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C ヌジプアとグリーフ･ケア

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*

ホスピス ･ケアにおいては､死を前にした患者本人の全人的痛みに対する全人的ケアの必要性が

強調される｡そして､それと同時に患者が亡くなった後､死別によって遺族が持つ ｢悲嘆｣(grief)

に対するケア､すなわちグリーフ ･ケアも､ホスピス ･ケアにおいては欠くことができない｡その

死別による悲嘆の要素の一つとして､亡くなった身近な者 (の霊魂)が､死後落ち着くべきところ

に落ち着いて安らかに鎮まっているかどうか等の､スピリチュアル (霊的 (1))な不安､痛みとし

て捉えられるものがある｡本節では､死別による遺族の悲嘆に対するグリーフケアにおいてもスピ

リチュアルケアが必要であるということ､その際地域の文化､信仰等を考慮する必要があるという

ことを示し､したがって､沖縄におけるグリーフケアを考えるときも､マブイ (霊魂)と死後につ

いての沖縄独自の考え方を理解し､それに即したケアが必要になるということを論じる｡そして､

そのような観点から､沖縄においては死者のマブイ (霊魂)に対するヌジフア (抜霊)の一連の儀

式が､そのようなスピリチュアルケアの意味合いを持っているということを示したい｡

'本節は､本科学研究費補助金の成果である､拙稿 ｢沖縄におけるグリーフケアとしてのヌジ

フアについて｣ (琉球大学法文学部人間科学科紀要 ｢人間科学｣､第16号､2005年 9月､

p.1-19)を､一部省略し､必要な加筆訂正を加えた上で､再録したものである0

1 グリーフケア

日本ホスピス緩和ケア協会は､ホスピス ･緩和ケアの基本的な考え方について､次のように述べ

ている (2)0

ホスピス ･緩和ケアは､治癒不可能な疾患の終末期にある患者および家族のクオリティーオブ

ライフ (QOL)の向上のために､さまざまな専門家が協力して作ったチームによって行わわ

るケアを意味する｡そのケアは､患者と家族が可能な限り人間らしく快適な生活を送れるよう

に提供される｡ケアの要件は､ 以下の5項目である｡

1)人が生きることを尊重し､誰にも例外なく訪れる ｢死への過程｣に敬意をはらう｡

2)死を早めることも死を遅らせることもしない｡

3)痛みやその他の不快な身体症状を緩和する｡

4)精神的 ･社会的な援助を行い､患者に死が訪れるまで､生きていることに意味を兄いだ

せるようなケア (霊的ケア)を行う｡

5)家族が困難を抱えて､それに対処しようとするとき､患者の療養中から死別した後まで

家族を支える｡

この考え方はホスピスケアの基本をなすものである｡重要な考え方がいろいろ述べられているが､

- 58-



このなかで遺族へのグリーフケアという観点から注目したいのは､ 患者に対するケアだけでなく､

家族に対するケアもはっきり請われていることである｡確認すると､｢患者および家族のクオリティー

オブライフ･--｣､｢患者と家族が可能な限り人間らしく--･｣､｢5)家族が困難を抱えて､それに

対処しようとしているとき､患者の療養中から死別した後まで家族を支える｡｣

このように､ホスピス ･緩和ケアにおいては､家族へのケアという視点が欠かせないが､これは

WHOの ｢緩和ケア｣(palliativecare)の定義においてもはっきり述べられている｡要点を見る

と､緩和ケアにおいて重要なことは､患者の痛みをコントロールすることであると同時に､心理的､

社会的､霊的 (spiritual)な問題のコントロールであり､緩和ケアのゴールは､｢患者とその家族｣

(patientsandtheirfamilies)の最善のクオリティーオブライフを実現することである.緩和ケ

アは､生を肯定し死を自然な過程と見なし､死を早めたり遅らせたりせず､苦痛を和らげ､ケアの

心理的側面と霊的側面を統合し､患者が死に至るまで患者のできうる限りの活動をサポー トし､患

者の病気の間および死別に際して､｢家族｣(family)がうまく対処できるようにサポー トする､と

述べられている｡このように､WHOの緩和ケアの定義においても､患者の家族に対するケアの必

要性が請われているのである(3)0

家族に対するそのようなケアのうち､患者が亡くなった後家族が経験する深い悲しみ､｢悲嘆｣

(grief)にたいするケアの重要性が､近年強調されるようになってきた｡それは､愛する人､大切

な人を死によって失ったとき､誰もが感じるであろう ｢悲嘆｣に対するケアであり､グリーフケア

(griefcare)といわれる｡死別によるこの悲嘆をうまく克服できない場合､心身に悪影響が出る

ことにもなってしまう｡

そして､このような悲嘆反応に関連する要因として､死別した相手との関係 (夫婦､親子､兄弟

姉殊等)､死の原因 (病気､自殺等)､死の様子 (安らかな最後であったか､苦しんだか等)等があ

るが､後で見るようにその中に民族性や文化的な要因が挙げられる｡悲嘆のプロセスに関連するこ

の ｢宗教や民族性､地域性､文化的な要因｣は､いわゆるスピリチュアルペインと深く関連してく

