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序 章 研究の目的と意義 

近年、高齢化社会の到来1と共に、がん（悪性新生物・悪性腫瘍）やエイズ（AIDS・後天性免疫不

全症候群）以外にも、慢性腎臓疾患や糖尿病、呼吸不全などの非がん疾患の患者が増加し、病者の終

末期医療が問題となっている。さらに認知症や、脳梗塞等の脳血管疾患による高齢者への対応も問題

化し、これ迄の終末期に特化したターミナルケア（Terminal Care）では対処出来なくなった現在、

従来のがん患者の疼痛及び症状などの管理に焦点化した、狭義のペインコントロール（痛みの緩和）

のみに留まらず、「心」や「魂」の安らぎが求められている。 

また、我が国は極めて急速な高齢化が進展しており、厚労省の予測では団塊の世代が後期高齢期を

迎える 2025 年には 75 歳以上の人口の割合が 18.1%(2,179 万人)2に達すると言われている。高齢者

の独居は増え続け、核家族、老々介護、単身生活者の増加など超高齢社会に於ける日本の実情は国の

方針とは真逆に、在宅療養を継続して行くための介護力に限界があり、高齢者の最期の暮らしの場で

ある「終の棲家」が、これ迄の医療機関（病院）や在宅（自宅）のみならず、特別養護老人ホーム 

（介護老人福祉施設）、養護老人ホーム、ケアハウス等の居住系施設にまで広がって来た。 

孤立社会と言われ始めている地域に於ける病者および家族に合った終末期ケアの体制を確立する

社会的課題に対応する為にも、最期迄住み慣れた環境で過ごす事が出来るように医療、介護、予防、 

住まい、生活支援等のサービスが適切に受けられる環境及び地域作りに対する見識が求められる。 

本論文の目的は、そのような状況にある高齢者福祉に於いてもスピリチュアルケアが必要な事を明

らかにし、そしてその為には非がん患者を対象としたエンド・オブ・ライフケアの視点に立つ必要性

がある事を明らかにする事である。そして更に本論文はこれらの点について文献研究によって論じる

だけではなく、南城市知念の久高島を主要なフィールドとして聞き取り調査やアンケート調査を行い、

実証的にも明らかにする事を目的とする。このような研究は重要であるにも関わらず従来は殆ど行わ

れていない。これ等の諸点を明らかにする事が本研究の意義である。 

このような目的を果たす為に、本論文は２部構成を取った。 

まず第 1 部では、第１章、ホスピス・緩和ケア、スピリチュアルケア、グリーフケア、エンド・

オブ・ライフケアの研究に関して、本論を展開して行く上で必要となる其々のケアについての先行研

究を検討し考察を加えた。 

第 2 部では第 1 部を踏まえた上で、スピリチュアルケアやエンド･オブ・ライフケアの視点から、

これまで無関係と思われていた福祉を見直した。特に今回は離島の小さな島である久高島の高齢者を

中心とした聞き取り調査及びアンケート調査の結果による現状や、沖縄固有の伝統的な精神文化特有

の民間信仰を事例としてクローズアップし、これ等のケアについて検討していく。 

その為に第 1 章では沖縄のユタと祖先崇拝、第 2 章では久高島における伝統的行事、第 3 章では

特別養護老人ホーム｢しらゆりの園｣における介護の取組みという形で、実際の福祉サービス現場では

どのようなスピリチュアルな問題があり、それにどのように対処しているのかを具体的に述べ、福祉

に於いてもスピリチュアルケアが必要な事を論じる。 

                                                   
1 www.cas.go.jp/jp/.../20100319_shinnenkin_team_haihu_3.pdf 
2 www.majima-clinic.jp/health/health100.html 医療・介護・福祉の領域に於いて「2025 年」、労働生産人口が 

 漸減して行く中で重大な課題として大きく取り挙げられている。 

http://www.majima-clinic.jp/health/health100.html
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第 1 部 ホスピス・緩和ケア、スピリチュアルケア、グリーフケア、エンド・オブ・ライフケア 

