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A 病院､ホスピスにおける患者の死とヌジフア

｢はじめに｣で述べたように､本研究の主要なテーマは､病院におけるヌジフアの意味とその望

ましいあり方についてである｡そこで､まず初めに､ヌジフアとは､一般的に言ってどのようなこ

とか､あらためて確認しておきたい｡例えば人が交通事故で死んだ場合､｢マブイがその現場から

離れきれないことがあるんです｡というよりも､強い思念がそこに残っていて､いつまでも現世と

のつながりがフツきれないでいるんですね｡このため､霊としての浄化ができずに､現世との間を

さ迷い苦しんでいる｡ヌジフアはそういうマブイの現世とのひっかかりをとりのぞいて､安心成仏

できるようにしようという祈願です｡｣(『ユタと霊界の不思議な話』､月刊沖縄社編､1992年再販第

2刷､pp.141-142)0

ヌジフアは､病院での死､交通事故死､海での溺死､戦争での死､他郷での死の場合等､様々な

場合に必要となることがあるとされる｡本研究は､そのうち特に病院における患者の死に際して行

われるヌジフアについてのものであり､まずここ ｢A 病院､ホスピスにおける患者の死とヌジフア｣

において､病院とホスピスにおける事例を見ながら､若干の考察を行いたい｡

I N病院のケース- MA元看護婦長さんへのインタビュー-

N病院におけるMA元看護婦長さんのケースは､非常に興味深い｡MA元看護婦長さんは､以下

に見るように､ユタ (とおぼしき人)の迷惑を顧みない行為- 病院に白髪 ･白衣のユタ (とおぼ

しき人)がお盆のようなものを持って玄関から堂々と入ってきて､騒ぎになった- をきっかけに､

自分でヌジフアを行うようになり､そして病院側が遺族を指導し､遺族を中心として､ヌジフアを

行うようになったのである｡

病院が行うヌジフアは月 1回は確実にあったし､続くときはかなり続いたが､平均月5件ほどは

なかったと思うということである｡

以下､浜崎によるMA元看護婦長さんへのインタビューから､関連する主要な部分を､直接その

言葉を示しながら､紹介したい｡

なお､MA元看護婦長さんは沖縄本島今帰仁の出身､70代半ば､女性Oインタビューは2006年12

月15日 (金曜日)に､浜崎の研究室で行った｡MA元看護婦長を研究室まで､案内してくれた看護

師でソーシャルワーカーのM Iさんが同席してくれた｡

1 N病院におけるヌジフア

(1)ヌジ77を行うようになったきっかけとしての迷惑行為

MA元看護婦長さんは､ヌジフアを行うきっかけとなった､ユタ (とおぼしき人)の迷惑行為に

ついて､以下のように述べている｡

① MA元看護婦長さん :あの､N病院に､あの､誘いがありまして､で､N病院で立ち上げして､

向こうで17､17年かで､
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浜 崎 :その､立ち上げの時から､

MA元看護婦長さん :時の､あの､はい｡であの､その時になって､はたとこういうことも考えね

ばならないなと思ったことがあったんです｡あの､まあ､内科病棟で､白昼もうほんとに

白髪僧の､あの､お婆さんを､あの､その家族らしい人が手を引いて､亡くなった患者さ

んの家族にですよ､で､なんかお盆みたいなものをひっさげてですね､玄関からもう堂々

と入ってきたんですね｡

浜 崎 :玄関､

MA元看護婦長さん :そしたら､もう事務職の人がびっくりして--事務職の人があわてふためい

て ｢今ね､もうね､あの､完全なユタみたいな人がね､もう､あの､手引かれて病棟のエ

レベーターの方に､まさしく今登りますよ､いいんですか｣っていうたんですよ.いいも､

悪いもないけど､もう待合室の患者さんなんかはもう立ち上がる人もいるし､

浜 崎 :何事かという､

MA元看護婦長さん :この病院来たらみんな死ぬのかなと思ったんじゃなかろうかって､やっぱ り

老婆心ながら,これは何とかしなければいけないって考えたのが､きっかけで｡はい0

② MA元看護婦長さん :そういう白髪のそのほんとに白い着物つけたおばあさんを連れてきたの

を目の当たりに見たときから､やっぱ りちょっと考えなくっちゃということで､あの､も

う､婦長室のある一定の場所に置いてあることをまた病棟に全部説明をして､夜間はなん

だったらここからお塩とあのお米をその一回分ずつ小分けして､あの私が在職の時は置い

ていました｡

③ MA元看護婦長さん :一度は､あの､入院､なんて言いますかね､亡くなったベッドのそばま

で来てですね､この､ヌジフアするために､あの､ユタを連れてきた家族がいたんですよ｡

もう､これが､一番､もう､大変だったですね｡もう､病院中､

浜 崎 :あの､それは､何回かあったんですか｡ユタが来て困った､

MA元看護婦長さん :いえいえ､一回です｡はい｡もうこれは､18年なりますかね｡忘れもしない｡

で､Y村の人でしたからね｡で､もう､2日もたっているからあいているベッドには次の

患者さん入っているんですよね｡その足下でね､やり出すんだからたまったもんじゃない｡

そういうことは､もうやっぱ り病院であってはならないことですよ｡

(2)ヌジ77を行うことを病院の理事会で決定

MA元看護婦長さんは,そのようなユタ (とおぼしき人)の迷惑行為をきっかけに､病院側とし

てヌジフアを行うようになったと話したが､その決定は病院の理事会におけるものであるという｡

浜 崎 :理事会で､なんか､相談して決めたとおっしゃっていましたけど､

MA元看護婦長さん :はい､私が決めたんです｡私が発言したんです｡はい｡
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M Iさん :理事が､8名いるんです｡

MA元看護婦長さん :はい､いて､理事っていうのは､最初に病院を作り上げた人･--

私なんかは誘われたわけですよ｡--

浜 崎 :理事会で､あれですか､いろいろ反対意見とか､

MA元看護婦長さん :え､あの､あの､ないこともなかったですよ｡｢これは近くにね､0社がい

るから､あの0社の､｣

浜 崎 :葬儀､葬儀社の0社､

MA元看護婦長さん :うん､｢〔0社の〕ぽんさん頼んだら｣っていう言い方する先生もいたんです｡

｢そんな夜中にぽんさんがきますかね｣って言ったんです､私が｡で､このヌジフアって

いうのは､誠心誠意やれば､やっぱりね一番家族にとっては､あ､このあの亡くなった人

にとっては､家族にやってもらうことが一番じゃないですかねえって--｡やったからに

は､もう､それを文章化して事務所に私も渡してはあったんでけどね｡もう､事務所も､

全部､

浜 崎 :そうですよね､

MA元看護婦長さん :はい､はい｡

病院としてそのように正式な形で､ヌジフアを行うことを決めた例が他にもあるかどうか､さら

に､尋ねてみた｡

浜 崎 :あまり､あの､病院でそういう決めたとかっていう話､初めて聞いたんですが､

MA元看護婦長さん :ああ､そうですか｡

浜 崎 :他でもそういう例ありますでしょうかね｡

MA元看護婦長さん :あんまり､してませんね｡あの､うちの､義兄なんかは､H病院で2年前亡

くなりましたけど､やりませんでしたね｡｢やりませんか｣と言ってもらえるかなと待っ

てましたけど､なかったですね｡はい｡｢じゃ､あの､霊安室に､あの､までは案内して

頂けますか｣って要望したんです｡そして､霊安室で私がやったんですよ｡あの､病院で､

率先とまでは行かないけど､病院でやるっていうのは少ないと思いますね｡恒例にするっ

ていうのは､まずないんじゃないですかね｡私なんかも､患者さんにそういうことを､

｢こちらでやりますか､それともご自宅でやりますか｣って伺って､そして､｢じゃあ､お

願いしますう｣っていうのが､ほとんどだったんで｡はい｡それで､これは準備せねぼっ

ていうことでね｡ある一定期間はあのおいて､そして､私自分がいるその､この書庫の片

隅に準備して置いてあったんですけど､それを各病棟に準備させるようにしたんです｡

(3)MA元看護婦長さんの在職当時のヌジフアをめぐる状況

MA元看護婦長さんは､在職当時､ヌジフアをめぐってどのようなことを行ったのか､その実情

について以下のように述べた｡
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(》 MA元看護婦長さん : 〔上述の迷惑行為をきっかけとして､ヌジフアを導入することを考えた