ると考えることができる｡

2 スピリチュアルペイン

ホスピスケアにおいては､全人的なケアが重視される｡全人的なケアとは､患者を身体的な病気

を持つ人としてケアするだけでなく､家庭を持ち､社会人として生き､様々なことを感じ､考え､

信じている一人の人間として トータルにとらえてケアすることと言えるだろう｡したがって､患者

が持つ痛みも ｢全人的痛み｣(totalpain)として理解しなくてはならない｡それは具体的には､

身体的痛み (physicalpain)､心理的 (psychological)痛み､社会的痛み (socialpain)､スピリ

チュアルな痛み (spiritualpain)の四つであるとされる｡これはすでに見た､日本ホスピス緩和

ケア協会の ｢ホスピス ･緩和ケアの基本的な考え方｣にも示されていた｡

身体的痛みは癌がもたらす身体的な痛みや不快な症状等であり､心理的痛みは不安感や絶望感､

欝状態等であり､社会的痛みは仕事や家族に対する気がかり､心配等であり､あまり分かりにくい

点はないだろう｡しかし､スピリチュアルペインとは何であろうか｡この点を巡っては､様々な議
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論が行われている｡上で見た､日本ホスピス緩和ケア協会の ｢ホスピス ･緩和ケアの基本的な考え

方｣においては､その4)で ｢患者に死が訪れるまで､生きていることに意味を兄いだせるような

ケア (霊的ケア)を行う｡｣と述べられている｡この ｢霊的ケア｣は､スピリチュアルケアのこと

であると言える｡この点について本稿で十分な検討をする余裕はないが､いくつか見ることで､ス

ピリチュアルペインの中の1つに死後についての不安があるという､本研究にとって重要な論点を

確認しておきたい (4)0

窪寺はスピリチュアリティについて､｢スピリチュアリティとは､人生の危機に直面して ｢人間

らしく｣｢自分らしく｣生きるための ｢存在の枠組み｣｢自己同一性｣が失われたときに､それらの

ものを自分の外の超越的なものに求めたり､あるいは自分の内面の究極的なものに求める機能であ

る｡ (5)｣と定義し､スピリチュアルペインについては､｢スピリチュアルペインとは､人生を支え

ていた生きる意味や目的が､死や病の接近によって脅かされて経験する､全人的苦痛である｡特に､

死の接近によって ｢わたし｣意識がもっとも意識され､感情的､哲学的､宗教的問題が顕著になる｡｣

と定義している (6)｡そして､｢死に直面した人は誰でも--死んだ後の自分の生命や存在のことな

どを考える｡死後の自分は一体どうなるのかという不安である｡(7)｣と述べ､さらに ｢スピリチュ

アリティは､死後の世界を示す｡--死に逝く人は､死後の世界の有無に関心がある｡死に逝く人

の魂の関心に応えるのが､スピリチュアリティの機能である｡この機能は死後の世界を肯定するよ

うに働く 8̀)｣と述べている｡人間としてあるいは自分自身としての我々の存在の根底が迫りくる

死によって脅かされ､失われたときには､我々は死後の世界に関心を持つようになり､それに肯定

的になるが､スピリチュアリティはそのような関心に応えるように機能するものであるとされてい

る｡

村田は､スピリチュアルペインを ｢自己の存在と意味の消滅から生じる苦痛｣と定義する (9)0

死を前にした末期の患者は､自己の存在の消滅を実感することによって自己の生の意味､目的､価

値が揺らぐのを経験する｡スピリチュアルペインの構造を解明するために､村田は人間存在の構造

を ｢時間存在｣､｢関係存在｣､｢自律存在｣という3つの次元においてとらえている 1̀0'｡時間存在

として人間は､過去と将来に支えられて現在､意味ある存在となる｡関係存在として人間は､自己

のアイデンティティの確立のために他者を必要とする｡自律存在として人間は､自分のことや自己

コントロールが自分ででき､自己決定によって自分の価値が確認できるのである｡このような人間

存在の3つの次元に対応して､それぞれスピリチュアルペインがある (ll)｡時間存在として人間は､

死の接近によって将来を失い､それによって現在に生きる意味をも失ってしまう｡関係存在として

人間は､死によって他者を失い､それによって自己の存在の意味をも失う｡自律存在として人間は､

死の接近によってさまざまな ｢出来なくなる｣を経験し､したがって他者への依存を経験し､それ

によって自己の生の無価値､無意味さを経験する｡このようなスピリチュアルペインのそれぞれに

対して､スピリチュアルケアにおける要点が次のように言われている(12)｡時間存在としての人間

のスピリチュアルペインに対しては､患者自身が ｢死をも越えた将来を兄いだす｣ことによって､

新たに現在の意味を回復することが出来るだろう｡関係存在としての人間のスピリチュアルペイン

に対しては､患者が ｢死をも越えた他者との関係を兄いだす｣ことによって､新たに自己の存在の
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意味が得られるだろう｡自律存在としての人間のスピリチュアルペインに対しては､患者が ｢知覚､