第 1 章 ホスピス・緩和ケア   

日本医師会の「がん緩和ケアガイドブック（2014）3」によると、世界保健機関（World  Health 

Organization 以下 WHO）は緩和ケアを次のように定義している。 

「生命を脅かす疾患に伴う問題に直面する患者と家族に対し、疼痛や身体的、心理・社会的、スピ

リチュアルな問題を早期から正確にアセスメントし解決することにより苦痛の予防と軽減を図り、

クオリティ・ オブ ・ライフ（Quality of life＝QOL 生命の質、生活の質。以下 QOL）を向上する

為のアプローチである。」（日本語訳は｢日本医師会｣による）。 

即ち WHO の緩和ケア（palliative care）とは、生命を脅かす疾患の患者やその家族に対して、

早期から身体的、心理的、社会的（WHO では心理・社会的）痛み及びスピリチュアルな痛みとい

う全人的苦痛に対する全人的ケアによってその苦痛を緩和すると言うものである。そのように苦痛

を緩和する事により患者や家族の現在のQOLを最大限に迄高める事を目標とするケアだと言える。 

 

第 1 節 先行研究 ―ホスピスの先駆者たち― 

現代のホスピスを語る時、イギリスに生まれ聖クリストフアーホスピスの創立者であり、がんの

疼痛緩和や死に逝く人の尊厳を守り人間らしく、生きる事を重視したシシリー･ソンダース（Cicely 

Saunders）と、スイスに生まれサナトロジー（死の科学）のパイオニア的存在であり「死の受容に

至る 5 段階モデル」を開発し、著作を刊行したエリザベス・キュブラー・ロス（Elisabeth Kübler-Ross ）

2 人の先駆者について語って行く必要がある。 

 

1－1－1 シシリー･ソンダースの見解 

現代のホスピス･ムーブメントは、聖（セント）・クリストファー･ホスピスが世界初のホスピスと

して1967年にロンドン郊外に創立された事、そして現代的ホスピスの創始者として有名なシシリー･

ソンダース（以下ソンダース）を語る事から始まる。ホスピスケアに少しでも触れたものは、ソンダ

ースの名前と共に彼女の創設した、｢聖クリストフアー･ホスピス(St. Christopher's Hospice)｣の存在

を知らない者はいない。米沢は、「生を全うするのを援助するいのちの医療化は、ケアの在り方や施

設も、方向としては病院らしくない。つまり、脱病院化の道を辿る事で、それがホスピスのコアであ

ることを示したのが聖クリストフアー･ホスピスであり、シシリー・ソンダースの実践だった。4」 

と述べ、ソンダースは｢人は痛みに苦しみながら死んで逝く必要はない｣と主張し、抗鬱剤、ステロイ

ド剤、精神安定剤、モルヒネ製剤などを積極的に使用した。 

またソンダースは病気を治す事だけに目を向けないで、多職種によるチーム医療による愛情に満ち

たケア、つまり｢全人的ケア｣を主張して実践し、4 つの痛みを（total pain；全人的な痛み）5として

分類し、患者の痛みは複雑に絡みあってトータルな痛みとなって現れてくると指摘した。 

                                                   
3 blog.livedoor.jp/fumikazutakeda/archives/52285710.html。日本医師会監修『がん緩和ケアブック』青海社 2014 
4 シャーリー･ドウブレイ著『シシリー・ソンダース』日本看護協会出版会 1997 pp.234~235 

5 窪寺俊之『スピリチュアルケア学序説』三輪書店 2004 pp.29~30 
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窪寺は、先行研究の中から医師の研究者としてとしてシシリー･ソンダースの見解を選んで紹介し

