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出エジプト記 15:26 言われた、「あなたが、もしあなたの神、主の声

に良く聞き従い、その目に正しいと見られることを行い、その戒め

に耳を傾け、すべての定めを守るならば、わたしは、かつてエジプ

トびとに下した病を一つもあなたに下さないであろう。わたしは主

であって、あなたをいやすものである」。

申命記 7:15 主はまたすべての病をあなたから取り去り、あなたの知っ

ている、あのエジプトの悪疫にかからせず、ただあなたを憎むすべ

ての者にそれを臨ませられるであろう。

詩篇 107:20 そのみ言葉をつかわして、彼らをいやし、彼らを滅びか

ら助け出された。

詩篇 146:8 主は盲人の目を開かれる。主はかがむ者を立たせられる。

主は正しい者を愛される。

イザヤ記 35:5 その時、見えない人の目は開かれ、聞えない人の耳は聞

えるようになる。

イザヤ記 53:5 しかし彼はわれわれのとがのために傷つけられ、われわ

れの不義のために砕かれたのだ。彼はみずから懲らしめをうけて、

われわれに平安を与え、その打たれた傷によって、われわれはいや

されたのだ。

イザヤ記 58:8 そうすれば、あなたの光が暁のようにあらわれ出て、あ

なたは、すみやかにいやされ、あなたの義はあなたの前に行き、主

の栄光はあなたのしんがりとなる。

エレミヤ記 30:17 主は言われる、わたしはあなたの健康を回復させ、

あなたの傷をいやす。それは、人があなたを捨てられた者とよび、

『だれも心に留めないシオン』というからである。

エレミヤ記 33:6 見よ、わたしは健康と、いやしとを、ここにもたらし

て人々をいやし、豊かな繁栄と安全とを彼らに示す。

マラキ記 4:2 しかしわが名を恐れるあなたがたには、義の太陽がのぼ

り、その翼には、いやす力を備えている。あなたがたは牛舎から出

る子牛のように外に出て、とびはねる。

マタイによる福音書 4:23,24 イエスはガリラヤの全地を巡り歩いて、

諸会堂で教え、御国の福音を宣べ伝え、民の中のあらゆる病気、あ



らゆるわずらいをおいやしになった。 24 そこで、その評判はシリ

ヤ全地にひろまり、人々があらゆる病にかかっている者、すなわ

ち、いろいろの病気と苦しみとに悩んでいる者、悪霊につかれてい

る者、てんかん、中風の者などをイエスのところに連れてきたの

で、これらの人々をおいやしになった。

マタイによる福音書 8:16 夕暮になると、人々は悪霊につかれた者を大

ぜい、みもとに連れてきたので、イエスはみ言葉をもって霊どもを

追い出し、病人をことごとくおいやしになった。 17 これは、預言

者イザヤによって「彼は、わたしたちのわずらいを身に受け、わた

したちの病を負うた」と言われた言葉が成就するためである。

マタイによる福音書 9:35 イエスは、すべての町々村々を巡り歩いて、

諸会堂で教え、御国の福音を宣べ伝え、あらゆる病気、あらゆるわ

ずらいをおいやしになった。

マタイによる福音書 10:1,8 そこで、イエスは十二弟子を呼び寄せて、

汚れた霊を追い出し、あらゆる病気、あらゆるわずらいをいやす権

威をお授けになった。 (マルコによる福音書 3:14,15) 8 病人をいや

し、死人をよみがえらせ、らい病人をきよめ、悪霊を追い出せ。た

だで受けたのだから、ただで与えるがよい。

マタイによる福音書 11:5 盲人は見え、足なえは歩き、らい病人はきよ

まり、耳しいは聞え、死人は生きかえり、貧しい人々は福音を聞か

されている。

マタイによる福音書 12:15 イエスはこれを知って、そこを去って行か

れた。ところが多くの人々がついてきたので、彼らを皆いやし、

マタイによる福音書 15:30 すると大ぜいの群衆が、足、手、目や口な

どが不自由な人々、そのほか多くの人々を連れてきて、イエスの足

もとに置いたので、彼らをおいやしになった。

マタイによる福音書 17:20 するとイエスは言われた、「あなたがたの

信仰が足りないからである。よく言い聞かせておくが、もし、から

し種一粒ほどの信仰があるなら、この山にむかって『ここからあそ

こに移れ』と言えば、移るであろう。このように、あなたがたにで

きない事は、何もないであろう。

マルコによる福音書 1:34 イエスは、さまざまの病をわずらっている多