思考､表現､行為の各次元での自律がなおも可能であることを知り､身体に依存しないスピリチュ

アルな自己の覚知｣によって､自己の自律が回復できるだろうとする｡このような3つの次元に関

連した様々な問いとしてスピリチュアルペインが表出される｡ ｢なぜ私が ?｣､｢これから私はどう

なるの? どこへ行くの?｣等々｡

以上のようにスピリチュアルペインは､我々の存在の根源的な意味や価値の揺らぎや喪失に関わ

る痛みとしてとらえることができ､そしてその痛みには死後への不安に由来する要素が含まれてい

ると言える｡すなわち､｢死んだらどうなるのか｣､｢死後の世界はあるのか｣､｢死後の裁きのよう

なものがあるのか｣､｢天国､地獄のようなものがあるのか｣といった問いに関わる不安である｡

3 スピリチュアルペインとスピリチュアルケア､グリーフケア､および文化的要因

ところで､このスピリチュアルペインは (他の3つの痛みと同様)､死を前にした患者が持つこ

とはもちろんであるが､身近な人等をなくした遺族も持つといえる｡それは我々人間がスピリチュ

アルな面を持つ存在である限り､むしろ当然のことであろう｡スピリチュアルペインは､死別によ

る遺族等の悲嘆の 1つとして見ることができるのである｡この点について､窪寺は ｢スピリチュア

ルケアを必要とする人は､患者だけではない｡末期がん患者を抱える家族もまた､スピリチュアル

ペインを感じている ('3)｣とし､家族のその痛みは患者の生存中だけではなく､次のように述べて

死後にも見られることを指摘している｡｢愛する者の死後､その家族は喪失感が大きくてなかなか

立ち直れないで苦しむことがあるO喪失感の原因の 1つは､亡くなってしまった人がどこへ行って

しまったのかわからないということがある｡ (14)｣そして､そのような痛み､気がかりは､たとえば

故人が天国へ行ったと考えることで軽減されると述べている｡｢愛する父親を見送った家族は ｢お

父さんは､もう苦労から解放されて天国で微笑んでいる気がする｣などと遺族や親族の集まりで話

す｡--もし､父親が苦しんでいたら家族は安心していられない｡父親が安らいでいると思うこと

が､遺族の苦痛を緩和している｡(15)｣

したがって､スピリチュアルペインに対するケアであるスピリチュアルケアもグリーフケアとし

てとらえられる｡そして､グリーフケアと深く関係する要因として考えられる民族性や文化的な要

因を考慮に入れることはスピリチュアルケアに際してやはり重要である｡死別による悲嘆は個々人

によっても異なる面があるが､文化によっても様々に異なるのである｡本研究成果報告書は､沖縄

におけるヌジフア等の儀式とグリーフケア ･スピリチュアルケアの関連性に関するものであるが､

この点については何人かの論者を手がかりに一般的にも認められることを確認しておきたい｡

Eisenbruchも死別の悲嘆のあり方は文化 (集団)によって異なるとし(16)､様々な文化 (集団)

について､例えば､アメリカの様々なエスニック ･グループ､つまり､黒人､エスニック ･チャイ

ニーズ､東南アジアの難民､ハイチ人､イタリア人､ギリシア人､スペイン語を話すグループにつ

いてそれぞれの悲嘆のあり方の違いを検討している (17)｡そして､あるヴェトナム人の例を挙げて､

死別者にとって大きな意味を持ち､慰めとなるような伝統的な儀式が行えないときは ｢死別のス ト

レスは増大する｡｣(thestressofbereavementisamplified.)ということを示している 1̀8'｡
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そのような事例の考察を通して､Eisenbruchは葬儀等を含め死と死後の一連の儀式は死別者に