ている。ソンダースは、ホスピスの理念の中にスピリチュアルケアが不可欠要因と認め、全人的痛み

の概念を初めて提唱し、「がん終末期患者」へのケアの 1 つであると位置づけた。窪寺は、「ソンダ

ースの貢献の中でもがん終末期の患者の苦痛を身体的苦痛（Physical Pain）、精神的苦痛（Mental 

Pain）、社会的苦痛（Social Pain）の緩和の 1 つに霊的苦痛／スピリチュアルな苦痛（Spiritual Pain）

を位置づけ、1960 年代にソンダースは人間がスピリチュアルペインを持つ存在として認め、ホスピ

スにおいてスピリチュアルケアの重要性を主張した先駆的貢献者であり、ソンダースは患者の内的、

主観的、実存的苦悩にホスピスが関わるという基本姿勢を示した6」と述べ、更に「終末期の患者が

死を目前にして、人生を締め括ろうとしている時に自責の念や後悔が大きな問題になる。多くの患者

は罪の感情や存在の価値の喪失、虚無感などを挙げ、自分自身の存在に価値がなくなったと感じ深い

苦悩の中に陥る。このことが真にスピリチュアルペインと呼ぶべきものでそれに対処するための助け

を必要としている。7」と述べ、更にソンダースは、スピリチュアルペインに対しても、「特定の宗教

信者に限らず全ての患者が持つペインである事を強調し、スピリチュアルケアと宗教の教理、礼典執

行とを分離した。8」と先行研究一覧のトップに挙げ紹介している。 

米沢は、ソンダースが聖クリストファー・ホスピスでかかげた「終末期ケアの原則9」を紹介し、

以下のような看取りの指針をホスピスケアの概念に位置づけた。 

 

① 患者を 1 人の人間 （total  person）として扱う。 

② 患者の苦痛を和らげる （symptom  control）。 

③ 不適当な治療 （inappropriate  treatment）を避ける。 

④ 家族のケア、死別の悲しみへのサポート（grief  support）。                                             

⑤ 様々な職種（多職種）によるチーム･アプローチ。(team approach) 

 

米沢は、「死をもっと耐え得るものにし、患者が｢死ぬまで生きる事に力を貸したい｣と言う、ソン

ダースのこの言葉の向日性はホスピスの理念を示すものである。つまり、ホスピスは医療や病院から

飛翔した愛のホームを象徴するものとなった10」と述べている。また、ソンダースはホスピスでは死

を迎え受けとめ、死を看取る場所であるばかりではなく、「人としての権利を尊重し、最期まで QOL

を高く維持して生き切ることを援助する理念、お互いが生きる場所｣でもあると述べている。 

近代ホスピスは、死を迎え、死を受け止める場所であるだけではなく、｢共にある｣つまり｢あなた

は必要で大切な存在の人である｣という認識を持たせた。彼女は 21 世紀の現代にも通じる画期的な

新しい考え方に基づくホスピスの時代を切り開いた。更にソンダースは、「必ず人は死を迎える。医

療というのは病気を治す為だけに存在するのではない、医師の仕事は延命だけではなく苦痛を取り除

く事も医師の役割である事、もう何もする事がないと言ってはならず、痛みをとる息苦しさをとる等、

                                                   
6 窪寺俊之『スピリチュアルケア学序説』三輪書店 2004  p.29 
7 同上 p.29 
8 同上 p.30  学際的研究 表 2 の先行研究一覧の中で紹介している。 
9 米沢慧『ホスピスという力 死のケアとは何か』日本医療企画 2002 p.54 
10 同上 p.52 
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勉強しなければならないテクニックが沢山ある11」という事を述べ、ホスピスの理念は、終末期患者

の｢疼痛の緩和｣および｢身体のペイン･コントロール｣である事を明確にした。ソンダースは終末期の

がん患者には様々な身体的苦痛が出現すると述べ、死に直面した患者と家族にとって最大の恐れは、

耐えがたい程の身体的苦痛であり、人間としての尊厳を損なわせ人々との関わりも困難にする。これ

らの身体的苦痛の緩和が患者の苦痛を取り除くだけではなく、患者は心理的、精神的苦痛を体験する。

ソンダースはスピリチュアルな痛みを含めた総合的な活力である生活の満足度、つまり「生活の質」

や「生命の質」を挙げ、その中でも、「如何に自分らしい生活を送るか｣という QOL 点に着目した12。 

ここでがん患者の予後を考慮したケースを具体的に述べてみると、「治療効果は高いけれど副作用

も大きい治療」を選ぶか、「治療効果は余り高くなくても副作用が少なく身体に優しい治療」を選ぶ

か等の選択を求められた時、患者とその家族の QOL が重視され、生活の質や人生の質を支える何よ

りのベースとなるソンダースの視点は、人間らしい尊厳を保った「生活の実現」に着目したものであ

ると考えられる。 

WHO は緩和ケアの根幹に、｢死にゆく過程に敬意を払うこと｣を置き、｢死を早めたり遅らせたり

する事ではない｣としている。かつて医学において｢看取り｣という概念はなかったと言われているが、

いのちの位相は変化し、｢救命救急｣や｢延命｣を推し進める近代医療の展開軸を反転させ、パラダイム

シフト13が展開され、ソンダースは、｢看取り｣を完全に医療の課題とした。 

ソンダースに対する今日的な評価を纏めてみると以下のようになる。  

 