とき〕･･･-そして､はたと困ったのがこのことなんですよね｡あの､病院がやるべきなの

か､家族がやるべきことなのか､あのこれはほんとに家族がやってあの当然だとあの私は

ずっと思ってますけど､わざわざユタを頼むっていう人が多かったんですね｡この2､30

年前はですね｡現在も､まだ気に入らないからユタを頼むっていう人も､中部あたりは特

に多いです｡はい｡そういう､あの､いきさつがあってから考えたことが､そのまあ､霊

安室も一応作ってはあったんですけど､その､えっと祭壇を設けるとか､そういう全部理

事会で話し合って､はい､もう一応作っておかないと､やっぱ り困る事態がで､まあ､あ

りますよって､いうことで理事会でお話しして､で､まあ､一番困るのは中途半端な三交

代の中での夜ですよ｡はい｡人手の少ない看護力で､このヌジフアをするっていうのもた

だごとじゃなかったんですよね｡塩がいるは､お米はいるは､こういうススキの穂を取っ

てこないといけない､その亡くなった患者さん 〔の家族〕にその辺でススキの穂を取って

きてくださいも言えないですし､で､ヌジフアお家行ってやってくださいねっと言いたく

なるようなそういう時間帯もあったんですよね｡幸いに､N病院の最初の 5､6年ぐらい

は病院全体のあのこの周辺が原野だったもんで､はい｡今でこそもう沢山こう買い取って､

増築増築してますけどね｡--･これ 〔サン〕は 2本作れば､あの､屋敷の玄関の内側にあ

のやったり､魔よけで置くぐらいの大きさです｡はい｡で､これは病棟でそのあれをする

時に使う大きさなんです｡ 〔サンの写真 1､2参照〕

サンの写真 1
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サンの写真 2

MA元看護婦長さんが持参してくれたサン｡写真2は少し拡大したもの｡上の小さい2つは､ある洋菓子屋の

ケーキの箱についていたというビニールテープのサンとMAさんが普段食べ物用に用意しているというビニー

ルテープのサン

MA元看護婦長さん :で､なんか､本見て理論構成ができたらなあって思ったんですけど､ほとん

ど告別式の準備のあたりぐらいからしかあの葬祭のことは書かれてないんですよね｡この

亡くなった直後のことまでは書いてないんですよね｡病院内でやることみたいなことは､

ほとんどないんですよ｡だから､ひょっとしたら､やっぱ り､病院のその歳時記の中に挿

入するような事柄じゃないかなっというふうには思うんです｡はい｡で､もう､あの､話

がこう戻ったりするんですけど､そういう白髪のそのほんとに白い着物つけたおばあさん

を連れてきたのを目の当たりに見たときから､やっぱ りちょっと考えなくっちゃというこ

とで､あの､もう､婦長室のある一定の場所に置いてあることをまた病棟に全部説明をし

て､夜間はなんだったらここからお塩とあのお米をその一回分ずつ小分けして､あの私が

在職の時は置いていました｡はい｡で､それを､やっぱり､準夜深夜でそこまでまたエレ

ベーター乗って下りてくのるに､はやっぱり人手がいるもんで､病棟にそれを移したんで

す｡退職する前はですね｡で､あの､家族､亡くなった家族の人も頭の中では分かってい

るんですけど､もう長くないですよと言われた人は､あの､着ける物も全部荷物も片付け

たり､覚悟はしてるんですけど､やっぱり救急できて､あのいろんな救急処置をしていて､

ご臨終ですねと言われると､もうこういうことなんかは一切思い浮かばないみたいな人も

多いんですね｡で､何て病院て事務的なことをやるんだろうって､思っているような顔で､
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こうね見下ろしてる家族もいますよ｡もう､こっちもさっさとやらないといけないので､

お湯を組み替えてきては体を拭き取ったり､--･亡くなったからといって､その患者さん

に長いこと時間かけられないのが現状なんですよね｡--私は自分がその家族にあたって

みてですね､あの､父親の時も､あのまあ､私があのまあ寝泊まりしていて看取ったもん

ですから､私が死に水を取ったり､ヌジフアをしたりというようなことを病院で､やった

手前､家族に尋ねたりしたことあるんです｡あの ｢ヌジフアっていうのをご存じですか｣っ

て言ったら､

浜 崎 :患者さんの家族､

MA元看護婦長さん :はい､はいOそしたら､｢聞いたことあるけどやったことない｣って言うん

ですね｡これ､あの､｢病院で､あの､やって帰られますか｣って尋ねたら､それこそも

うね､｢有り難いです､お願いします｣っていう人が多かったんです｡

浜 崎 :ああ､そうですか｡

MA看護婦長さん : ｢じゃ､あの､一緒にやりましょうね､準備はここでやります｣って言って､

病棟にこうあの準備してあるお米とお塩をですね､あの､もう､あの､ガーゼまで頭にか

ぶせて､もう死後の措置終わったので､あの､｢霊枢車でお帰りですか､あの､ご自宅の

車で帰られますか｣って言ったら､｢いや､割かし大きい車をもってきてるので｣って言

うので､じゃ守衛さんを呼んでですね､まあ､守衛さんにあの､車の移動を､霊安室の入

り口に移動させて､その間にやりよったんですけど｡で､やっぱ りこれは､あの､家族が

やることが､一番いいことだと思うんですよね｡それで､こういうのを準備できる間は､

あの､守衛さんに取ってきてもらって､あの､病院でつくってですね｡で､あの､私がい

る間､この患者さんもうダメそうですよって声が聞こえたら､私は残っていて､で､そこ

までやって帰ろうっていうことが､就職してからN 〔病院〕､5､6年ぐらいたった頃から

は､これを､あの､やることによって､ヌジフアやることによってあんなに喜んでくれた

んだから､みんながみんな分かってるような様子じゃなかったもんですから､で､それま

でやって帰ろうっていう気があったもんですからね｡で､あの､家族の人にも教えながら､

あの､自分だけで最初からね､持つんじゃなくて､一番身近な､あの､ご主人だったらも

う､奥さんに､｢奥さんこれでね､もう､お父さんも､みんなね､病院で一生懸命治すつ

もりだったけど､あの､もうねえ､あのここまで頑張ったんだから､あの偉かったよ､お

父さん｣とか言ってね､｢あの､普通お話しなさるように､あの､安心するようにお話し

てください｣って言って､｢これでね､これでお払いですから､この､ご主人のね､頭の

上からね､顔の上体全部をね,こう回しながら､あの声出しておっしゃってください｣っ

て言って､あの教えたんですよ｡で､また､あの､長男っていう立場の人が､あの､｢僕

がやりたい｣って人もいましたし､はい､家族みんなでね､交代して､これであの､魔よ

けのお払いを､｢迎えに来る人なんか必要ありません｣って言ってね､｢あの魔よけをこれ

でやってください｣って言ってね､ベッドのはしっこから､全部こういうふうに回してね､

全部入り口の方に､こういうふうにしてやりながら､｢もう､お父さん一緒に帰ろうねぇ｡
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病院に何もあの残してないから､あの思いも残さないでよ｣っていうことでね､｢声を出