とってその悲嘆の癒しという点で大きな意義があるのであり､別の文化集団のメンバーの悲嘆への

援助を考えるとき､西洋的なグリーフカウンセリングの手法だけで考えるのではなく､それぞれの

文化集団内の健康に関する ｢専門家｣(ethnichealthprofessionals)の助けを借りる必要性につ

いても検討しなければならないと述べている (19)0

デイビッド･キセインとシドニー ･ブロックは､マオリ族の家族の例をあげて､悲嘆のケアにお

いて､やはりそれぞれの文化と宗教を尊重することが重要であることを示している (20)｡マオリ族

の夫婦の夫が亡くなったが､夫はマオリ族の出身､妻はイギリスからの移住者であり､共にカトリッ

クの信者であった.彼らは結婚後ニュージーランドを離れてオース トラリアに住んだO彼の死後マ

オリ族の儀式がカトリックのミサと並んで行われたが､遺族はカトリックの儀式ももちろんではあ

るが､特にマオリ族の儀式によって大きな支えと慰めを得ることができたのであった｡そこから､

デイビッド･キセインとシドニー ･ブロックは､セラピス トは文化的な問題と宗教的な習慣､儀式

の重要性を学び､家族がこうした儀式に対してどのような反応や気持ちを持っているかということ

を探らなければならないとしている｡

したがって､｢それぞれの文化は､死を､そして死別を意味付ける特定の方向と経路に従う行動

体系を持ち､死を迎える者や死別を体験する人々を支援するそれ独自の方法を持つ｣のであって､

｢種々の文化の本質に存在する精神的態度という独自な面を尊重すること｣が重要になってくるの

である 2̀1'｡全米ホスピス協会 (NationalHospiceOrganization)のホスピスケアにおける ｢25

の基準｣の ｢死別後のケア｣の ｢基本方針｣においても､｢ホスピスは､悲しみを表に現すことを

促し､喪失に関する社会的､宗教的､民族的な多様性を理解し､意義のある埋葬のサービスを行い､

祭儀に関わるスタッフや家族を支援する｡｣と述べられている (22)｡

では､沖縄においては､グリーフケア ･スピリチュアルケアを考えるとき､人の死と死後､霊魂

等について､どのようなことが考慮されるべきだろうか｡次に､この点について､検討したい｡

4 死後のマブイ (霊魂)とグソー

沖縄の伝統的な考え方では､人が死ぬとそのマブイはシニマブイ (死んだ霊魂､死霊)となって

グソー (後生)へいくとされる (23)0

グソーがどこかということに関しては多少議論の余地があるところではあるだろうが､一般的に

はグソーは墓であると考えられていると言えるだろう(24)｡というのは､たとえば盆の際に魂を迎

えるのは墓からであり､また清明祭では墓に親戚が集まって重箱等の料理を供え､先祖供養を行う

からである｡あるいは､ヌジフアにおいても､マブイを導く目的地点は墓である｡樫井は ｢まさし

く墓そのものをグソーの世界と考え鄭重に扱っていた｣ (25) と述べ､墓の内部で先祖や神々がどのよ

うに存在しているか､図示して説明している (26)｡それによると､墓の内部の最も奥の中央に白衣

をつけたグソーの世界のウフヌシ (大主)であるウフヌシガナシ (大主加那志)が坐っており､そ

の隣にウフヌシガナシのトウジ (妻)､ウフヌシガナシの前面にはアミダブトウチ (阿弥陀仏)が

侍坐し､一番新しい死者がウジョーバンヌ神 (御門番の神)として墓の入り口を守り､墓の内部中
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央の両方の壁の側にウヤファーフジヌ神 (先祖の神々)達がいて平常は寝ているが､必要に応じて

起きてくるのだという｡

特に問題がなければ､通常は死後マブイはそのようなグソーへと赴き､年忌供養を受けて霊とし

て鎮まり､安定していく｡年忌供養は､地方によって異なるが､14仏事が行われることも多いよう

である｡すなわち､初七日から四十九日までの七七忌､百力日､一年忌､三年忌､七年忌､十三年
りカス-コ-

忌､二十五年忌､三十三年忌である｡このうち十三年忌までは若焼香､二十五年忌と三十三年忌が
ウフスーコー ウ ワ イ スーコー

大焼香と言われ､特に三十三年忌は終わり焼香と言い､この最終年忌を終えることによって､マブ
ウワイスーコー

イはそれまで保っていた個性を失って祖神へと昇華するするとされ (27)､その意味で終わり焼香は

祝儀とも見なされている｡｢三十三年忌がすむと､｢ウヤファーフジヤ､ウカミナイミセ-ン｣ (祖

先はお神になられます)という説明は今でも好んでなされる｣ (28)のである｡

人が死ぬと､マブイはそのようにして､墓へと赴き､祖神となりカミとなるのである｡しかし､

何らかの事情で問題が生じた場合マブイが墓 (グソー)へいけずに､死んだ場所にとどまっている

ことがあり､その場合ヌジフアが必要になる (29)0

5 ヌジフア (抜霊)と､グリーフケア ･スピリチュアルケア

ここでは､浜崎が行ったインタビュー調査から事例を一つ要約する形で見ることによって､ヌジ

フアが死別による遺族の悲嘆に対するグリーフケア ･スピリチュアルケアの意味を持つことを確認

したい｡

事例 :Tさんの場合- 戦没者へのヌジフアと遺族の安堵-

Tさんは那覇市にあるNH病院の看護師さん (既出)｡次のような､興味深い話を聞かせてくれ

た｡

Tさんの父親らは､第二次世界大戦における沖縄戦の際に山に避難したが､そこではマラリヤが

蔓延し､兄弟､親を亡くしてしまい､その場で山の中に遺体を埋めたのだという｡戦後､家に戻り

ひとまず落ち着いた後､もう一度火葬をするために遺骨を拾い上げてきた｡しかし､そのときには

祈りをするような女性､祖母､母親も亡くなっていて､祖父一人､男でそういうことも分からない

まま､混乱期だったということもあって､そのまま火葬したのだという｡しかし､何年もの後父が

健康を害し具合を悪くしたとき､ユタの判断でヌジフアの話が出た｡戦後25年か30年たった頃であっ

た｡Tさんは､自身もユタの事を学びユタの行う儀式は自らできた｡そこで､このヌジフアを自分

たちで行うことにした｡父の元気な兄弟姉妹全員集まって､一緒に埋葬していた山に入ったのであ

る｡地形はすっかり変わっていた｡おば達はその場を見たとき､当時を思い出してか､ヌジフアを

行うと､｢祈っているそばでわあわあ泣いていた｣ということである｡Tさん自身も､魂がそこで

寝ていたのだということで,本当に気になっていたという｡｢魂がようやくこうしてお墓にちゃん

と100%安らかになると思ったら､もう胸がとっても晴れるということでね｡おばさん達もお墓で

本当にありがとうって｡｣そのようにして無事､ヌジフアを終えたのである｡Tさんの父親も､現

在いたって健康だということであるoTさんは､何年たっていても､ヌジフアが必要な場合がある
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と述べている｡