① 全人的ケアを主張し、スピリチュアルな痛みを重視すると共に、全人的苦痛（total pain）と

して捉えることの必要性を強調した。 

② それらに加えて、末期患者の苦痛について麻薬投与による疼痛のコントロールや症状緩和とし

てモルヒネの積極的使用によるコントロールを進めた。モルヒネの経口投与によって患者がが

んの激痛から解放される事に着目し、ブロンプトン・ミクスチャー（カクテル）を 4 時間毎

に投与し、終末期がん患者特有の激烈な痛みをコントロールする事に成功した。 

③ 医療の方向を「cure 」から「care」へ変更する必要を説き、患者中心のケアを実践した。 

彼女の業績は近代ホスピスの核となるホスピス運動の中心的存在として世界中にその方向性

を示した。 

ソンダースが、メアリー・バイネス（Mary Baines）との共著『死に向かって生きる』の中で、死

に逝く人々にとって身体的な痛みは取り除けても、心理面や社会面、スピリチュアルな痛みが加わっ

て起こる全人的ペインに注目し、がん終末期の患者の基本の１つに、｢スピリチュアケア｣を位置づけ

た事の意義は大きい14。何故ならばその後、世界中に拡大したホスピス運動で｢スピリチュアルケア｣

の重要性が認識され、治療・延命中心の医療の中で実践を試みたソンダースの貢献は歴史的に大きな

                                                   
11 米沢慧『ホスピスという力 死のケアとは何か』日本医療企画 2002 p.35 
12 シシリー・ソンダース（Cecily Saunders）／メアリー・バイネス（Mary Baines）／武田文和訳『死に向かって

生きる』pp.14~19 
13 小澤竹俊『医療者のための実践スピリチュアルケア』日本医事持新報社 2008 p. 4  
14 シシリー・ソンダース（Cecily Saunders）／メアリー・バイネス（Mary Baines）／武田文和訳『死に向かって 

生きる』p.4 

http://www.shiga-med.ac.jp/~koyama/analgesia/pain-classification.html#spiritual-pain
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意味を持つ。ホスピスに於けるスピリチュアルケアの重要性を主張したソンダースは、先駆的貢献者