して､言ってあげてください｣って｡で､もし､大部屋で隣に患者さんがいた場合は､あ

のこの､ベッドをね､処置室に移動してその死後の処置をやってたんです｡隣の患者さん

に､やっぱり神経使わさないようにって｡一人部屋の時はかまわないですけどね｡はい｡

で､私なんかは､もう､あの､お塩をね､｢何々さん､頑張りましたねえ｡もう､あの皆

家族の方が一緒にお家に連れて帰りたいって集まってますよ｣って言いながら､お塩をこ

うね､頭から､体の周辺までベッドの周辺全部撒いて､そしてこれは花米っていってね､

これも持って行ってもらいますよっていうことで､お米も全部撒くんですね｡ほんとはも

う､田舎では洗い米って言って､一応水を通した､で､乾燥したお米をやっているのを､

私は小学校の頃に見たのを覚えているんです｡でも､病院では､そういったことが保管で

きないんですよね｡だから､普通のお米と塩とを分けて､一回分ずつ保管してあったんで

すね｡で､あのこの一応こう撒いて､｢お父さん帰ろうね､お家に行こうね｣って､みん

なそれこそ､あのその時にはっと亡くなったことが目覚めたような､このヌジフアを終わっ

た後にですね｡はっとするような感じで､｢ああ､看護婦さん､ありがとうございました｣

って､初めて､なんか我に返るっていうのが､ヌジフアをした後に､やっぱり感じました

ね｡はい｡で､あの､運搬車っていうの病院に､病棟にありますので､それにあのシーツ

ごとみんなでこうあの乗せるんですけど､あの､乗せた後にお米と塩を撒いたのですね､

全部こうかき集めましてね､はいOもうそこには､ごみもありますけどね､｢もう､何に

もね､ここに､あの､Kさん､残していませんから､あのKさんのこのベッドにはね､あ

るものも全部､あの持って行くためにね,みんなみえてますよ｡だから､この､ベッドに

は思い残さないでくださいよ｡｣っていうことで､全部これを集めて､で､それを家族の

人に､ビニール袋を渡して､それに入れさせるんですよ｡家族の人に｡で､もう､それで､

家族の人はとっても感動するみたいでしたね｡で､あの､まあ､病院でもうね､ちゃんと

した正装を着けさしてもらいたいっていう希望の人は､前もって持ってきてもらっていて､

浜 崎 :正装って､服装､

MA元看護婦長さん :はい､はい｡全部､病院で着けさせるんですね｡で､お家帰ってから,あら

ためて着けさせたいっていう人もたまにはあるんです｡でも､今はほとんど持っていらっ

しゃいますね｡準備してきます｡あの､着ける物ですね｡で､着けさせた後に､まあ､洋

服だったら､背広のポケットにね｡｢これはベッドにある､あった物で､Kさんの物で､

あの､なんにものこっていませんよ､塵一つ残っていませんので､思い残さないでくださ

いよ｣っていうことで､｢じゃ､家族と一緒にお家にご案内しましょうか｣っていうこと

で,霊安室を通って､はい､あの行くようにしてるんです､うちの病院では｡

② MA元看護婦長さん :近くに､また知り合いにサンジンソウ (三世相)いるので､その人を頼

んでみたいという人もごくたまにはいました｡でも､ほとんどの人が ｢えっ一､病院でやっ

てくれるの､ありがたい｣って泣き出す人が多かったですね｡
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浜 崎 :ああ､そうですか｡

MA元看護婦長さん :なにも､これね､専門的にはやれませんけど､ほんとに､あのね､亡くなっ

ても不安だと思いますので､安心させるために､やっぱ り声かけてあげるっというのは､

家族が一番いいですので､奥さんはこういうふうにやってこういうふうに言ってあげてく

ださいっというふうにして誘導するんですよね｡まあ､最後の締めくくりと準備とかやり

方を教えるというのか､私が全部やるんじゃなくて｡

③ MA元看護婦長さん :お家帰って何もしなくていいように､爪も切 りますし､ヌジフアしたベッ

ドの上のあれも､ビニールに全部入れて背広のポケットにまた入れますからね｡忘れない

ようにということで｡手渡しすると､お家行ったらどさくさにまざれて､なくなりますか

らね｡

(4)遺族からの感謝

病院としてそのようにヌジフアを行うことで､患者の遺族からは大いに感謝されたという｡ヌジ

フアは､もともとは､死者の霊魂 (シニマブイ)を､しかるべき落ち着き場所に導くための儀礼で

あるが､観点を変えると､遺族にとって慰めの意味があり､グリーフ ･ケアの一つとしてとらえら

れる｡この点については ｢C ヌジフアとグリーフ ･ケア｣で詳しく検討する｡ここでは､遺族か

ら感謝されたと言う点を､上で見た箇所ではあるが､もう一度取 り上げて確認しておきたい｡

(∋ MA元看護婦長さん :･-･-家族に尋ねたりしたことあるんです｡あの ｢ヌジフアっていうのを

ご存じですか｣って言ったら､

浜 崎 :患者さんの家族､

MA元看護婦長さん :はい､はい｡そしたら､｢聞いたことあるけどやったことない｣って言うん

ですね｡これ､あの､｢病院で､あの､やって帰られますか｣って尋ねたら､それこそも

うね､｢有り難いです､お願いします｣っていう人が多かったんです｡

浜 崎 :ああ､そうですか｡

MA看護婦長さん : ｢じゃ､あの､一緒にやりましょうね､準備はここでやります｣って言って､

病棟にこうあの準備してあるお米とお塩をですね､あの､もう､あの､ガーゼまで頭にか

ぶせて､もう死後の措置終わったので､---やっぱ りこれは､あの､家族がやることが､

一番いいことだと思うんですよね｡--就職してからN 〔病院〕､5､6年ぐらいたった頃

からは､これを､あの､やることによって､ヌジフアやることによってあんなに喜んでく

れたんだから､･--家族の人にも教えながら､あの､自分だけで最初からね､持つんじゃ

なくて､一番身近な､あの､ご主人だったらもう､奥さんに､｢奥さんこれでね､もう､

お父さんも､みんなね､病院で一生懸命治すつもりだったけど､あの､もうねえ､あのこ

こまで頑張ったんだから､あの偉かったよ､お父さん｣とか言ってね､--で､また､あ

の､長男っていう立場の人が､あの､｢僕がや りたい｣って人もいましたし､はい､家族
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みんなでね､交代して､-- ｢もう､お父さん一緒に帰ろうねえ｡病院に何もあの残して