沖縄戦では多くの犠牲者が出たが､その犠牲者の霊魂が死んだ場所を離れられずに､このケース

のようにグソー (塞)に行けない場合があるとされる｡そのような場合､その霊魂をその場所から

いわば ｢抜いて｣グソーに導くというヌジフア (抜霊)が必要になるのであるOこの場合､実に戦

後25年か30年たった頃にヌジフアが行われている｡Tさん自身ユタの行う儀式のやり方は身につけ

ており､ヌジフアを自ら行っているが､Tさんのおば達もTさん自身も､ヌジフアによって魂がちゃ

んと墓に落ち着き､安らかになると思ったら､｢胸がとっても晴れる｣思いがしたのである｡ヌジ

フアによって､死後の身内の魂の行方に関するスピリチュアルペインが癒され､スピリチュアルな

ケアがなされたと言えるだろう｡

6 まとめ

以上､遺族に対するグリーフケアのあり方を考えるとき､遺族のスピリチュアルペインに対する

スピリチュアルケアもグリーフケアとして必要な場合があること､そのようなスピリチュアルケア

に際しては文化的､地域的な違いを考慮に入れる必要があるということ､したがって､沖縄におけ

るグリーフケアを考えるときにも沖縄独自の死と死後についての考え方､霊魂観等を考慮に入れる

必要があること､特にヌジフアの意義が認められるべきであろうということを論じた｡亡くなった

身内等のマブイがグソーへ行けず苦しんでいると思えば､やはりヌジフアによってそのマブイをグ

ソーへ導き､そこで鎮まり､神となってもらいたいと願うのは当然であろう｡それによって､遺族

も安堵するのである｡もっとも､安易に心身の不調をマブイからの知らせと解釈しいたずらにヌジ

フアにこだわるのは問題であろう｡しかし､それにしても､ヌジフアを必要とする遺族がいること

は事実であり､沖縄における死別による遺族のグリーフケアを考えるとき､ヌジフアは十分考慮す

べきことであろう｡

注

(1)伊田広行 (｢スピリチュアルケアをめぐる議論を見渡す｣､大阪経大論集､第54巻第 5号､

2004年 1月､p.351)によれば､｢スピリチュアル｣の訳語は､｢精神的｣､｢霊的｣､｢たましい

的｣､｢魂的｣､｢心性的｣､｢哲学的｣､｢実存的｣､｢自性的｣等多様であるが､本稿ではひとまず

｢霊的｣としておきたい｡

(2)Cf.http://www.angel.ne.jp/～jahpcu/

(3)WHOの緩和ケアの定義は､現在多少表現が変えられ､変更されている｡ケア対象の患者は

｢治癒を目的 とした治療に反応 しなくなった病の患者｣ (patientswhosediseaseisnot

responsivetocurativetreatment)とされていたが､この文言が削除され､｢命に関わる病

に関連した問題に直面している患者とその家族｣(patientsandtheirfamilliesfacingthe

problem associatedwithlife-threateningillness)となっているのは大きな変更と言えよう｡

しかし､患者の生存中も死別後も家族へのケアを行うという点は､もちろん変わっていない｡

Cf.http://who.int/cancer/palliative/definitiorJenJ
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(4)スピリチュアリティ､スピリチュアルペイン､スピリチュアルケアに関する研究も多く出る

ようになってきたが､現状の把握のためには､たとえば､日本を中心としたものとして､伊田

広行､前掲論文参照｡また､海外における議論については､｢終末期がん患者のスピリチュア

リティ概念構造の検討｣､今村由香､河正子､萱間真美､水野道代､大塚麻揚､村田久行､｢夕-

ミナルケア｣､Vol.12No.52002pp.425-434､および､『スピリチュアルケア学序説』､窪寺俊

之､三輪書店､pp.29-42参照｡

(5)窪寺俊之､op.°it.p.8｡

(6)ibid.p.430

(7)ibid.p.440

(8)ibid.p.150

(9)｢スピリチュアルペインをキャッチする｣､村田久行､ ｢ターミナルケア｣､Vol.12､No.5､

2002年､p.4220Cr.http://othp.C-pronet.jp/igakusei/igakusei-5/ikyoku/245/245-1html

(10)ibid.

(ll)ibid.

(12)ibid.

(13)窪寺 op.°it.p.67｡

(14)ibid.p.68

(15)ibid.pp.13-14.

(16)M.Eisenbruch,"Cross-culturalAspectofBreavement.Ⅰ:A ConceptualFramework

forComparativeAnalysis",Culture,MedicineandPsychiatry,8(1984),p.285.

(17) M.Eisenbruch,"Cross-culturalAspectofBreavement. Ⅱ:Ethnic and Cultural

Variationsin the DevelopmentofBreavementPractices",Culture,Medicine and

Psychiatry,8(1984),pp.324-336.

(18)ibid.pp.329-331.

(19)ibid.pp.341-343.

(20)『家族指向グリーフセラピー』､デイビッド･キセイン+シドニー ･ブロック [著]､青木聡

+新井信子 [訳]､コスモス ･ライブラリー､2004年､pp.117-1200

(21)『死別』､C.M.パークス著､桑原治雄 ･三野善央訳､メディカ出版､1993年､p.i.