くの人々をいやし、また多くの悪霊を追い出された。また、悪霊ど



もに、物言うことをお許しにならなかった。彼らがイエスを知って

いたからである。

マルコによる福音書 3:10 それは、多くの人をいやされたので、病苦に

悩む者は皆イエスにさわろうとして、押し寄せてきたからである。

マルコによる福音書 6:5,6,13 そして、そこでは力あるわざを一つもす

ることができず、ただ少数の病人に手をおいていやされただけで

あった。 6 そして、彼らの不信仰を驚き怪しまれた。それからイエ

スは、附近の村々を巡りあるいて教えられた。 13 多くの悪霊を追

い出し、大ぜいの病人に油をぬっていやした。

マルコによる福音書 6:55,56 その地方をあまねく駆けめぐり、イエス

がおられると聞けば、どこへでも病人を床にのせて運びはじめた。 

56 そして、村でも町でも部落でも、イエスがはいって行かれる所で

は、病人たちをその広場におき、せめてその上着のふさにでも、さ

わらせてやっていただきたいと、お願いした。そしてさわった者は

皆いやされた。

マルコによる福音書 8:23-25 イエスはこの盲人の手をとって、村の外

に連れ出し、その両方の目につばきをつけ、両手を彼に当てて、

「何か見えるか」と尋ねられた。24 すると彼は顔を上げて言った、

「人が見えます。木のように見えます。歩いているようです」。 25
それから、イエスが再び目の上に両手を当てられると、盲人は見つ

めているうちに、なおってきて、すべてのものがはっきりと見えだ

した。

マルコによる福音書 9:29 すると、イエスは言われた、「このたぐい

は、祈によらなければ、どうしても追い出すことはできない」。

マルコによる福音書 16:17,18 信じる者には、このようなしるしが伴

う。すなわち、彼らはわたしの名で悪霊を追い出し、新しい言葉を

語り、 18 へびをつかむであろう。また、毒を飲んでも、決して害を

受けない。病人に手をおけば、いやされる」。

ルカによる福音書 4:18 また、いばらの中にまかれたものとは、こうい

う人たちのことである。御言を聞くが、

ルカによる福音書 4:40 イエスは彼らに言われた、「なぜ、そんなにこ

わがるのか。どうして信仰がないのか」。

ルカによる福音書 5:15 そして、イエスのところにきて、悪霊につかれ



た人が着物を着て、正気になってすわっており、それがレギオンを

宿していた者であるのを見て、恐れた。

ルカによる福音書 5:17-25 そこで、人々はイエスに、この地方から出

て行っていただきたいと、頼みはじめた。 18 イエスが舟に乗ろう

とされると、悪霊につかれていた人がお供をしたいと願い出た。 19
しかし、イエスはお許しにならないで、彼に言われた、「あなたの

家族のもとに帰って、主がどんなに大きなことをしてくださった

か、またどんなにあわれんでくださったか、それを知らせなさ

い」。 20 そこで、彼は立ち去り、そして自分にイエスがしてくだ

さったことを、ことごとくデカポリスの地方に言いひろめ出したの

で、人々はみな驚き怪しんだ。 21 イエスがまた舟で向こう岸へ渡

られると、大ぜいの群衆がみもとに集まってきた。イエスは海べに

おられた。 22 そこへ、会堂司のひとりであるヤイロという者がき

て、イエスを見かけるとその足もとにひれ伏し、 23 しきりに願っ

て言った、「わたしの幼い娘が死にかかっています。どうぞ、その

子がなおって助かりますように、おいでになって、手をおいてやっ

てください」。 24 そこで、イエスは彼と一緒に出かけられた。大

ぜいの群衆もイエスに押し迫りながら、ついて行った。 25 さてこ

こに、十二年間も長血をわずらっている女がいた。 

ルカによる福音書 6:17-19 そして、イエスは彼らと一緒に山を下って

平地に立たれたが、大ぜいの弟子たちや、ユダヤ全土、エルサレ

ム、ツロとシドンの海岸地方などからの大群衆が、 18 教を聞こう

とし、また病気をなおしてもらおうとして、そこにきていた。そし

て汚れた霊に悩まされている者たちも、いやされた。 19 また群衆

はイエスにさわろうと努めた。それは力がイエスの内から出て、み

んなの者を次々にいやしたからである。

ルカによる福音書 7:21 そのとき、イエスはさまざまの病苦と悪霊とに

悩む人々をいやし、また多くの盲人を見えるようにしておられた