ないから､あの思いも残さないでよ｣っていうことでね､-- ｢何々さん､頑張 りました

ねえ｡もう､あの皆家族の方が一緒にお家に連れて帰りたいって集まってますよ｣って言

いながら､--で､あのこの一応こう撒いて､ ｢お父さん帰ろうね､お家に行こうね｣っ

て､みんなそれこそ､あのその時にはっと亡くなったことが目覚めたような､このヌジフア

を終わった後にですね｡はっとするような感じで､ ｢ああ､看護婦さん､ありがとうござ

いました｣って､初めて､なんか我に返るっていうのが､ヌジフアをした後に､やっぱり

感じましたね｡---で､もう､それで､家族の人はとっても感動するみたいでしたね｡

② MA元看護婦長さん :近くに､また知 り合いにサンジンソウ (三世相)いるので､そ の人を

頼んでみたいという人もごくたまにはいました｡でも､ほとんどの人が ｢えっ一､病院で

やってくれるの､ありがたい｣って泣き出す人が多かったですね｡

(5)病院にとってのヌジフアの意味

MA元看護婦長さんの話を検討すると､ヌジフアは､病院にとっては､ 1)迷惑行為の防止､2)

浮遊霊の出現の防止という､意味があると言える｡ 順に､確認したい｡

1)迷惑行為の防止

ヌジフアが病院における迷惑行為の予防の意味もあるということは､N病院におけるヌジフアの

導入のきっかけが､初めに見たように､ユタ (とおぼ しき人)の迷惑を顧みない行為- 病院に白

髪 ･白衣のユタ (とおぼ しい人)がお盆のようなものを持って玄関から堂々と入ってきて､騒ぎに

なった- であったことからも明らかであるが､ここで､MA元看護婦長さんの話の中から､もう

少し､さらに確認しておきたいO

① MA元看護婦長さん :霊安室の入り口で､本職のユタの人を頼んでやるんでしたら､どうぞ霊

安室のここで'なさっていいですよって､言って､お話してかえします｡でも､1回来た

だけで､ほとんどみえませんでしたね｡1回は本職のユタの人を連れてきて､病院中騒い

だことがあったけど､それ以降は､やっぱし,入って来なかったですね｡それで､ヌジフア

はやるにこしたことはないと確信持ったわけですよ｡

'Tさんは､那覇市内にあるNH病院に勤務する看護師さんであるが､NH病院でのヌジフア

について､次のように語っている (2005年 5月16日｡浜崎によるインタビュー)0 ｢ヌジフア

の話ですか｡--うちの病院だったら､霊安室の外､霊枢車の入り口すぐの所で､やった跡

があるんです｡あの､塩があったり､あの線香の燃えた跡があったり､つていうのを時々見

かけます｡｣ヌジフアは､死の直後ベッドで行うのがいいとされているが､それが出来ない

場合､霊安室 (およびその近く)で行うことも多いようである｡しかし､Ⅱで見るように､
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ユタ (カミンチュ)によっては､霊安室で行うことに対しては否定的である｡

② MA元看護婦長さん :それから､病院のためでもあるということもありましてね｡やってみた

ら､やっぱ り家族の人が後日､丁重なお礼の挨拶にみえたことが､ああ､これはやるべき

だなという､はい､あかしを見たもんですから｡--･これは私がやることによって､ここ

までまた再度ね､あの､押し込んできてやることはないだろうって確信で､あの､私はやっ

たんですよ｡で､やっぱ り､正解かなって思ったんですよね｡で､やったとしても､病院

の中入ってこずに､通って､最後の霊安室の扉の所で､あの､なさりたかったら守衛さん

に､あの､話してくだされば､そこをあけてあげますから､そうしてくださいねと言った

んですが､来てましたよというお話は一度も私の耳に入 らなかったです｡もうこれでほん

とに､これで喜んで帰れると思いますと､車が発車するまで､あの､そう言っていました

からね｡

2)浮遊霊の出現の防止

MA元看護婦長さんは､病院には浮遊霊がいることがあるようだと言う｡実際､N病院の看護師

でそのような体験をした人がおり､定期的に坊さんを頼んで､供養してもらっていたと言う｡

① MA元看護婦長さん :--4階病棟の看護師--2､3日前に､亡くなった患者さんを､の､

に関わっていたみたいなんですよ､受け持ちだったのかな｡そしたら､エレベーター､こ

う､入ったら､ ドア閉まると､ ドアの方に向きますよね､普通は｡そして､向いた､自分

が入ると同時に､さっと､顔だけが見えたと言うんですよ｡エレベーターの中に､入って

来たって言うんですよ.その顔､体全体は見てないけど､｢あれいやだ-､この前亡くなっ

た人だのに｣と思ったって言うんです｡それで､もう､いそいで､もうエレベーターのあ

れを､あの､ボタンを押して､3階で降 りて､で､あの､婦長室が電気ついてるっていう

のを見えたから｡私は､あの､他の用事でいたんですけど､ ｢婦長さん､亡くなった患者

さんがね､エレベーターで見えますよ｣って言ってきたんですよ｡はいOそれで､あの､

ああ､こういうふうに､見る人がいるって言うのは聞いているんですよね｡で､理事会を

もうすぐ開く時期だったもんで､こういうことでは､ちょっとこまるので､病院で､あの､

やっぱり亡くなって帰る人も､あの､いるわけですから､あの､お坊さん頼んで､病院は､

あの､その､霊を慰めるために､坊さんに拝ませてもらえませんかって､私頼んだんです

よ｡そしたら､｢そんなバカな｣って言う先生もいたし､｢あ､そういう発想はいい考えだ

ね｣って言う先生もお りましてね｡6ケ月に 1回ずつは 0社のお坊さん頼んで拝んでも

らってました｡

② MA元看護婦長さん :病院っていう所は確かに､浮遊霊がいっぱい浮遊しているはずですから､

定期的にお坊さんに拝んでもらうっていうのは､あの､いいことだと私は思います｡はい､
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そういう職員が一人いたことがきっかけで､それならば､6ケ月に 1回ぐらいの割合でお