(22)『日本のホスピスと終末期医療』､Aデ ーケン ･飯塚英之編､春秋社､1991年､p.241｡

(23)イチマブイとシニマブイの関係は明らかにすることが容易ではないようであるが､本稿では

ひとまず本文のように表現しておきたい｡Cf.『沖縄のシャマニズム』､横井徳太郎､昭和48年､

弘文堂､p.187-1880

(24)たとえば､仲松弥秀 (『神と村』､臭社､1990年､p.80-82)は､人は死ぬとニライカナイに

逝くとしている｡

(25)横井徳太郎､op.°it.p.1310

(26)ibid.p.129-132.
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(27)平敷令治は､その著 『沖縄の祖先祭祀』(第一書房 1995年)で､比嘉春潮や仲松弥秀を引

いて､ ｢沖縄本島においても､三十三年忌を境にして死霊が御神になると伝えられてきた｡｣

(p.62)と述べている｡

(28)ibid.p.104.

(29)横井徳太郎はヌジフアを10の類型に分けて詳しく考察している (op.°it.138-182)0 10 の類

型とは､ Ⅰ一般死者の場合のヌジフア､Ⅱシューカーワタイ ･タマスウカビのヌジフア､Ⅲキ

ガニ (ズ)ンに対するヌジフア､IVウグヮンプトウチのヌジフア､Vクイサギヌジフア､Ⅵヤー

ザレ-のヌジフア､Ⅶマブイワカシのヌジフア､Ⅷ移葬 ･洗骨のヌジフア､Ⅸカンヌヤーのヌ

ジフア､Ⅹマブイグミのヌジフア､である｡平敷令治は､樫井によってヌジフアの ｢ほぼ全容

が解明された｣(『沖縄の祖先祭祀』p.68)と述べている｡

Ⅱ ヌジフアと遺族にとってのグリーフ ･ケア- Hさんの場合-

Hさんは沖縄本島那覇に住む､70代半ばの女性｡2006年3月18日 (土曜日)に､浜崎がHさんの

自宅でインタビューを行った｡

Hさんは2005年5月に夫を､那覇市内のD病院で亡くしたが､その際病院のスタッフが一度ヌジ

フアを行い､さらに親戚筋の知人Sさん (ユタ的な活動をしている)によってもう一度ヌジフアを

行ったとのことである｡Hさんは､家族としてはやはりヌジフアを行うことによって､安心できる

と言う｡

以下､Hさんへのインタビューをいくつかの観点から整理しながら､Hさん自身の言葉を示し､

簡単に考察を加えておきたい｡

(1)Hさんの夫のヌジフア

今述べたように､Hさんの場合､亡くなったご主人のヌジフアを､まず病院側が行い､さらに親

戚筋の知人が行っている｡

Hさん :うちは､その時には自分ではやらなかったんですよ｡あの､〔夫が〕亡くなった時は｡で､

あっちの人が､まず､一応やりましょうって言って--･D病院にいる女の介護士の人がやっ

たんですけどね.それでもその後から､マブヤーとりにいかんと行けないからといってか

らに､Sさんが家の家族はもう､嫁を連れてわざわざまた行ったんですよ｡

浜 崎 :あ､一回は看護師さんがやって､

Hさん :がやって､

浜 崎 :その後､またSさんが

Hさん :はい､はい｡--

これは､とにかくもう心得て､すぐやってくれるんですよ0

浜 崎 :へえー｡それ､頼んだからとかいうことではなくて､
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Hさん :いや､そうではなくても､あの人なんかは､それはもう心得ているんじゃないかね､なん

か､様子みたら｡マブヤーとるっていう.

(2)ヌジフ7と家族の安心

Hさんは､ヌジフアを行うことによって､家族としては安心するということについて､次のよう

に述べている｡

① Hさん :結局はそのままでもいいんだはずですけどね､こういった人たちがやるっていうから､

お願いねって､家族としては､もう､一つの､何て言うかね､安心するっていう気持ちで

してもらうんですよ｡

② Hさん :病院によっては､そういった心得ているところもあると思いますよ｡家族としては､

それをさせたら､やっぱり安心しますよね｡まあ､これもユタからの教えではあるんです

けど｡

③ Hさん :病院としても--｡家族にしても､むこうがそういうふうに配慮してやってもらえる

から､安心して､ありがたいと思うんですよ｡

(3)病院がやってくれることは有り難い

Hさんは､ご主人のケースのように､病院がヌジフアを率先してやってくれるということについ

て､有り難いと言う｡

① 浜 崎 :何かその関連で､病院に要望､希望､ありますか｡

Hさん :あ､それは､病院側に希望するのは､人それぞれかも知れないけど､あっちの人は心得て

いるみたいだから､あんまり､家族がやってって言わなくても､さっさとやってもらえる

んですよね｡----むこうがちゃんとやってくれたから｡

浜 崎 :それは､どんなですか｡やっぱりありがたいっていう感じですかね｡

Hさん :それはそうですよ｡はい､そこがやってくれなかったら､あらためて行くっていうか､そ

れこそもう､ほんとに大変なんですよね｡むこうがやってくれるというのは､ありがたい

ですよ｡家族にしてはすぐそのまま終わりにする人もいるけど､結局はまたあらためてや

りに行く人もいるかもしわませんけど｡

② Hさん :私の母の時ですよ｡あの時は本当に思いましたのに｡あっちがあんなにして､やって

くれると思わなかったからね｡このSさんも用意して持ってですよ､それやりに行くって

いって待っていたのに､あっちの人がやってくれたようって言ったら､そのままおさまっ

たんです｡
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③ Hさん :家族にしても､むこうがそういうふうに配慮してやってもらえるから､安心して､あ