であり、窪寺はソンダースが掲げたホスピスの原点は「何かをする事ではなく共にいること（Not 

doing but Being）15」と述べている。「そこにいる事」、「存在する事」こそが意味をなすのであろう。 

1－1－2 エリザベス・キュブラー・ロスの見解  

現代のホスピス運動に影響を及ぼした思想家として E・キュブラー･ロスはシシリー・ソンダース

と共に、サナトロジー（thanatology）の核となった精神科医であり、死に逝く人々との対話を実践

した。当時の医療界はパターナリズム16が伝統の中にあり、1960 年代アメリカの大学病院では死に

ついて語る事がタブーであり、インフォームド・コンセントどころか｢がんの告知｣もタブーであった。 

医療界からは、治る見込みのないがん患者は見捨てられており、がんで余命幾許もない患者達と死

について対話する試みは倫理的な面からも不当だと拒絶されていた。そのような中で E・キュブラー･

ロスは、死の心理学に大きな寄与をした著書、『死ぬ瞬間（On Death and Dying）17』を発表した。  

死の危機にある終末期患者に直接インタビューし、｢死に逝く人の心理プロセスモデル｣を発表し、

医療界の意識改革を行い、死が医学の対象課題になった。 

E・キュブラー･ロスは、「この本は、死にかかった患者の管理方法を教える教科書でも、死に行く

人の心理の研究を目指したものでもない。ただ、患者を一人の人間として見直し、焦点を当て直すと

言う素直な記録に過ぎないのだ、病院と言う方法による管理体制の強みと弱みを、患者自身から学ぼ

うとしたものである18」……｢がん末期の患者に私たちの教師になってくれと頼んだ。そして生の最

終段階について、その心配、その恐怖、その希望について、われわれがよりよく理解したいのだから

と言った。ただ真っすぐに、わたしたちにその苦悩と期待とフラストレーションとを打ち明けてくれ

た患者について語るまでである19｣と語った。 

その試みを通して目指したのは、患者を一人の人間として見直し、患者を対話の中へ参加させると

いう事であった。彼女はストレートな問いかけを行い、正面から患者に向き合い、自分について語っ

て貰う事で、末期患者の主体性や自己効力感を回復させようとした。その結果として死ぬ事は人間の

内面的な最終的成長過程であり、人は最期まで成長出来る事が分かった。 

                                                   
15 窪寺俊之『スピリチュアルケア学序説』三輪書店 2004  pp.29～31 

16 近藤均他『生命倫理』太陽出版 2002 pp.526～527 パターナリズム(paternalism)「父権主義」医療システムに

おいては伝統的に医師の権威主義が存在し、患者は医師に対して従属的な立場に置かれていた。現在患者の自己決

定権が広く認められるようになり、医師のパターナリズムは患者の自律を妨げる者として否定的に語られることが

多い。 

17 E･キューブラー・ロス著／川口正吉訳『死ぬ瞬間 死にゆく人々との対話』読売新聞社 1980 pp.8~9, 

18 同上 p.9 
19 E･キューブラー・ロス著『死、それは成長の最終段階 ― 続死ぬ瞬間』中央文庫 2001 p.262 

全米ホスピス協会（National Hospice Organization；NHO「死に行くプロセスについて（About Dying） 
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がん患者は、医師と家族が病名告知を告げられずにいる時、知らないふりを装う。しかし、患者は

その「痛ましいがんの知らせ」を本当は心の中で望んでいると言う事が理解出来た。患者は悪い知ら

せそのものよりも恐怖や辛さを共有し、がん末期の心理過程に寄り添う相手を求めている事が E・キ

ュブラー･ロスには読み取れた。そのような中で彼女は死へのプロセスには様々な段階がある事を｢死

に逝く患者の心理プロセス｣として体系的に実証した。具体的には末期の臨死患者 200 人以上に面接

を行い、その著書『死ぬ瞬間』の中で死が避けられないと知ってから亡くなる迄の過程(死へのプロ

セス)を死に行く過程の 5 段階モデルとして発表した。がん終末期患者の全人的な痛みに対する感情

表出過程の研究業績は、患者や家族のグリーフワークへのガイダンスとしても活用され、全米ホスピ

ス協会はこのプロセスモデルに準拠している。 

E・キュブラー･ロスの死の 5 段階（否認、 怒り、 取引、抑鬱、受容）についてみてみたい20。 

第 1 段階 （否認と隔離：Denial and Isolation） 

殆どの人は末期疾患の報せ（不治の病）と知った時、｢自分の事ではない｣と思ったと言う。事実を

受け入れようとしない態度によって自己防衛を図ろうとする。つまり、これら患者にとって否認を行

う事は、予期しない衝撃的なニュースを聞かされる時の緩衝作用として働くのである。否認によって、

患者は崩れようとする自らを取り繕い、生き続けるために死を脇へ外して自己防衛を行っている。 

第 2 段階 （怒り：Anger） 

第 1 段階の否認が維持出来なくなり、どうしてあの人ではなく“何故自分なのか”など、｢怒り、

妬み、憤慨｣の感情や疑問が生じ激昂し、その矛先は変化して自分以外の人間や神に対する憤りとな

って現される。これは、私は死にたくない、もっと生きていたいという切実な希望が形を変えて表現

されている。この時期、患者とは殆どコミュニケーションを持つことが出来ない。 

第 3 段階 （取引：Bargaining）(人生の見直しと再評価：life review therapy） 

取引の段階は｢何とか命を長らえようとする事である｣。十分な「怒り」を体験した後は、もはや避

けられない今の現実を少しでも先延ばしに出来ないかと交渉する段階に入って来るが「もし生かされ

れば寄付をする」、「役に立つようなボランティアをするから死を避けたい」等と主に「神」との取引

が行われる。 

第 4 段階（抑鬱：Depression） 

｢無気力や冷静さ、苦悩や怒りはすぐに大きな喪失感にとって代わられる｣。 

抑鬱を 2 つに分類すると、｢反応的抑鬱｣の段階には人からの手助けが必要な段階であり､積極的な他

者の介入を必要としている。｢準備的抑鬱｣の段階には殆ど｢言葉｣を必要としなくなり｢手を握る｣、｢背

中を擦る｣などの触れ合いにより、黙っていても側にいるだけで十分な事もある。 

第 5 段階（受容：Acceptance） 

患者は最期の時が近づくのを静観するようになる。気力が失せたように見えるが決して諦めや絶望

と言った放棄を表しているのではなく患者の長い旅路へ向けての準備期間でもあり、最期の休息が訪

れようとしている。しかし中には受容の段階に到達しない患者もいる。E・キューブラー・ロスが「死

に逝く患者の心理プロセス」を明らかにした事によって、臨床的な「死の学問」は一挙に進んだ。 

                                                   
20 E･キューブラー・ロス著／川口正吉訳『死ぬ瞬間 死にゆく人々との対話』読売新聞社 1980  pp.66～169。 

アルフォンス・デーケン著『新版 死とどう向き合うか』NHK 出版 2011 pp.144~147   
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1－1－3 シシリー・ソンダースと E．キューブラー・ロス  