願いしましょうかっていうことで､0社が､あの､今専属でやってもらっています｡

(6)2つの事例

1)Y画伯のケース

Yさんは沖縄の有名な画伯であり､彫刻家であるが､H堂で像を彫っている途中に脳梗塞と脳出

血をおこして､N病院に入院し､死去に際してヌジフアを行ったとのことである｡

MA元看護婦長さん :あの､Y先生､

浜 崎 :画家の､

MA元看護婦長さん :画家でいらっしゃいますかね｡一生懸命まだ､あの､あそこで､何て言いま

すか､H堂であれを彫ってる頃ですよ｡あの､脳梗塞と脳出血おこされて､N病院で入院

なさったんですよ｡--

浜 崎 :ヌジフアも､

MA元看護婦長さん :はい､はい､やりました､はい｡もう､だいぶなりますよ､あの先生亡くな

られてから｡はい｡まだ､あれ完成してない途中でしたから､はい｡脳梗塞おこされたと

きは｡もう､20年は､なるかな｡･-･･

浜 崎 :家族の方は､なんかその､ヌジフア､何かおっしゃっていましたか｡

MA元看護婦長さん :うーん､いや､家族の方はおっしゃっていなかったです｡だけど､やったほ

うが､やるべきもんだということは了解でしたですね｡奥さんも､｢病院でそういう材料

がありなさるなら､お願いしましょうかね｣って言ったら､｢母さん頼んだら｣って息子

さんたちが言っていましたので､それならということで､その時までは､あの､院内の食

堂行って､お塩とかお米とかもらってきて､やっていたんですよ｡･--まあ､私､忘れた

頃に､ほんとに年賀葉書いただいたり｡はい｡そして､あの､その､鎮魂祭にH堂に行っ

て､このご家族､次男さんも覚えていらして､お会いしましたけど｡このあの､ヌジフア

の取り持つ縁で､あの､かなりいろんな人と､お付き合いになりましたですよ｡

2)NNさんのケース

MA元看護婦長さんは､ヌジフアを行った患者さんの中で､特に印象に残っているケースとして､

NNさんを挙げた｡適宜MA元看護婦長さんの言葉を直接引きながら､要約したい｡

NNさんは､糖尿病で足の切断を余儀なくされたが､心臓の病気も持っており､わがままでどん

なに注意しても､売店でいろいろなものを買って食べていた｡奥さんも病院に顔向けできないとい

うことで､｢ヌジフアなんてね､あの､聞いたことはあるけど､この人にはふさわしいようなこと

ではないので､やらないでいいですよ｣と言っていたそうである｡しかし､結局はヌジフアを行っ

た｡MA元看護婦長さんは､次のように述べている｡｢この人に対する怒りではあるんですけど､

本当は病院がやらなかったら､自分では絶対にこういうことまでやるものかっていうような気持ち
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だったわけですよ｡亡くなるまで､家族､子供､親戚にも､病院にも迷惑かけて､自分勝手にやっ

て､こんなね､｢ヌジフアなんてあんたには不似合いだよ､こんなことまでね､してあげなくてい

いですよ､婦長さん｣って言いよったんですよ｡だけどいくらなんでも､私もその時はちょうど､

祭日かなにかで､病院いたんです｡運良く｡結局この患者さんも皆さんと同じようなやり方で､

｢NNさん､つらかったね｡こんな､片足をほんとに取られて､もう｣｡その､切断したところの下

の方の足の指が痛いってわめいていたんですよ｡---ないところが痛いと｡｢指が痛い､看護婦さ

ん助けて､助けて｣してですね｡｣奥さんもやらなくてもいいですと言ってはいたが､内心はそう

ではなく､結局ヌジフアをやったら､｢すごい病院ですね｣と大変感謝されたとのことである｡

3 考察

以上のように､N病院における､MA元看護婦長さんのケースを見てくると､病院におけるヌジ

フアのあり方に関して､幾つかの注目すべき点が浮かび上がってくる｡西洋医学と地域の伝統的な

シャーマニズム､独特の宗教､精神文化との兼ね合い､ヌジフアと死別による遺族の悲しみへのケ

ア (グリーフ ･ケア)(遺族からの感謝)､しかし､ヌジフアのやり方次第では他への迷惑となると

いうこと､しかし､しかるべき仕方でヌジフアをやっておけば逆に迷惑行為を防ぐことが出来ると

いうこと､また､ヌジフアが死者の霊魂をあの世 (グソー)へ導くという意味があるのであれば､

ヌジフアを行わないことで霊魂が病院内で浮遊している可能性があることになり､ヌジフアはそれ

を防ぐ意味もあるということ等である｡

そのような様々な点は､さらに個別の詳しい検討に値するだろうが､この研究報告書の範囲をこ

えるものも含んでいる｡本研究の目的は ｢はじめに｣で述べたように､病院におけるヌジフアの意

味と望ましいあり方を明らかにすることである｡したがって､ここではMA元看護婦長さんの話か

ら､ヌジフアは遺族に対する死後のケア (グリーフ ･ケア､スピリチュアル ･ケア- この点につ

いては ｢C ヌジフアとグリーフ ･ケア｣の ｢Ⅰ ホスピス ･緩和ケア (ターミナル ･ケア)､グ

リーフ ･ケア､ヌジフア｣で詳しく検討する)の意味があり､病院における望ましいあり方として

は､病院や他の患者の迷惑にならない範囲内で､希望する遺族には認めるべきであろうということ

を確認しておきたい｡

Ⅱ ホスピスにおけるヌジフ7- A緩和ケア (ホスピス)病棟のケース-

ホスピスは基本的にキリス ト教を背景に持つ｡それだけに､ヌジフアのような地域の独特な宗教

的儀礼をどのように位置づけるかは､一般の病院における場合よりもさらに検討を要することにな

る｡ここで､沖縄県中頭郡西原町にあるA緩和ケア (ホスピス)病棟のケースについて､同ホスピ

スのK医師とFチャプレンへのインタビューを通して､見てみたい｡

なお､A緩和ケア (ホスピス)病棟は2002年11月の創設､ベッド数は12床､沖縄県中頭郡西原町

在｡同ホスピス医のK医師によれば､年平均60-70人亡くなり､ホスピスに入ってから亡くなるま

で平均2ケ月程度､長かったケースでは 1年以上､最短のケースは入院翌日とのことである.
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1 K医師へのインタビュー

K医師は､インタビュー当時､A緩和ケア (ホスピス)病棟のホスピス医｡クリスチャン｡50歳

代前半､男性｡同ホスピスの設立 (2002年11月)当初からの勤務｡辞して､現在東北のホスピス勤

務｡A緩和ケア (ホスピス)病棟のカンファレンス ･ルームで､2005年12月3日 (土曜日)､浜崎

がインタビューを行った｡

K医師は､ホスピス病棟の患者の死に際してヌジフアが行われたケースとして､今年 (2005年)

はっきり覚えているという50代男性の場合をあげ､自身の考えを述べた｡以下､K医師の話を､一

部直接その言葉を引きながら要約したい｡

患者は胃ガンで亡くなったが､患者の母親とお嫁さんの2人が2､3週間後 (49目前)やってき

て (ユタは一緒ではなかった)､ホスピスの玄関で沖縄式のお祈りを (ヌジフア)を行っていた｡

基本的には病棟ではヌジフアを行うのをお断りしている｡しかし､これは大切な慰めの儀式だと

思うので､希望するのであれば､ホスピス病棟の入り口や､遺体が出て行く病棟の裏側の出口でやっ

てもらっている｡年間 1,2例程度あるように思う｡ユタが一緒に来たり､家族だけで来て行うこ

ともある｡草で作ったサンをご遺体の上に載せて帰る人もいる｡これは何人かの方がやっていた｡

｢キリス ト教のお祈りも受け入れて､だけど出て行かれる時はそれやってもらってっていうような

感じですね｡｣とK医師｡

病棟ではお断りしているというのは､一つは他の患者さん､御家族への影響ということと､それ

とキリス ト教の施設だということで｡K医師は言う､｢病棟内でって言いましょうかね､病室では

受け入れて､その方が入院している場合だったら､あの､迷惑にならない範囲でどうぞやってくだ

さいと言いますけど｡退院して後なのかとか､あるいは病棟の中での､人目に付くような､病棟の

中での人目に付くような所では､ちょっとお断りしている｡｣あるいは､患者さんがまだ亡くなら

ない前に､宗教者が来てですね､何やっていないからこんな苦しい目に遭っているといって､あれ

やりなさい､これや りなさいと､かえって苦しめた方も2,3人あり､そのような場合は､お断り

している｡｢そうでもない限りは､お祈りとかね､大きな声で外に漏れないような感じだったら､

別にこの､お断りすることはないですね｡｣とK医師｡

ヌジフア等に対する病院全体としての対応の仕方等に関する文書等による取り決めは､特に大き

な問題にはなっていないので､特にはない｡ヌジフア等の関連で大きな トラブルはなく､｢病棟が､

そのご本人とかご家族の宗 〔教〕､信仰をね､妨げるとか､あるいは信仰によって受け入れる､受

け入れないということはまずしてませんので､病室の中で個人的にという方だったらそれはもうそ

れで--そっと来てなさって､帰っていらっしゃいますね｡｣とK医師は述べている｡

｢沖縄の人情のやさしさですかね､こんなのね､キリス ト教も受け入れてあげて､だけどなんか

そんな感じが｡･--で､またあの､なんかやっぱ り他の宗教信じてても､祈ってるのなんていう行

為っていうのは､あの､ご家族にとっては慰めになってるとはよく感じますんですよね｡｣とK医

師｡地方のやり方､さらに言えば家族の歴史､家族のやり方があるだろから､医療者がこうでなけ

ればならないと押しつけるのは､絶対に良くない､家族のやり方でやりたいのであれば､それをで
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きるだけ支えてあげることは大切だと思うとK医師は述べている｡

