する知見の集
大成となっている。理論と .. 第一線の医療者、宗教者、文学者、その他の賢哲が生や死を通して
のいのちのつながりを語る。
になり，ホスピスや緩和ケア病棟を中心としてスピリチュアルな位相へのまなざしが浸透してゆ. く(2)。
現在ではスピリチュアルケアの思想的基盤の整備やスピリチュアルケア専門職の養成，さ. らにはアセ
スメントツールの開発等も行われつつある。 本論文では，こうしたスピリチュアルケアのケアモデルにつ
いて，その臨床的な妥当性を心理. 療法・精神療法の知見から検討する。ここで言う心理療法・
精神療法とは，臨床心理学や精神病. 理学，精神分析学等の枠組みに準拠した対人援助活動
全般を指す。管見では，我が国.
いり, 医療を目指す人・従事する人のためのみんなの医学書 －医学史から臨床医学ま, 岡田康
孝, 清風堂書店, 17/06, \3888. えで, 絵でわかる口述スピリチュアルケア, 岡本拓也, 中外医学社,
17/06, \1512. おか, 岡村昭彦と死の思想 －「いのち」を語り継ぐ場としてのホスピス, 高草木光一,
岩波書店, 16/01, \2480. おぼ, お坊さんのいる病院 －あそかビハーラ病院の緩和ケア, あそかビハー
ラ病院, 自照社出版, 17/04, \1296. かい, 介護のための医学の基礎, 石田信彦, 介護労働安定セ
ンター, 16/03, \1851. かぞ, 家族で.
著書：, 『スピリチュアルケアを語る－ホスピス。ビハーラの臨床から』（共著/2004年 8月/関西学院大
学出版会/谷山洋三、伊藤高章、窪寺俊之著/pp.47-81「スピリチュアリティと宗教の関係」） 『テキ
スト スピリチュアルケア第2集 スピリチュアルケアの理解を深める』（共著/2004年 9月/特定非営利活
動法人 日本ホスピス・在宅ケア研究会/日本ホスピス・在宅ケア研究会 スピリチュアルケア部会
編/pp.94-99「米国臨床牧会教育におけるスーパービジョンの焦点」） 『日韓聖公会神学会論文集
① 聖公会神学、アジアからの再.
２０１５. 「臨床宗教師」運動と宗教系大学. 弓山 達也1. 1 ゆみやまたつや：大正大学人間学部・
教授. 臨床現場でこころのケアを担う宗教者の育成を. 目指す臨床宗教師研修（東北大学大学
院実践宗教学. 寄附講座）に対して、今、各地の宗教系大学が自校. カリキュラムとの連携を模索
している。 . て日本スピリチュアルケア学会が設立され、2012年からはプログラムの. 認定を通じて、ス
ピリチュアルケア師の資格 .. 沼口医院、光ヶ丘スペルマン病院ホスピス、佼成病院ビハーラ病棟、
ビ. ハーラ21関連施設群、長岡西病院.
スピリチュアルケア入門 · 癒やしを求める魂の渇き―スピリチュアリティとは何か (スピリチュアルケアを
学ぶ) · 福音主義神学における牧会 · スピリチュアルコミュニケーション―生きる希望と尊厳を支える
(スピリチュアルケアを学ぶ) · スピリチュアルケアのガイド―いのちを見まもる支援への実践 · 家族を看
とるとき―メメント・モリ〈2〉 (メメント・モリ (2)) · スピリチュアルケアを語る―ホスピス、ビハーラの臨床
から · スピリチュアルケアを語る〈第3集〉臨床的教育法の試み · スピリチュアルケア学概説 (関西学
院大学論文叢書).
スピリチュアルケアを語る ホスピス、ビハーラの臨床から. 伊藤 高章(著), 窪寺 俊之(著), 谷山 洋
三(著), 関西学院大学キリスト教と文化研究センター(著) 発行：関西学院大学出版会. 117頁.
ISBN 978-4-86283-170-5. 奥付の初版発行年月 2014年8月 登録日 2016年9月9日.
西宮・芦屋支部 第17回在宅医療研究会 スピリチュアルケアの臨床. スピリチュアルケアの臨床.
2008年2月2日大阪府羽曳野市・四天王寺国際仏教大学人間福祉学科専任講師谷山 洋三
先生講演. はじめに スピリチュアルケア（Spiritual Care、以下、ＳＣ）は緩和ケアの領域で注目され
るようになり、最近 . 逆にＳＣの場合は、チャプレン（宗教的背景を持つものが多い、ビハーラ僧、スピ
リチュアルケアワーカー、パストラルケアワーカーなども含む）が、クライアントの世界観を是認・尊重し、
クライアントの世界観に入っていく。
波多江伸子. これからの終末期医療, 1995. 被引用文献1件. 3. 死は生の中で常に成長している.