ソンダースとロスによる死の対話を概観すると、いのちのケアへのアプローチが際立って対照的な

ことに気付いてくる。ー般的にターミナルケアを総称していう場合、「介護」「看取る」「見送る」と

いう生から死への過程を視野に入れることになるが、ソンダースの場合は｢介護｣から「看取る｣過程

のケアに視点を置いている。それに対してロスの場合は、その先の｢看取る｣から「見送る｣過程、つ

まり、死後の世界への橋渡しに命のケアの本質を視ているという違いに気付かされる。 

そこで米沢を参考に、2 人の考え方を以下の表－1 に纏めてみた21。 

 

表-1  シシリー・ソンダースと E.キューブラー・ロス 死へのアプローチ 

 出典  米沢慧『ホスピスという力』死（いのちのケアとはなにか）2002 

ホスピスケアは、QOL （命の質） を重視するケアに力点を置いたシシリー・ソンダース及び、

DOL （命の深さ）の領域を捉えた E.キューブラー・ロスによって開拓された「理念の両裾野」に位

置していると考えられる。ここで DOL （命の深さ）についての説明を以下に引用しておきたい。「往

きのいのちとは人生の往路である成長期や壮年期に相当しており、医療の在り方は救命であり延命の

治療が中心である。還りのいのちと言うのは老いを生きる姿、或は死に向かうターミナル期のいのち

の姿を指しており、医療のあり方は看護や介護、ホスピスなどケア中心と言うことになる。  

前者が如何に死を遠ざけるか（幸せに生きる）、その QOL に寄与する往きの医療と呼ぶとすれば、

後者はそう遠くない時点で確実に訪れるであろう「死」を受け入れ、如何にターミナル期を生きる 

その DOL に寄りそう還りの医療と呼ぶ事が出来る。22」 

 

第 2 節 ホスピス・緩和ケアの基本理念  

ホスピスケアはがん終末期の患者を対象としており、WHO の古い定義では緩和ケアと適応時期は

同じであったが、新しい定義によって全人的ケアを開始する時期が、ホスピスケアの場合は｢末期｣

を、緩和ケアの場合は｢早期に｣と言うズレが生じる事となった（後述）。 

本論文では、治療不可能な病気に冒され回復の見込みもなく、死が避けられない患者を対象とする

                                                   
21  米沢慧『ホスピスという力（ 死

いのち

のケアとはなにか）』日本医療企画 2002 pp．79~84  
22 米沢慧『訪問看護と介護 19 巻 8 号（還りのいのちに寄りそう）』2003 pp．496~500 

シシリー・ソンダース エリザベス・キューブラー・ロス

QOL（Quality of Life）生命の質 DOL（Depth of Life）生命の深さ

ペインコントロール疼痛の緩和 ターミナル・ライフ終末期の人生

「死ぬまで生きる」（介護と看取り） 「死に行く過程と死後の生」（看取りと見送り）

「死ぬまで生きる」事の力になりたい。
れは希望の声を聴く事であり、
疼痛を緩和する事である。

「死ぬ事は生まれる事
と同じように自然な事である。」

http://medicalfinder.jp/toc/1688/current
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独自な面を考慮し、｢ホスピス・緩和ケア23｣をキーワードに論じて行く。                                                                                                                                                                                                                             