が、 22 答えて言われた、「行って、あなたがたが見聞きしたこと

を、ヨハネに報告しなさい。盲人は見え、足なえは歩き、らい病人

はきよまり、耳しいは聞え、死人は生きかえり、貧しい人々は福音

を聞かされている。

ルカによる福音書 8:2 また悪霊を追い出され病気をいやされた数名の



婦人たち、すなわち、七つの悪霊を追い出してもらったマグダラと

呼ばれるマリヤ、

ルカによる福音書 9:2 また神の国を宣べ伝え、かつ病気をなおすため

につかわして

ルカによる福音書 9:11 ところが群衆がそれと知って、ついてきたの

で、これを迎えて神の国のことを語り聞かせ、また治療を要する人

たちをいやされた。

ルカによる福音書 13:12 イエスはこの女を見て、呼びよせ、「女よ、

あなたの病気はなおった」と言って、

ルカによる福音書 13:32 そこで彼らに言われた、「あのきつねのとこ

ろへ行ってこう言え、『見よ、わたしはきょうもあすも悪霊を追い

出し、また、病気をいやし、そして三日目にわざを終えるであろ

う。

ヨハネによる福音書 5:8,14 イエスは彼に言われた、「起きて、あなた

の床を取りあげ、そして歩きなさい」。 14 そののち、イエスは宮で

その人に出会ったので、彼に言われた、「ごらん、あなたはよく

なった。もう罪を犯してはいけない。何かもっと悪いことが、あな

たの身に起るかも知れないから」。

ヨハネによる福音書 14:12 よくよくあなたがたに言っておく。わたし

を信じる者は、またわたしのしているわざをするであろう。それば

かりか、もっと大きいわざをするであろう。わたしが父のみもとに

行くからである。

使徒行傳 3:6 ペテロが言った、「金銀はわたしには無い。しかし、わ

たしにあるものをあげよう。ナザレ人イエス・キリストの名によっ

て歩きなさい」。

使徒行傳 5:15,16 ついには、病人を大通りに運び出し、寝台や寝床の

上に置いて、ペテロが通るとき、彼の影なりと、そのうちのだれか

にかかるようにしたほどであった。 16 またエルサレム附近の町々

からも、大ぜいの人が、病人や汚れた霊に苦しめられている人たち

を引き連れて、集まってきたが、その全部の者が、ひとり残らずい

やされた。

使徒行傳 10:38 神はナザレのイエスに聖霊と力とを注がれました。こ

のイエスは、神が共におられるので、よい働きをしながら、また悪



魔に押えつけられている人々をことごとくいやしながら、巡回され

ました。

使徒行傳 19:11,12 神は、パウロの手によって、異常な力あるわざを

次々になされた。 12 たとえば、人々が、彼の身につけている手ぬ

ぐいや前掛けを取って病人にあてると、その病気が除かれ、悪霊が

出て行くのであった。

ローマの信徒への手紙 8:26 御霊もまた同じように、弱いわたしを助け

て下さる。なぜなら、わたしたちはどう祈ったらよいかわからない

が、御霊みずから、言葉にあらわせない切なるうめきをもって、わ

たしたちのためにとりなして下さるからである。

1 コリントの信徒への手紙一 12:9 またほかの人には、同じ御霊によっ

て信仰、またほかの人には、一つの御霊によっていやしの賜物、

1 コリントの信徒への手紙一 12:28 そして、神は教会の中で、人々を

立てて、第一に使徒、第二に預言者、第三に教師とし、次に力ある

わざを行う者、次にいやしの賜物を持つ者、また補助者、管理者、

種々の異言を語る者をおかれた。

フィリピの信徒への手紙 2:27 彼は実に、ひん死の病気にかかったが、

神は彼をあわれんで下さった。彼ばかりではなく、わたしをもあわ

れんで下さったので、わたしは悲しみに悲しみを重ねないですんだ

のである。

ヤコブの手紙 5:14 あなたがたの中に、病んでいる者があるか。その人

は、教会の長老たちを招き、主の御名によって、オリブ油を注いで

祈ってもらうがよい。

1 ペトロの手紙一 2:24 さらに、わたしたちが罪に死に、義に生きるた

めに、十字架にかかって、わたしたちの罪をご自分の身に負われ

た。その傷によって、あなたがたは、いやされたのである。

3 ヨハネの手紙三 1:2 愛する者よ。あなたのたましいがいつも恵まれ

ていると同じく、あなたがすべてのことに恵まれ、またすこやかで

あるようにと、わたしは祈っている。
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