りがたいと思うんですよ｡

(4)ヌジフアできる人は他の病院にも

Hさんによれば､病院でヌジフア等のできる人は､D病院だけでなく､他にもいるとのことであ

る｡

① 浜 崎 :病院で､最近､看護師さんがやる､できる人がいるんですか｡

Hさん :あい､いますよ｡D 〔病院〕だけじゃなくても｡前にもね､ほら､自分の親が亡くなった

時も､こういった人がやってくれた--介護士の､あの､人なんか心得ているいるんです

よ｡そういうふうにするっていうことは｡

(診 Hさん :だから､とにかく､こういうふうにしてね､マブヤーとりに行くっていうことはむこ

うも介護士の人なんかやってくれる人もいますよ｡今は､昔と違って｡昔は､もう､自分

でさっさと行ってこんといけない状態だけど､今は､それは病院にもよるはずですけどね､

こんなのありますよ｡Y病院ってあった--あの当時それをやってくれる人がいた｡だか

ら､病院によってはそういった心得ているところもあると思いますよ｡

(5)病院側にとってのヌジフ7- 1

ヌジフアをすることは､病院側にとっても､魂をちゃんと帰すことになり､いいことなのではな

いかとHさんは言う｡

Hさん :病院としても､いつまでもそういったように､まあたとえば､こういった人たちの魂をい

つまでもそこに置いておくよりは､ちゃんと帰した方がいいというような気持ちがあるか

も知れないし､そうじゃないかねえって思うんですよ｡---これは病院にも聞いてみた方

がいいですよ｡また､いろいろ､あっちにも､ウサキーナ-ヌ･--あんな沢山の人の魂を､

ンチャ､そのまま置いていたら--

(6)病院側にとってのヌジフ7- 2

他方､ヌジフアを行う際に線香の火をつけることは､病院はいやがるだろうとHさんは言う｡

Hさん : 〔Sさんは〕線香は持って行くけど､つけはしないですよ｡火はつけない｡あれ､火つけ

たら､いやがるはずですよ｡病院はいやがりますよ｡

(7)後でユタにならいに行ってでることもある

死後､後になって (1年後)､霊魂が無事グソー (あの世)にいって落ち着いているか､ユタに
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ならいに行くことがあり､その時にまだ落ち着いていない等とでることもあるらしいとHさんは言

う｡

(∋ 浜 崎 :一応はやってもらえば､安心は安心でしょうからね｡

Hさん :そうそう｡かといって､後になってユタにならいにいく･--何かそういったような証拠は

ないかねっていって｡その時にでる場合もあるっていうけど､それはよく分からないです｡

自分たちには｡

② Hさん :そして､これは､1年後､この何もかもちゃんと通っていますかねえって､わざわざ

ユタの所に行く人もいますよ｡で､その時に何も教えてないユタがだす場合もあるんですっ

て--そして､あっちにマブヤーがまだあるよとか､そういうことを言う人もいますよ｡

(8)死去の前の帰宅

Hサンは､ご主人 (イチマブイ-身体を離れた生者の霊魂)が､亡くなる少し前､家に帰ってき

たと言う｡

Hさん :--･亡くなる3日､3日ぐらい前にだったかね､ 〔主人が〕来ていたわけ｡結局は幻みた

いにして見えたんですよ､家に入ってくるのが｡この門を開けてね､見えたもんだから､

だから私としてはもうその時､これはすでにだめだねぇっていう気持ちあったもんだから､

で､この人がやりに行くって言ったから､じゃお願いしますってやらせたんですよ､Sさ

んに｡

浜 崎 :何かそういう話もあるみたいですね｡あの､そういうのを､あれですかね､イチマブイと

いう､あれになるんですかね｡

Hさん :ということに､なるんじゃないですか｡もう､お家に帰るっていう｡本人自体は病院では

何も言えないんですよね｡口もきけないし｡ただもう本人はお家に帰りたいっていう､

浜 崎 :･-･-ユタの人が言ってましたけど､イチマブイ見たら-･=この人はもう亡くなるなあって---

Hさん :そういうことになりますよ｡結局はイチマブイで､もう､前もってお家に帰ってきてるも

んだから｡私は､もうその時に思ったんですよ｡洗濯もん入れようとしたら､こうして見

えたからね｡ああ､もう､だめかもしれないっていう､その､時にはもうすでに何もかも

用意してあったんです｡あっちに､あの､する時は､着ける物も何もかも用意してもって

いかんといけないから､病院に｡

2 考察

ヌジフアを行うことは､Hさんにとって安心をもたらすものであるということを､まず初めに確

認したい｡ヌジフアによって､亡き夫のマブヤーがさまようことなく無事グソー (あの世)に行け

たということが､安堵をもたらすのである｡ ｢家族としては､それをさせたら､やっぱ り安心しま

-69-



すよね｡｣とHさんは述べている｡

さらに､病院が率先してやってくれることは､自分でやったり､後でやることになったりという

必要がなくなり (場合によってはさらに行う必要がでてくることもあるとはいえ)､有り難いと述

べている｡病院側にとっても､死者の魂をちゃんと返すという意味で､いいことなのではないだろ

うかということである｡しかし､線香の火をつけるのは病院にとっては迷惑なことだと思われると

述べている｡

ご主人のイチマブイ (ということになろうか)のエピソー ドは,印象深いO
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まとめ- 病院におけるヌジプアの意味 と望 ま しいあ り方-