ヌジフアを行った後の遺族の気持ちを確認したことはないが､やるべきだと思っていることがや

れて 〔安心していると思う〕とK医師は述べた｡

2 Fチャプレンへのインタビュー

Fチャプレンは本土の出身で､50代半ば｡2004年 3月まで､7年間沖縄に住む｡現在は東京在o

A緩和ケア (ホスピス)病棟のチャプレン ･ルームで､2004年 9月17日 (金曜日)､浜崎がインタ

ビュー｡

(1) Fチャプレンによる､A緩和ケア (ホスピス)病棟におけるヌジフ7

以下､Fチャプレンの挙げた事例を要約したい｡

事例 1:A緩和ケア (ホスピス)病棟創設以前の例O患者は県の役職にあったが､他の病院でう

まくいかず､A病院に入院｡ホスピス創設のための募金も協力してくれた｡亡くなって

後､遺族から連絡があり､｢まだマブイが病室にいると言われたので､ユタにヌジフア

させたい｣とのことであった｡しかし､そのとき既に次の患者さんがその病室に入って

いたので､遺族からは ｢病院の敷地内で､病院の建物の外から病室に向けてやりたい｣

という申し出となった｡これに対して､病院側で話し合った結果､家でやったらどうか

ということで､結局お断りした｡奥さんは､身内からやるようにと言われて､板挟みに

なっていると述べていたとのことである｡

この事例は､｢あまりうまくいかなかった例ですね｡｣とFチャプレンは述べた｡

事例2:患者は沖縄本島南部の人｡亡くなって後､キリス ト教式でお祈りを行った｡遺体がまだ

ある間､Fチャプレン始め病院関係者は退室｡すると､その後ユタか何かそのような人

が､身内にいたのか頼んだのかは分からないが､何か儀礼を行っていた｡床に座って､

祈ったりしていたとのことで､5-10分程度はやっていたという｡南部のその地方の独

特なやり方なのか､他の沖縄の人たちもいたが､そのやり方は知らないと言っていたと

いう｡

事例3:50代前後の男性｡何か事情があったのか､家を離れていたが､亡くなる前に家族と和解

した｡家族の影響もあって､洗礼を受けた｡しかし､亡くなって後､ヌジフアが行われ､

病室､病室のトイレ､シャワールーム等全部払っていた｡

(2)ユタやヌジフアに対するFチャプレンの見解

以上のようなヌジフアの事例を挙げてくれた後､Fチャプレンは 〔ヌジフア等を行う〕本人の自

由は最大限認めたいということ､そして､｢なぜ沖縄でユタが活動しているかのかを考えてみると､
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ちゃんとしたカウンセリングが少ないのかも知れない｡スピリチュアル ･ケアが足りないのではな

いか｡世の中効率等を求める余り---｡スピリチュアルなものをケアする環境作りが大切なのでは

ないだろうか｡｣という意味のことを述べてくれた｡

3 考察

ホスピスはK医師も述べているように､キリス ト教を背景に持つ施設である｡したがって､ユタ

等に見られる沖縄的で独特な精神文化とはそもそも相容れないところがあるとも言える｡ヌジフア

も､もちろんそうである｡しかし､A緩和ケア (ホスピス)病棟は､患者の要望には出来る限り応

えるというホスピスとしての基本原則との兼ね合いで､ホスピスや他の患者に迷惑がかからない限

り､ヌジフアも希望者には認めている｡ホスピスは西洋的な医療を基本とするということに加えて､

キリス ト教を背景に持つという二重の意味で､場合によっては折り合いをつけることが難しい場面

も出てきそうであるが､K医師が述べているように､A緩和ケア (ホスピス)病棟は比較的うまく

いっているようである｡沖縄でユタが活動しているのは､スピリチュアル ･ケアが足りないからな

のではないかというFチャプレンの指摘も興味深い｡それにしても､ここでも基本的には､他に迷

惑をかけない範囲内で､ヌジフアは遺族の癒Lとして認められていると言える書｡

●沖縄県内の0ホスピスは､同ホスピスのU医師によれば､キリスト教の考え方が強く､ヌジ

フア等は認めていないとのことである｡問題は信仰のレヴェルが関連してくるものであり､0

ホスピスの姿勢も否定できないように思われる｡おそらくは､クリスチャンの患者で厳格にキ

リスト教的でありたいと望む者は0ホスピスのような施設を選ぶことができ､一般の患者は

それほどキリスト教色を強く出さないA緩和ケア (ホスピス)病棟のような施設を選べるとい

うように､患者が選択できることが重要であると言えるのではないだろうか｡いずれにしても､

患者が最後まで自分らしく生き､自分らしい死を迎え､遺族も身内の死等に関して､死に関す

る一連の儀礼 (ヌジフアのような)も含めて､納得できるものであることが重要であろう｡

Ⅲ 看護師へのアンケー ト調査から (アンケー トの自由記述の部分)

N看護学校で浜崎が､2004年 7月､2005年 6月､2006年 7月､准看護師のクラスでアンケー ト調

査を実施した｡回答者は､2004年が51人､2005年が46人､2006年が49人であった｡そのうち､ここ

ではアンケー トの自由記述の部分を以下で示し､ユタへ行った理由､病院におけるヌジフアの実際､

ヌジフアに対する准看護師の考え方 (否定的､肯定的)をまとめ､若干の考察を加えておきたい｡

<1>ユタに相談に行った理由

ユタに相談に行ったことがあると答えた人に､どんな理由で行ったか尋ねた (いくつかの理由で

行った人は､主なものを書いてもらった)｡年度ごとにまとめると､次のようである (2004年の1

のように､一つの数字の下に2つ以上の記述があるのは､1人で複数答えているケース)0
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〔2004年〕

1 ･結婚時の不安｡

･子供が入院した時に ｢部屋にユウレイがいる｣と言い､退院前に部屋を変えてもらったら

40度の熱が出て丸 1日目が覚めなかった時

2 ･マブヤーがぬけた時

･年の初め

3 昔におばの付き添いで行ったので､どんな内容かは､覚えてない｡

4 よく覚えていませんが､26才頃友達 3人で､=その時"の自分がどういう立場にあり､今後

どうすべきかをみてもらった様な気がします｡

5 1年のお払い｡

6 ･祖母がユタで結納､結婚日取り｡

･子供の夜中の全く同じ時間の熱､夜泣きでO

･自宅を買う時｡

7 家の事情 (家の構造などについて)