樋口和彦. AERAムック : 死生学がわかる, 2000. 被引用文献1件. 4. スピリチュアリティと宗教の関
係-スピリチュアルケアにおけるキリスト教的シンボルの役割-. 伊藤高章. スピリチュアルケアを語る-ホ
スピス, ビハーラの臨床から-, 2004. 被引用文献1件.
スピリチュアルケア入門―臨床宗教師の視点から」 谷山洋三氏プロフィール 1972年生まれ、東北
大学文学部卒業、東北大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学) 長岡西病院

ビハーラ病棟ビハーラ僧、四天王寺大学準教授、上智大学グリーフケア研究所主任研究員などを
経て現在東北大学大学院文学研究科准教授。専門は臨床死生学。 著書:『医療者と宗教者
のためのスピリチュアルケア―臨床宗教師の視点から』『スピリチュアルケア』『スピリチュアルケアを語
る…ホスピス、ビハーラの臨床から』(谷山.
2015年11月21日 . 研究科准教授（実践宗教学寄附講座）。仏教看護・ビハーラ学会理. 事、日
本スピリチュアルケア学会評議員、日本死の臨床研究会世話. 人、日本ホスピス・在宅ケア研究
会評議員、いのち臨床仏教者の会代. 表、臨床スピリチュアルケア協会代表代行、心の相談室理
事。専門. は、臨床死生学、仏教福祉学。 主要業績. 『仏教とスピリチュアルケア』（編著）東方出
版、2008年。『スピリチュア. ルケアを語る』（編著）関西学院大学出版会、2010年。 チベット仏教と
終末医療. 臨床宗教師の展望と課題.
2016年8月26日 . 日本人の亡くなる場所、死ぬ場所が、病院から家もしくは施設に切り替わりつつ
ある「看取りコム」は在宅医療・訪問看護（介護）のことから看取りのできる介護施設や老人ホーム
探しまでできるポータルサイトです。看取り後の . こういったターミナルケアの現場では、そこで働く看
護師や医師の間で死生観やスピリチュアル・ケア領域についての意識や関心が高まってきています。
他方で、 .. 実はこのアプローチについて言えば、キリスト教には「チャプレン」がありますし、仏教にも
「ビハーラ僧」があるのです。
聖トマス大学人間文化共生学部准教授・日本グリーフケア研究所主任研究員。1994年東北大
学文学部哲学科（印度学仏教史専攻）卒業。2000年東北大学大学院文学研究科博士後期
課程修了。博士（文学）。専門は、臨床死生学、仏教福祉学。著書に『スピリチュアルケアを語る
─ホスピス、ビハーラの臨床から』（共著、関西学院大学出版会）、『仏教とスピリチュアルケア』（東
方出版）など。 ケアはペインに対するものとは限らない; 「答え」を示すのはスピリチュアルケアではな
い; スピリチュアリティに関わる「先祖」と「自然」.
目 次. 序 論. 本 論. 第一章 スピリチュアルケアについて. 第一節 スピリチュアルケアとは何か. 第二
節 スピリチュアルペインについて. スピリチュアルケアと宗教的ケアの違い. 第二章 ビハーラについて. 第
一節 ビハーラの意味とは. 第二節 実習を通してのビハーラ活動の概観. 第三節 聞き取り調査を通
してのビハーラ活動の概観. 第三章 ビハーラ活動の展開と課題. 結 論. 一般的なお寺、僧侶への
イメージといえば、暗いとか、葬式などで普段何をしているのかわ. からないという意見も多く聞く。し
かし、仏教はそもそも死を.
4. 「がん患者のスピリチュアルケア ～痛み・不安・無意味へのケア～」. 村田 久行（京都ノートルダ
ム女子大学） 司会：小松 浩子（ . 患者さんの問いにどう応えますか」. 司会：, 細川 豊史（京都府
立医科大学）. 基調講演：, 細川 豊史（京都府立医科大学）. シンポジスト：, 小籔 実英（丹波あ
じさい寺） 沼野 尚美（宝塚市民病院） 花岡 尚樹（西本願寺ビハーラ あそか第二診療所）. 2.
「死の臨床における . 1. 「リンパ浮腫ケアの臨床から学ぶ ～全人的ケアのひとつとして～」. 司会：,
冨田 英津子（京都府立医科大学）. パネリスト.