WHO の緩和ケアについての 1990 年の定義では、「緩和ケアとは治癒を目指した治療が有効でな

くなった患者に対する積極的な全人的ケアである。痛みやその他の症状のコントロール、精神的、社

会的、そして霊的な問題の解決が最も重要な課題となる。緩和ケアの目標は、患者とその家族にとっ

て出来る限り可能な最高の QOL を実現することである。末期だけではなくもっと早い病気の患者に

対しても治療と同時に適用すべき点がある。24」と述べられている。 

これに対し、既にみたように 2002 年に発表された WHO の新しい緩和ケアの定義では「生命を 

脅かす疾患に伴う問題に直面する患者と家族に対し、疼痛や身体的、心理・社会的、スピリチュアル

な問題を早期から正確にアセスメントし解決することにより苦痛の予防と軽減を図り、クオリティ・ 

オブ ・ライフ（Quality of life＝QOL 生命の質、生活の質。以下 QOL）を向上する為のアプローチ

である。」（日本語訳｢日本医師会｣）。と述べられている。 

1990 年の WHO 定義による緩和ケアは上記のように、「治癒を目指した治療が有効でなくなった」

患者に対する積極的な全人的ケアと書かれており、古い定義の方が未だに広く使われている為に誤解

を招いている。「生命に関わる状態の場合にしか、緩和ケアを利用する事は出来ない」との記述は、

新しい定義で「早期に」緩和ケアを提供すると改められたにも関わらず、現在も大多数の人々は「緩

和ケアは、がん末期でいのちを諦めなければならないものが受けるケア」と誤解している場合が多い。 

しかし、現行の 2002 年定義から考えると「治癒不能の患者」および「死が間近に迫った患者」の

医療と言う捉え方はすでに時代遅れであり、1990 年の古い定義は排除しつつ 2002 年に発表された

新しい定義である、がんの診断を受けた早期より痛みなどの身体的問題、心理・社会的問題、スピリ

チュアル（霊的な・魂の）な問題などに対して、苦痛の予防や治療、処置などを行う事により、QOL

を改善する為のアプローチである事を正しく認識すべきであると考える。 

なお緩和ケアの要件は、日本ホスピス緩和ケア協会によれば以下のようである25。 

① 痛みやその他の苦痛な症状から解放する。 

② 生命を尊重し、死を自然の過程と認める。 

③ 死を早めたり、引き延ばしたりしない。 

④ 患者のためにケアの心理的、霊的側面を統合する。 

⑤ 死を迎えるまで患者が人生を積極的に生きて行けるように支える。 

⑥ 家族が患者の病気や死別後の生活に適応できるように支える。 

⑦ 患者と家族（死別後のカウンセリングを含む）のニーズを満たす為にチームアプローチを適用

する。 

⑧ QOL を高めて、病気の過程に良い影響を与える。 

⑨ 病気の早い段階にも適用する。 

                                                   
23 死が避けられない患者を対象とするホスピスケアが持つ独自な面を考慮して、今後単に｢緩和ケア｣ではなく基本

的に｢ホスピス・緩和ケア｣という言い方をしたい。但し、必要な場合にはホスピス、或いは緩和ケアという言い

方も用いる。 
24 www.hpcj.org/what/definition.ht 

25 http://www.hpcj.org/what/definition.html 
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⑩ 延命を目指すその他の治療（化学療法、放射線療法）とも結びつく。 