8 自分の周りに起こる事､前世の事､将来の事

9 身体の不調が続くため

○その他

･母が相談に行ったことがある｡当時､父がうつ病にかかり､何度も自殺未すいをしていた

から､心配だったんだと思う｡けど､父や私の兄は､熱心な宗教信者であり､とても大変

でした｡その後､引っこしをして､現在父はよくなりました｡病気になった原因は､その

家に住んでた家族の先祖供養が足りなさすぎるとか言っていました｡その借家は､入って

3ケ月で出て行く人が多かったが､私達は3年くらい住んでました｡

〔2005年〕

1 ユタとまではいかないが､家族が知り合いとかのはたのまれやったりしているので､突然の

ふきで物やマブヤー落としてきたなど､ガンスの事でのそうだん等｡

2 ･家のおはらい (?)をしてもらっている｡

･祖母が亡くなった時もイロイロやってもらった｡

3 祖母が亡くなってきちんと成仏しているか確認すると母親に言われて一緒にいった｡

4 人生相談 (結婚相手について)

5 幼少の頃だったのでどんな用件か忘れました｡

6 人間関係｡彼氏のこと｡受験のこと｡

7 おはらい

8 妻の母がよく相談に行っていて､そのつきそいで､家のことや日取りを決めに行った｡

9 家族のことで

10 (行ったことがあると回答しているが､どのような用件で行ったかは書いていない)
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○その他

･子供のこと､自分のこと (老健施設のため入所者にユタさんがいて､かってに見てくれて

いた)

･家族関係のことだと思います (ユタに行ったのは家族で､個人的にはない)｡

〔2006年〕

1 交通事故を起こした時に､ま-ぶや- (魂)が何とか.

2 夫の家族､家のことなどで｡

3 家庭内や､自分自身について､不幸など｡

4 引っこしの目時決め｡一年の判示など｡

5 相談ではなく､祖父が亡くなった時に行きました｡

6 母親の依頼で付いていった｡

○その他

･私自身は行ったことがないが､母や友人などが行っていると聞いたことある｡母の場合は､

何か トラブルや心配事がある場合に行くとのこと｡ (家族のことで)ア ドバイスをもらう

と言っていた｡

<2>病院におけるユタのヌジフアの実際

自分が勤務する病院で､自分自身でユタのヌジフア (のような行為)を見たことがあると答えた

人に､どのようなことをしていたか､できるだけ､詳しく思い出して書くように求めた｡

〔2004年〕

1 ユタさんと家族の人がふろしきにせんこうとおがみにつかう用品を持って､霊安室や入院室

でゆかに座って何かとなえていた｡

2 語りかけて､～の理由で､-とかイロイロ喋ってる｡

3 ユタは､悩み事の相談や､後何らかの事故でマブヤを落とした人のマブヤを拾う人｡

4 病室へ入ってウ- トー トーしていた｡塩を盛りたかったみたいだが､病院側 (看ゴ師)にこ

とわられていた｡

5 患者のいた部屋で､祈願 (ウ- トー トー)のようなこと､あと何かの草?みたいな物をもっ

ていたのは､覚えていますが､詳しくは見ていません｡

6 部屋に入るのを見た事があるが､内容 (やり方)を見たことはない｡

7 亡くなった患者様のベッドのところで､お米､酒とかサンとかもってきて､たましいをくむ?

感じ｡ゆたのまわりに家族が見守る｡

8 病室内での祈願は断っており､裏出入り口で線香をたいていた｡親族は2- 3人程度でした｡

実施していた時間は分かりません｡

9 ユタなのかどうかはっきりしないが､線香をたて拝んでいる場面しか見えていませんでした｡
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○その他

･方言でしゃべっていた (結構言葉悪い)

･病院でないが､家に来た時､何かぶつぶつとなえていたが､覚えていません｡

〔2005年〕

1 ･霊安室でのおいのり､家族へ､塩をどこにおく､家では何をする等を指示していた｡

･救急室入り口で線こうをたきたいと申しでた｡

2 よく覚えていません｡ブツブツ話をしていたと思います｡

3 拝みのようなことをしていた｡

4 サンを持ってきてベッド側で何かしていました｡

〔2006年〕

1 霊安室の外で (おみおくりをする所で)食べ物とかをもってきてなにかおがんでいた｡

2 亡くなった人のたましいを身体と一緒に自宅へ持っていけるようにお祈りをしている｡

3 患者様の病室でしゃがみ､盆の中に米､盛り塩などその他もありましたが､おぼえていませ

んが､それらを目の前にし､ぶつぶつと､なにか祈っているようでした｡

4 霊安室へ行き､ユタの男の人がおがみをしていました｡

5 フロシキに､何かを包んでもってきて､サンで､ベッドの上をなでるようにして､｢家に帰

るよ､あんたは､ここにいてはいけない｣など､何か言って､そのサンを､本人の上におい

ていきました｡また､なくなった後にも､きていたのをみたことがあります｡その時も､同

じような物をもってきてやっていました｡

6 木の葉をつかい､ぬじふあーをしていた｡

7 ヌジフア｡糸満の人はだいたいやるみたいです｡線こうと､さんぐゎ-で何か言葉をとなえ

ながら､ベッドの上でぐるぐる回してました (患者さんが亡くなった時)｡今は､そうぎ屋

の人も知識があって､□施指導とかもしてました｡実際自分のしり合いも､おがみをいろん

な所でやっています｡(口は判読不能)

8 その亡くなった人の部屋でうーと-と一､塩も使っていた｡

9 病室前 (ろ-か)で祈願していた様子､米や酒などを置いて｡

10 ドア (出入口)の前で拝んでいるようでした｡家族 ?と｡

11 葉っぱをベッドの上において､何か言っていた｡

<3>ユタのヌジフ7 (のような行為)に対する否定的な意見- 1
ユタのヌジフア (のような行為)の対して､やめるべきだと ｢強くそう思う｣､あるいは ｢いく

らかそう思う｣に○をつけた人に対して､そう思う理由を書いてもらった｡
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〔2004年〕

1 忙しい病院内で亡くなった当日などは仕方ないが､他の人達に迷惑がかかる気がする為｡

2 病院であり､空床により､ベッド移動の可能性もあり､他患やスタッフの間でロロあり｡

〔2005年〕

1 亡くなられた方とこの世にいる方との橋渡しになる行為はやって良いと思う｡

〔2006年〕

2 本人や家族がそれを必要としているから｡

3 ユタのひとがいういのりのしかたなど｡

<4>ユタのヌジフア (のような行為)に対する肯定的な意見- 1
ユタのヌジフア (のような行為)に対して､やめるべきだと ｢あまりそう思わない｣､｢ぜんぜん

そうは思わない｣に○をつけた人に対して､そうは思わない理由を書いてもらった｡

〔2004年〕

1 家族はそれなりになやみまよってユタに行くのだから心の支えであるのだと思うから (けつ

だんしてほしい)0

2 半分以上信じている｡

3 沖縄の人でユタを信じている人が今もいるので別にユタの行為は良いと思います｡

4 ユタを宗教ととらえるかは別で､本人の気持ち (家族も含)を考慮したい｡

5 宗教も自由だし､ユタも宗教と同じと思う｡

6 何となく

7 沖縄の歴史が古くから､ユタに依存していた部分があったから､急には変えれないと思う｡

〔2005年〕

1 先祖くようの為に行っていると思うし､他者に迷わくにならない程度ならいいと思っている

から｡

2 そういう世界もあると思うから｡

3 人の思想はそれぞれでゆたにも意味があるから｡

4 沖縄はユタ半分､医者半分の文化なので気になりません｡

〔2006年〕

1 昔からのでんとうも守りたいし､高齢者の言う事を信じているから｡

2 その家族が信じている事だし､他人にめいわくがかからなければいいと思う｡

3 亡くなった家族が決定することであり､私が口出すことはできないし尊重したいから｡でも､
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後日その場所で他の患者がいる前ではやめてはしいと思う｡