スピリチュアルケアを語るオンデマンド版 - ホスピス、ビハーラの臨床から - 谷山洋三 - 本の購入は楽
天ブックスで。全品送料無料！購入毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！みんなのレ
ビュー・感想も満載。
1 図書 スピリチュアルケアの実現に向けて : 「第18回日本臨床死生学会大会」の取り組み. 窪寺,
俊之. 聖学院大学出版会. 7 図書 スピリチュアルケア入門. 窪寺, 俊之. 三輪書店. 2 図書 スピリ
チュアルペインとそのケア. 石居, 基夫, Kippes, Waldemar, 1930-, 窪寺, 俊之, 賀来, 周一, 大柴,
譲治. キリスト新聞社. 8 図書 スピリチュアルコミュニケーション : 生きる希望と尊厳を支える. 窪寺,
俊之. 聖学院大学出版会. 3 図書 ホスピス、ビハーラの臨床から. 谷山, 洋三, 伊藤, 高章, 窪寺,
俊之, 関西学院大学キリスト教と文化研究.
スピリチュアルケアを語る : ホスピス、ビハーラの臨床から. 【書名】スピリチュアルケアを語る : ホスピ
ス、ビハーラの臨床から. 【著者】谷山 洋三・伊藤 高章. 【出版社】関西学院大学出版会. 【出版
年】2004.08. レビュー. 人間学の立場からスピリチュアリティがテーマです。ホスピスでの関わりから得
た、死に直面した者へのスピリチュアルケア（心のケア）や今日の終末医療の問題点に触れた１冊で
す。 本を探す; 本を検索. からだの部位で探す · 療法で探す · 闘病記で探す.

bookplus. ホスピス、ビハーラの臨床から / 谷山洋三, 伊藤高章, 窪寺俊之著 ; 関西学院大学キ
リスト教と文化研究センター編. ホスピス ビハーラ ノ リンショウ カラ. (スピリチュアルケアを語る;[正]) .
ビハーラ」の提唱と展開 / 田宮仁著. 5, bookplus, スピリチュアルケア入門 / 窪寺俊之著. 6,
bookplus, スピリチュアリティは健康をもたらすか : 科学的研究にもとづく医療と宗教の関係 / ハロル
ド G. コーニック著 ; 杉岡良彦訳. 7, bookplus, スピリチュアルケア : 看護のための理論・研究・実践
/ エリザベス・ジョンストン・テイラー著.
ラ病棟とあそかビハーラ病院のビハーラ僧へインタビューを行い、彼らが置か. れている現状とケア観を
明らかにした。さらに臨床哲学とアルフォンソ・リン. ギスの議論から看取りの再考を行い、特に、在日
外国人の看取りの場であるユ. ニバーサル・ホスピスの設立に向けて、チャプレンとビハーラ僧を対象と
した. 研究の拡充を唱えた。 キーワード 看取り、ホスピス、チャプレン、ビハーラ、スピリチュアルケア、.
スピリチュアルペイン、臨床哲学、アルフォンソ・リンギス. In this paper, I discuss chaplain and
Vihāra monks as.
2017年1月2日 . . 【中古】 スピリチュアルケアを語る ホスピス、ビハーラの臨床から ／谷山洋三(著
者),伊藤高章(著者),窪寺俊之(著者),関西学院大学キリスト教と文化研究センター(編者) 【中
古】afb. 898円. 谷山洋三(著者),伊藤高章(著者),窪寺俊之(著者),関西学院大学キリスト教と
文化研究センター(編者)販売会社/発売会社：関西学院大学出版会/…
緩和ケア科部長. 小 杉 寿 文 先生. 緩和ケア病棟に入ったら、終わりなんでしょ？退院できないん
でしょ？（退院しな. くてもいいんでしょ？）何も治療してくれないんでしょ？よく言われます。 ホスピ
ス、緩和ケアとはいったいなんでしょうか？インターネットで調べてみる ... 臨床心理士. 林 良 彦 天
心堂へつぎ病院. 緩和ケア. 総合診療部長. 会計監査兼任 村 上 正 典 ビハーラ大分. 僧侶. 県
南支部長兼任 長 門 仁 長門記念病院. 副院長. 県北支部長兼任 深 野 昌 宏 中津胃腸病
院. 院長. 大分県緩和ケア研究会：世話人. － 7 －.
文化人類学からの視点. キーワード. スピリチュアリティ スピリチュアルケア タ~ミナルケア 文化人類学.