｢はじめに｣で書いたように､本研究の目的は､沖縄において､病院における患者の死に際して

行われることがあるユタ等のヌジフアについて､その実態を明らかにし､その意味､望ましいあり

方等を示すことである｡3年間の研究期間における､病院 ･ホスピス関係者､ユタ (カミンチュ)､

遺族等へのインタビュー調査､および文献研究によって､本文で見てきたように､様々なことが明

らかになったが､以下でその要点を簡単にまとめ､確認しておきたい0

｢A 病院､ホスピスにおける患者の死とヌジフア｣では､N病院におけるヌジフアについて､

MA元看護部長さんへのインタビューによって､ 西洋医学と地域の伝統的なシャーマニズム､独

特の宗教 ･精神文化の兼ね合いを適切につけることの重要性､ヌジフアは死者の霊魂をグソー (倭

生､冥界､あの世)に導くものであると同時に､死別による遺族の悲しみへのケア (グリーフ ･ケ

ア)の意味があること､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

ジプアを行わない場合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｡その中でも､本研究のテーマとの関連では､特に､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)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あらためて確認しておきたい｡

また､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のが難しい場面も出てくることにはなるが､A

緩和ケア (ホスピス)病棟ではその点比較的うまくいっており､やはりここでも､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｡

看護師へのアンケー ト調査においては､病院でヌジフアの行われる場所として､｢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｣等であることが明らかになり､

用いられる道具は､｢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)｣等であることが明らかになり､行動としては､｢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)｣等が明らかになっ

た｡ヌジフアに対して否定的に意見は少なく､｢家族の心の支え ･安心感､沖縄の歴史的伝統､信

仰は自由｣等の肯定的な意見が多く見られた｡ただし､その場合でも､やはり､他に迷惑をかけな

い範囲内でという条件をはっきりつけている回答も複数あった｡

｢B ユタとヌジフア｣では､…Mediatorsbetweenthisworldandthehereafter"において

ユタ (カミンチュ)の現状の一端を知ることができ､ユタ (カミンチュ)は死者と生者の両方の

spiritualhealthMを目指しており､"across-generationalharmony"をもたらす者であると

言えるだろうということが示された｡MKさんは､ヌジフアのやり方について､｢ウムイウマンカ
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イウトウチェ-キミソーラング トウ (思いここにおとしてくれませんように)｣､｢マブイスクイン

サビィ-ンド- (マブイすくいもいたしますよ)｣等と声をかけながら､ユチンから線香でユリー

をとって白紙で包み､胸のあたり､懐に入れてあげ､サンはサンでとって一緒にそのまま家､火葬

場まで送ると述べている｡またMKさんは､ヌジフアはベッドで行うのが最も望ましいが､それが

できない場合は霊安室や火葬場でやるのではなく､むしろムラ神様 (ウガンジュ)をお願いするの

がよいとし､死後遺体を離れてそのままになるマブイが多く､ヌジフアをやることによってマブイ

はグソーに行き､家族は安心するということ､MKさん自身の場合は病院との トラブルは特にはな

いと述べている｡Sさんは､ヌジフアのやり方として､体を抜けた魂をサン (線香も使う)でとる

ということ､ベットでも行うが強い念の場合ムラ神様から案内をかけるということ､死後魂を生ま

れたときの健康な体 (チュラ肌マ肌)にしてくださいと健康願いをするということ等を語ってくれ

た｡

｢C ヌジフアとグリーフケア｣においては､まず､遺族に対するグリーフケアのあり方を考え

るとき､遺族のスピリチュアルペインに対するスピリチュアルケアもグリーフケアとして必要な場

合があること､そのようなスピリチュアルケアに際しては文化的､地域的な違いを考慮に入れる必

要があるということ､したがって､沖縄におけるグリーフケアを考えるときにも沖縄独自の死と死

後についての考え方､霊魂観等を考慮に入れる必要があること､特にヌジフアの意義が認められる

べきであろうということを論じた｡亡くなった身内等のマブイがグソーへ行けず苦しんでいると思

えば､やはりヌジフアによってそのマブイをグソーへ導き落ち着いてもらいたいと願うのは当然で

あろう｡それによって､遺族も安堵するのであることになる｡そのことがHさんのケースで実際に

確認できた｡｢家族としては､それ 〔ヌジフア〕をさせたら､やっぱり安心しますよね｡｣とHさん

は述べていた｡

沖縄における死別による遺族のグリーフケアを考えるとき､ヌジフアは十分考慮すべきことであ

ろうと思われる｡
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