4 家族の安心感をえる｡

5 その人個人のものだから､人がとやかく言うものではないと思う｡

6 沖縄では､ユタは､行事ごと､困った時､あたり前のように関わりのあるものだから｡

7 信仰なので､やめてはしいとかは思わない｡

8 人はそれぞれ意見が違うから｡親族が本人が望むのならかまわないと思う｡

9 悪影響を与えているようには思えないから｡

<5>ユタのヌジフア (のような行為)について聞いたこと

ユタのヌジフア (のような行為)を自分では直接は見たことがないと答えた人で､かつ他の医療

関係者からどのようなことをしていたか聞いたことがあると答えた人に､ユタはどのようなことを

していたと聞いたか､できるだけ､詳しく思い出して書くように求めた｡

〔2004年〕

1 病室で何か言いながら､何かやった後､中庭へ来て､院内に建っている銅像指示し､｢中に

骨が入っているわー｣つと言っていたそうです｡

2 ユタが来たというのを聞いただけでくわしくはわからないです0

3 祈願のようなものとしか覚えていない｡

4 おはらいの様なことだったと思う｡

〔2005年〕

1 病室の中で線こうをたこうとした｡

2 内容までは聞いていません｡おはらい､くよう｡

3 よくわからないが､うがみをしたと聞いています｡

4 お祈りをしていたと聞いただけで具体的には解 りません｡

5 ベッド周囲やベッドの下などを木の枝の様な物で何度かはいていた｡

〔2006年〕

1 魂を持って行く｡

<6>ユタのヌジフア (のような行為)に対する否定的な意見-2
ユタのヌジフア (のような行為)を自分では直接は見たことがないと答えた人で､かつ他の医療

関係者からどのようなことをしていたか聞いたことがあると答えた人のうち､そのような行為はや

めるべきだと ｢強くそう思う｣､あるいは ｢いくらかそう思う｣に○をつけた人に対して､そう思

う理由を書いてもらった｡

-23-



〔2004年〕

1 行為の意味がわからないが､意味のあることだとは思わないから0

〔2005年〕

なし

〔2006年〕

なし

<7>ユタのヌジフア (のような行為)に対する肯定的な意見-2
ユタのヌジフア (のような行為)を自分では直接は見たことがないと答えた人で､かつ他の医療

関係者からどのようなことをしていたか聞いたことがあると答えた人のうち､そのような行為はや

めるべきだと ｢あまりそう思わない｣､あるいは ｢ぜんぜんそう思わない｣と答えた人にその理由

を書いてもらった｡

〔2004年〕

1 沖縄で､ユタに行ったり､相談したりという行為は､よくみかけるもので､不自然には感じ

ない｡

2 何か信じるものがあるとかいうのはいいことだと思います｡

3 良いか悪いかは別にして､その家族がそれで良いと思うのであれば良いのではないか｡

4 霊的な部分はあると信じているから｡

〔2005年〕

1 信じることなので､人がやってもなんとも思わない｡

2 人の自由だから､じゃまにならないようであればいい｡

〔2006年〕

1 信じる､信じないは個人の自由だから｡

<考察>

各年度の調査でユタに行ったことのあると答えた者は､2004年が51人中9人で全体に対する割合

は約17.7%､2005年が46人中10人で全体に対する割合は約21.7%､2006年が49人中6人で全体に対

する割合は12.2%である｡3年間の合計は､146人中25人がユタに行ったことがあると答えており､

全体に対する割合は17.1%である｡

ユタへ行った理由 (< 1>ユタに相談に行った理由)は様々であるが､2004年の 1 ｢子供が入院

した時に ｢部屋にユウレイがいる｣と言い､退院前に部屋を変えてもらったら40度の熱が出て丸 1
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日日が覚めなかった時｣や､2005年の 1 ｢祖母が亡くなった時もイロイロやってもらった｣､2005

年の2 ｢祖母が亡くなってきちんと成仏しているか確認すると母親に言われて一緒にいった｡｣､

2006年の5 ｢祖父が亡くなった時に行きました｣等､ヌジフアと関連すると思われる理由も見られる｡

病院でユタ (とおぼしき人)がどんなことを行っていたか (<2>病院におけるユタのヌジフア

の実際)については､どこでやっていたか (場所)､どんなものを使っていたか (道具)､どんなこ

とを言っていたか (唱えごと)､どんな行動を行っていたか ((身体的)行動)の4つの観点から整

理しておきたい｡

･場 所 :霊安室 (の外)､入院室 (病室､亡くなった人の部屋)､ベッドの所 (上､周囲､下)､

裏出入り口 (病室内では断っている)､救急室入り口､病室前 (廊下)､ ドア (出入

り口)の前

･道 具 :線香と拝みに使う道具､塩､米､酒､サン (草､木の葉)､食べ物､盆 (の中に米､

盛り塩)

･唱えごと :何か唱えていた､｢語りかけて､～の理由で､･･･とかイロイロ喋ってる｣､ブツブツ

話をしていた (祈っていた)､｢家に帰るよ､あんたは､ここにいてはいけない｣

･行 動 :床に座って何か唱える､病室でしゃがみ祈る､祈願 (ウ- トー トー､お祈り)､サ

ンでベッドの上をなでるようにし (ぐるぐる回し)そのサンを遺体の上に置く､サ

ンで魂をくむ､線香をたく (線香をたてて拝む)､家族へ塩をどこへ置く等指示｡

ユタのヌジフア (のような行為)に対する否定的な意見 (<3>ユタのヌジフア (のような行為)

に対する否定的な意見- 1､<6>ユタのヌジフア (のような行為)に対する否定的な意見- 2)

はごく少なく､はっきり述べられているのは､｢他の人達に迷惑がかかる気がする｣､｢病院であり､

空床により､ベッド移動の可能性もあり｣､｢意味のあることだとは思わないから｣ぐらいである｡

それに対して､ユタのヌジフア (のような行為)に対する肯定的な意見 (<4>ユタのヌジフア

(のような行為)に対する肯定的な意見- 1､<7>ユタのヌジフア (のような行為)に対する肯

定的な意見- 2)は数多く､いろいろな内容が記述されている｡要約､整理しながら､列挙して

みたい｡

･家族の心の支え､安心感､家族がよいと思うのならよいのでは､本人の気持ちの尊重

･沖縄の人は信じている､沖縄の歴史的伝統､ユタ半分医者半分

･宗教 (ユタを信じること)は自由､思想はそれぞれ､個人のもの､信仰なので､意見は違って

も当たり前

･何か信じるものがあるのはいいこと

･先祖供養

･霊的な部分はあると信じている

･悪影響は与えていないと思う

なお､注目したいのは､このような肯定的な意見を述べながらも､3人ははっきり､他に迷惑にな

らなければという条件を付けていることである｡｢他者に迷わくにならない程度ならいい｣(2005年)､

｢他人にめいわくがかからなければいいと思う｣(2006年)､｢でも､後日その場所で他の患者がいる

前ではやめてほしいと思う｣(2006年)
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