フィール ドワーク. はじめに. 人は誰も自らの死から逃れることはできない。 これは生物学的な事実で
ある。 しかし、 自二. ネ覚的にみてこの事実の周囲にはさまざまな文化的、 社会的な要因が存在
している。 すなわち、 . 一一ーー~方、 日本のホスピスに大きな影響を与えることになる 「死の臨床
研究会」 (後に 「日本死. の臨床 . 会はその目的を 「死の臨床において患者や家族に対する真の
援助の道を全人的立場. から.
スピリチュアルペイン, ホスピスにおける心のケア -ホスピスチャプレンの立場から-, 1-11. 沼野 尚美; 髙
宮 有介. ２. 25.4.10. 水. 4. スピリチュアルケア, スピリチュアルケア -哲学者からみた生と死-, 1-11. 村
田 久行; 髙宮 有介. ３. 25.4.17. 水. 4. 命の大切さ, 生命の大切さ －絵本作家の立場から－, 111. 葉山 祥明; 髙宮 有介. ４. 25.4.22. 月. 4. 死の準備教育, 死への準備教育 －ユーモアを持っ
て－, 1-11. Ａ．デーケン; 髙宮 有介. ５. 25.5.8. 水. 4. 日本人の死生観, 仏教からみた生と死 ～
僧侶がいるビハーラ病棟から～
医学文献の検索・閲覧、及び文献全文をダウンロード提供する医療総合Webサイトです。
仏教思想の奔流ーインドから中国・東南アジアへ, 京都光華女子大真言宗研, 自照出版社. 宗
教教育の現場から 女子大生－自己のアイデンティティ‐を求めて－, 可藤豊文, 自照出版社. ぴぐ
れっと, 西村信子, いせフィルム. ビデオ ぴぐれっと, ピグレット制作上映委員会, いせフィルム. 現代聖
書注解ヨシュア記, J.F.D.クリーチ, 日本キリスト教団出版局. キリスト教と私, アルフォンス・デーケン,
聖母の騎士社. 三人寄ればニッポンが見える, アルフォンス・デーケン, 旬報社. キリスト教福祉実践
の史的展開, 杉山博昭, 大学教育.
窪寺俊之 (2004)『スピリチュアルケア学序説』三輪書店. 高崎直道 (1989)『インド古典叢書 宝性
論』講談社. 谷山洋三 (2003)「仏教福祉学のキーワードを探る その2・苦 ―ビハーラ僧のスピリチュ
アルケア―」『日本仏教社会福祉学会年報』34号. 谷山洋三 (2004)「「いのち」を中心にした人間
関係を考える」『長岡看護福祉専門学校紀要』2号. 谷山洋三・伊藤高章・窪寺俊之 (2004)『ス
ピリチュアルケアを語る ―ホスピス, ビハーラの臨床から―』関西学院大学出版会. 水谷幸正
(1996=1982)「IV 如来蔵と信」『新装版 講座・.
2016年10月8日(土)・9日(日) 札幌コンベンションセンター・産業振興センターにて第40回日本死の

臨床研究会年次大会を開催致します。
グリーフケアの担い手養成講座第３期」の開講に伴い、養成講座各回の午前中を一般の皆様に
もご参加いただけるようにした「８人の専門家・実践家からグリーフケアを学ぶ」を開催しております
が、その第４講「ナラティブによるスピリチュアルケア」の開催をお知らせいたします .. 東北大学大学院
文化研究科准教授実践宗教学寄附講座、仏教看護・ビハーラ学会理事、日本スピリチュアルケ
ア学会評議会、日本死の臨床研究会世話人、いのち臨床仏教者の会代表、臨床スピリチュアル
ケア協会代表代行、心の相談室理事）.
スピリチュアルケアを語る詳細をご覧いただけます。 . スピリチュアルケアを語る. ホスピス、ビハーラの臨
床から. スピリチュアルケアを語る. 「死」「病い」に関わる三人による発言集 . 目次. 読者の皆さんへ
仏教における死 ─ビハーラの体験から スピリチュアリティと宗教の関係 ─スピリチュアルケアにおけるキ
リスト教的シンボルの役割 スピリチュアリティの現在 ─人間学の立場から あとがき. このページのトップ
へ.
著書. 2004.8 谷山洋三・伊藤高章・窪寺俊之『スピリチュアルケアを語る －ホスピス、ビハーラの臨
床から』関西学院大学出版会、全117頁. 2006.2 谷山洋三『学位論文 バルアの仏教と社会 －バ
ングラデシュの仏教徒の現状－』関西学院大学出版会 （学位論文オンデマンド出版サービス）、
全269頁. 2008.7 谷山洋三編著『仏教とスピリチュアルケア』東方出版、全168頁. 2010.9 窪寺俊
之・伊藤高章・谷山洋三編著『スピリチュアルケアを語る 第三集 臨床的教育法の試み』関西学
院大学出版会、全170頁. □ 学術論文.
Published: 西宮 : 関西学院大学出版会, 2009.4. Series: スピリチュアルケアを語る ; 続. Holding
items in this series: loading… Holdings: Loanable, 福女院大 2階閲覧室, 490.16/Su75/2. 2.
Book. Book. 2. ホスピス、ビハーラの臨床から. 谷山洋三, 伊藤高章, 窪寺俊之著 ; 関西学院大
学キリスト教と文化研究センター編. Published: 西宮 : 関西学院大学出版会, 2004.8. Series: ス
ピリチュアルケアを語る ; [正]. Holding items in this series: loading… Holdings: Loanable, 福女
院大 2階閲覧室, 490.16/Su75/1.
2017年1月5日 . セルフケアから臨床実践へとつなげるホリスティックナーシング. 小板橋/喜久代ǁ編
集 日本看護協会出版会. 2 スピリチュアルケアを語る. ホスピス、ビハーラの臨床から 関西学院大
学キリスト教と文化研究センターǁ編. 関西学院大学出版会. 3 「がん」と「がん保険」. がん保険基
本マニュアル 佐々木/光信ǁ著 保険毎日新聞社. 4 これならわかる<スッキリ図解>介護保険. 高野/
龍昭ǁ著. 翔泳社. 5 図解でわかる介護保険の改正ポイント 2015年度実施. 山田/芳子ǁ著. アニモ
出版. 6 介護保険活用法Q&A.
要スピリチュアルケア働」. 田中ケネス (仏教文化研究所所長). 「死ぬ苦しみからの解放と人間の成
長ースピリ. チュ アルケア農」 という題名で、 今からシンポジウ. 死ぬ苦しみからの解放と人間の成長.
平成二十〕 年七月十四日 (土曜日). ムを行います。 このレジ ュメにもありますように、. 人間の死
亡率は百。ハーセント、 実にそうですね。 た. だ、 百パーセントなのにもかかわらず、 日本の社会.
も、 私が育ったアメリカの社会でも、 死ということ. にういてはなかなか語る場がない。 家族の中でも
語. れなぃ` そして病院でも.
2014年9月27日 . 心理カウンセラーの資格を持っているから応募したのに、ただの占い記事作成だっ
た」（28歳／IT）. ファッション関係とは書かれてい . 近年、日本でも終末期医療をはじめとした臨床
現場でのスピリチュアルケアへの関心が高まり、病院などでチャプレンがスピリチュアルケア専門職とし
て、有償・無償で活躍するようになってきている。その多くは、宗教系―キリスト教系が多いが、近年
仏教系のホスピス（ビハーラ）も増えてきている―の病院ホスピス（緩和ケア施設）のチャプレンであ
る。チャプレン（あるいは.
2013年12月6日 . テキストスピリチュアルケア第２集 スピリチュアルケアの理解を深める（日本ホスピ
ス・在宅ケア研究会スピリチュアルケア部会編） 105-111 2004年. 書籍等出版物. テキストで表示
12>. 仏教とスピリチュアルケア. 東方出版 2008年 ISBN:978-4-86249-121-3. スピリチュアルケアを語
る －ホスピス、ビハーラの臨床から. 関西学院大学出版会 2004年 ISBN:4-907654-65-0. 人間・
科学・宗教ORC研究叢書４ 死と愛 －いのちへの深い理解を求めて. 法蔵館 2007年 ISBN:9784-8318-2430-1. テキスト.

善悪平等に救うという仏の立場から、自力を捨てた他力の愚者の姿を説き、関東大震災に遭われ
た九條武子様の歌より、諸行無常の現実と自己の力なさを信知した仏の真実の世界を語る、報
恩講法話２篇。 【報恩講法話集16】 .. シシリー・ソンダースのホスピスから仏教のビハーラ施設の誕
生の経緯、今求められている宗教的ケアと「日本的看取り」のあるべき姿を、長年の看護師経験を
もとに、宗教社会学、死生学の分野より論述。 【目次より】 第一章 . 第三章 病院内におけるスピ
リチュアルケアのあり方 第四章 死ぬこと.
スピリチュアルケアの実現に向けて―「第18回日本臨床死生学会大会」の取り組み (スピリチュアル
ケアを学ぶ). 単行本. スピリチュアルケアの実現に向けて―「第18回日本臨床死生学会. 窪寺 俊
之(著). --; 聖学院大学出版会; 2013年10月12日 発売. ISBN/EAN: 9784907113056. あらすじ・
内容を見る.
2005年2月6日 . Amazon.com で、スピリチュアルケア学序説 の役立つカスタマーレビューとレビュー
評価をご覧ください。ユーザーの皆様からの正直で公平な製品レビューをお読みください。
2009年11月24日 . タイトルに本願寺布教使・千石真理さん「宗教の重要性を語る」と題して、築
地本願寺で毎月開催されている英語法話会での報告記事であった。英語による法話は、毎月の
開催であるがゲストがハープの弾きがたりであり、本願寺派初の女性開教使（外国への赴任）として
十三年間ハワイで活動した経験を持ち、現在、本願寺派による「ビハーラ本願寺」と緩和医療を行
なう「あそかビハーラクリニック」（あそか第二診療所）で、仏教チャプレンを務めている経歴から、業界
誌への登場となったのだろうと想像します.
スピリチュアルケアを語る ホスピス、ビハーラの臨床から. 谷山 洋三：著, 伊藤 高章：著, 窪寺 俊
之：著, 関西学院大学キリスト教と文化研究センター：編. A5判 120ページ 並製定価：1,400円
+税. ISBN978-4-86283-170-5 C3014 奥付の初版発行年月：2014年08月 ／ 発売日：2014年08
月下旬. 発行：関西学院大学出版会 在庫あり.
ローチケHMV 総合情報 スピリチュアルケア, CD/DVD・Blu-ray/書籍/ゲーム/グッズ/アクセサリーなど,
国内最大級の品揃え！2500円（税込）以上で送料無料！お買い得なキャンペーンは随時実
施！100円につき1ポイント, 店舗・ネットで共有できます！
出版社, 関西学院大学出版会. 出版年, 2014. 大きさ、容量等, 117p ; 21cm. 注記, 印刷: デジ
タルパブリッシングサービス. ISBN, 9784862831705. 価格, 1400円. JP番号, 22473279. トーハン
MARC番号, 33142783. 部分タイトル, 仏教における死 / 谷山洋三 述. 部分タイトル, スピリチュアリ
ティと宗教の関係 / 伊藤高章 述. 部分タイトル, スピリチュアリティの現在 / 窪寺俊之 述. 版, オンデ
マンド版. 出版年月日等, 2014.8. 件名（キーワード）, スピリチュアルケア. NDLC, SC47. NDC（9
版）, 490.16 : 医学. 対象利用者, 一般.
2007年8月28日 . 今日本屋で見つけた本。木下大圓『癒し癒されるスピリチュアルケア―医療・福
祉・教育に活かす仏教の心 』医学書院。 またスピリチュアルかぁ、と思ったが、内容はご自身の臨床
活動を基に心理学と仏教から理論化されているようだ。学問書として読むに耐え得ると直感し購
入。まだ読んでませんが。。。 最近は江原さんの影響で、スピリチュアルという言葉が変な形で世間
に認知されている気がする。そういう方にはこの本はつまらないかもしれません。ホスピスやビハーラと
いった、現場での援助活動に関心.
2015年1月13日 . また，スピリチュアル. な苦悩が起こってくる。その時，日常生活や自分. の生きて
きた人生に情緒面から潤いを与えてくれ. る役割が必要である。これらの人びとが日常生活. の潤滑
油であり，心のヒーリングであり，心の平. 安を少しでも引き出して，気持ちのつらさに寄り. 添うことに
よって，生きる希望につながっていく。 臨床心理士，チャプレン，僧侶. 病気の進行に伴い，将来へ
の希望が見出せなく. なる。愛する人と別れなければならない。自分で. 自分のことができなくなる。
すべてが削ぎ落とさ. れていく。
スピリチュアルケアを語る－ホスピス、ビハーラの臨床から』. 関西学院大学キリスト教と文化研究セ
ンター編、関西学院大学出版会 117頁、本体 1,200円＋税、2004年8月30日 仏教における死－
ビハーラの体験から（谷山洋三） スピリチュアリティと宗教の関係－スピリチュアルケアにおけるキリスト
教的シンボルの役割（伊藤高章） スピリチュアリテ…ィの現在－人間学の立場から（窪寺俊之） 続
きを表示.

この商品の支払方法. ポイント; ケータイ; dカード; クレカ. ツイートする · facebookでいいね！する.
商品説明. 【タイトル】スピリチュアルケアを語るオンデマンド版 ホスピス、ビハーラの臨床から【発売
日】2014年08月【著者／編集】谷山洋三, 伊藤高章【出版社】関西学院大学出版会【サイズ】
単行本【ページ数】117p 【ISBNコード】9784862831705.
2009年10月16日 . このフレーズへの誤解は三波春夫の生前から有り、本人も私共スタッフも歓迎
出来た話ではないと思っておりましたが、静観しておりました。本当に意味するところについて . ブログ
は三波に関することに特化しており、その中から三波春夫という歌手がどうしていつも笑顔でいたの
か、また、「お客様は神様です」と語った心とはどんなだったのか、を見つけて頂ければという思いでご
ざいます。どうぞよろしくお願いいたし .. スピリチュアルケアを語る―ホスピス、ビハーラの臨床から
(2004/08) 谷山 洋三窪寺.
2008年3月14日 . ２厚生労働省『終末期医療に関するガイドライン（骨子)』. ３臨床現場での現
状. 第３節死を受容する文化の構築. ｌＱＯＤ（死の質）. ２日本の風土と歴史が生み育ててきた文
化. １）日本人の霊魂観. ２）看取りの文化「臨終行儀」. ３「生を支えあう」関係の重要`性（ナラテ
イブ・ペイスト. 第４節日本におけるスピリチユアルケア体制へ向けた医療政. ３「生を支えあう」関係
の重要'性（ナラテイブ・ペイスト・メデイスン（NBM）へ）. 4節日本におけるスピリチュアルケア体制へ
向けた医療政策について. ｌ医療者の意識改革.
地下鉄四つ橋線「花園町」駅（2 号出口）から徒歩 15 分. ◇ 講師プロフィール. 1956 年 東京生
まれ. 1979 年 国際基督教大学教養学部社会科学科卒業。 1992 年 米国聖公会太平洋神学
校（Berkeley CA）修了. 1997 年 桃山学院大学文学部助教授. 2002 年 スタンフォード大学病院
スピリチュアルケア部. 客員スーパーバイザー（〜2003 年）. 2004 年 桃山学院大学社会福祉学
科・. 大学院社会学研究科 教授. ◇ 主な著書. 『スピリチュアルケアを語る－ホスピス、ビハーラの
臨床から』. （2004 年、関西学院大学出版会）.
登録番号, 著者名, 書名, 出版社. 520, リチャード・Ｆ．グローヴスヘンリエッタ・アン・クラウザー, 実
践スピリチュアルケア病む人の心に寄り添うため, 春秋社. 429, 窪寺俊之井上ウィマラ, スピリチュアル
ケアへのガイドいのちを見まもる支援の実践, 青海社. 出版年：2008年. 登録番号, 著者名, 書名,
出版社. 427, エリザベス・ ジョンストン・テイラー, スピリチュアルケア看護のための理論・研究・実践,
医学書院. 437, 徳永進 他, ひびきあう生と死未来を拓くスピリチュアルケア, 雲母書房. 273, 谷田
憲俊, 患者・家族の緩和ケアを.
真宗大谷派僧侶、金沢市出身'. • 長岡西病院（仏教のホスピス）で、心のケアを. 提供する僧侶
「ビハーラ僧」として勤務'. • 四天王寺大学の教員をしながら、関西の公. 立病院でスピリチュアルケ
アのボランティア'. • 上智大学グリーフケア研究所でスピリチュア. ルケアの専門職養成'. • 東北大学
で、心のケアを提供する宗教者「臨. 床宗教師」を養成. １．死生観. 参考にしてください. 神道の
死生観. • 本居宣長（1730*1801）：人はすべて死ぬと黄泉. の国に行く。黄泉の国は「きたなくあし
き所」で、. 善人も悪人もかわりなく行く。
ホスピスを導入すると同時にスピリチュア. ルケアの考え方も入ってくるわけであるが、. 欧米の理解と
は異なった形で、この概念を. 容認することになる。それは日本の宗教風. 土を考えれば仕方がない
とも思えるのだが、. スピリチュアルケアの考え方の中から、宗. 教的な要素をそっくりそのまま抜き去っ
た. ものへと変容していくのである。 スピリチュアルケアは、スピリチュアル. とケアの合成語である。医療
現場の感覚か. らすれば、ケアという語は日常的に頻繁に. 使われるが、スピリチュアルは馴染みの
な. い言葉である。
2017年4月26日 . なぜ、緩和ケア、ホスピスケアにスピリチュアルケアが必要なの
か………………………………29. 終末期ケアという言葉 .. ① 納棺師から見た“ヒトの生きる”.
新潟公益社社長 本間義康氏. ② 「最期の迎え方」から見たホスピスケア への期待. 新潟日報社
報道デスク 石原亜矢子氏. 第３回 平成２８（２０１６）年１２月１０日. ① 看取りを通して“生き
る”を考える. 飛騨千光寺住職 大下大圓師. ② 施設ホスピス医 . ビハーラ病棟のボランティアさん
は、おやつを作ってきたり、喫茶を開催し、お部屋に. 声かけをし、.
スピリチュアルケアを語る ホスピス、ビハーラの臨床から オンデマンド版のページです。日本の書籍・
雑誌が早く安くお買い求めいただける日本書店 NihonBooks.comへようこそ。

【定価30％OFF】 中古価格￥898（税込） 【￥398おトク！】 スピリチュアルケアを語るホスピス、ビ
ハーラの臨床から／谷山洋三(著者),伊藤高章(著者),窪寺俊之(著者),関西学院大学キリスト
教と文化研究センター(編者)／中古本・書籍／ブックオフオンライン／ブックオフ公式通販・買取サ
イト。1500円以上のご注文で送料無料。
スピリチュアルケアを語る―ホスピス、ビハーラの臨床から （オンデマンド版） . 仏教における死―ビ
ハーラの体験からスピリチュアリティと宗教の関係―スピリチュアルケアにおけるキリスト教的シンボルの
役割スピリチュアリティの現在―人間学の立場から . グリーフケア研究所主任研究員などを経て、２
０１２年から東北大学准教授。専門は、仏教福祉学、臨床死生学 伊藤高章［イトウタカアキ］ １
９５６年生まれ。上智大学神学部神学科教授。２００２／３年度スタンフォード大学病院スピリチュ
アルケア部スーパーヴァイザー・.
がん電話相談 -家族が困ったときに-, 1. 家で看取るということ -末期がん患者をケアする在宅ホスピ
スの真実-, 1. 家で生きることの意味 -在宅ホスピスを選択した人・支えた人-, 1. 病院で死なないと
いう選択, 1. がんとこころのケア, 1. スピリチュアルケアを語る -ホスピス、ビハーラの臨床から-, 1. こころ
に寄り添う緩和ケア -病いと向き合う「いのち」の時間-, 1. 緩和のこころ -癌患者への心理的援助の
ために-, 1. ケアの思想と対人援助（改訂増補版）, 1. テンダー・ラブ -それは愛の最高の表現です。, 1. 「死の医学」への序章, 1.
オンライン書店 Honya Club.comスピリチュアルケアを語るのページです。 . スピリチュアルケアを語る
オンデマンド版. ホスピス、ビハーラの臨床から . データベースより]. 仏教における死―ビハーラの体験
からスピリチュアリティと宗教の関係―スピリチュアルケアにおけるキリスト教的シンボルの役割スピリ
チュアリティの現在―人間学の立場から.
ビハーラ問題協議会（3 回）. 第 1 期基本学習会. 1 回:5/14～16. 2 回:6/17～18. 3 回:12/8～10.
教区ビハーラ結成（ビハーラ福井、ビハーラ大阪）. 『宗報』にビハーラ関係の. 連載がはじまる. 仏教
ホスピスの会が｢がん. 患者・家族の語らいの集. い｣開設（毎週 .. ビハーラ講座. がん患者・家族語
らいのつどい. ビハーラカウンセリング研修. 寺院におけるグリーフケア. 10. 1. 1. 1. 1 回（1 泊）. 12. ビ
ハーラ大分. 協議会. 公開講座. 傾聴ボランティア養成講座. 心で受ける医療公開講座. 臨床スピ
リチュアルケア研修会. 1. 1. 3.
商品の詳細. スピリチュアルケアを語る. ホスピス、ビハーラの臨床から. 谷山洋三、伊藤高章、窪寺
俊之（著）. 本体価格(税込)： 1,512 円. 2017年12月01日予定. ※ 製造状況により前後する場
合がございますので、ご了承ください。 尚、銀行振込でのご注文の際は、弊社にて入金確認後に
製造手配をいたしますので、上記日程とは異なる場合がございます。ご了承下さい。
近年，「がん」という病名に対するイメージの変. 化や，インフォームドコンセントに対する意識の. 高ま
りがみられ，病名の告知率は上昇している． 一般成人を対象とした全国調査では，70%以上が.
治癒の見込みが期待できない場合においてもがん. の告知を希望しており，家族ががんに罹患した
場. 1 社会保険京都病院. Social Insurance Kyoto Hospital. 2 大阪大学医学部附属病院.
Osaka University Hospital. 3 京都橘大学看護学部. Department of Nursing, Kyoto Tachibana
University. 4 千里金蘭大学看護学部.