⑪ 臨床的に不快な合併症の理解とその対応の推進に必要な諸研究を含んでいる。 

ここで改めて重要な部分を押さえて置きたいと思う。WHO は緩和ケアを終末期だけではなく早期

から関わる必要があると指摘しており、患者を全人的存在として全人的ケア、つまり患者の QOL を

確保することを重視している。 

新しい緩和ケアの定義に於ける｢疾患の早期より｣と言う改訂は、非常に重要な意味を持っていると

言える。臨床現場に於いても全ての医療従事者は、新しい定義を踏まえた診療やケアに当たる必要が

あり、1990 年の定義「治癒不可能となった患者と家族に対しておこなうケア」、つまり不治の病や死

が間近な人の為という古い定義は意識して排除していき、2002 年の定義を正しく認識すべきだと述

べて置きたい。その為にもまず早期から緩和ケアの治療を始めるという事は、患者側にとっても「心

身の安定」に繋がり、がんの治療そのものにも良い影響を及ぼすと言われている。   

WHO の緩和ケアの理念は、誰にでも訪れる生命の終わりに敬意を払い患者の苦痛を可能な限り緩

和し、最期まで「その人らしく生きられる」ように支える事である。 

2002 年緩和ケアの定義は、生命を脅かす疾患の患者やその家族に対して現在の治療の目的を認識

し、予後の見通しを立て患者が現在何に困っているかの見定めを行い、苦痛を緩和する事により患者

と家族の QOL を改善し最大限に迄高めるアプローチ、つまり患者の QOL を確保する事を重視して

いると言える。以上のように WHO は緩和ケアを終末期だけではなく「早期から関わる必要がある」

と指摘し、患者を全人的存在としたトータルケア、つまり患者の身体的、心理・社会的、スピリチュ

ルな諸問題の確実な診断や早期治療によって苦痛を「予防」し、QOL を確保する事を重視している。

このように 2002 年、緩和ケアの定義は 2 つの大きな特徴を有しており、それは第 1 に「早期から」

と変更され、第 2 に「予防」と言う特徴が加えられた事であろう。 

なお WHO の定義では「生命を脅かす疾患による問題」を 3 つに纏めているが、例えば全米ホス

ピス・緩和ケア協会の定義にあるように、全人的ケアとは死に行く人と家族に対して「身体的、精神

的、社会的、霊的（スピリチュアル）ケア」の４つの痛みに対するケアとされる事が多い。 

 

本論文でも、患者の｢生命を脅かす疾患｣による苦痛や痛み （全人的苦痛：Total Pain）を４つの面

から捉えた浜崎の、「全人的苦痛」についての説明を以下に引用し見てみたい26。 

① 身体的苦痛：がんによる体の痛み、他の身体的に不快な症状、日常生活動作の支障など。 

② 心理的（精神的）苦痛：不安、いらだち、孤独感、恐れ、怒り、欝状態、怒りなど。 

これらはスピリチュルな次元－生と死、その意味に関わる人間存在の深い次元－に由来するもの

であることもある。 

③ スピリチュアル（霊的・非霊的な）苦痛：生きることと死ぬこと、その意味の喪失による苦痛 

自己の存在の意味の喪失による苦痛、苦しみの意味や死後への問いによる苦痛、神の存在への問

いによる苦痛など。 

④ 社会的苦痛：仕事上の問題、経済上の問題、家庭内の問題、社会的な人間関係による悩み、苦し

みなど。これらの苦痛は深くスピリチュアルな次元にまで重く深くのしかかることもある。 

                                                   
26 浜崎盛康編著『ユタとスピリチュアル』ボーダーインク 2011 pp.126~127 
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以上のように、患者とその家族に襲ってくるこれら「４つの痛み」は関連し合い複合し合いながら、

全人的痛みとなる。このように浜崎は、「全人的苦痛に対して行われるケアが、全人的ケアとしての

緩和ケア（Palliative Care）です。27」と述べている。 

纏めてみるとがんの終末期患者には 4 つの痛みがあり、その中でもまず｢身体｣の痛みが最も問題

となり、｢心理的な痛み｣、｢社会的な痛み｣さらに｢スピリチュアル｣な痛みが襲う。Total Pain の理解

に於いては患者の疾患のみに焦点を合わせるだけではなく、1人の患者に対して「病気」を持つ人間

として捉える視点が重要である。つまり、全人的に苦悩しつつある人間として、患者に対する包括的

な全人的ケア (Total Care)が要求される。 

既に述べたようにソンダースも患者の身体的な苦痛のみを取り除くだけではなく、心理的（精神的）、

社会的、スピリチュアルを含めた生活の満足度を上げ、中でも如何に自分らしい生活を送るかという

点に着目しており、柏木は「ホスピス・緩和ケア医師の役割として、第 1 に最重要視されるのが身

体的な痛みのコントロール、第 2 が精神的な支えである28」と述べている。恒藤は「緩和医療におけ

る“Total Pain”の考え方」29として以下のように述べている。 

「身体的苦痛の緩和が患者の苦痛のみを取り除くだけではなく、全人的な「痛み」を構成するその

他の因子として、患者は心理的、精神的な痛みとして恐怖心、怒り、不安、孤独感、抑鬱、譫妄等が

起こり、安易な死（自殺企図）へ結び付いてしまう事態もある。病状の悪化に伴って起きる社会的役

割、地位、所有物等の喪失を体験する事になり、患者の QOL と、人としての尊厳は著しく低下する。  

更に社会的苦痛として、経済上の問題、職業上の問題、社会復帰の問題、葬儀や遺言、遺産相続など

死後の事柄等が問題になることがある。家族構成員や職業人としての社会的存在が脅かされたり、社

会からの疎外感や経済的問題などが起きたり、スピリチュアルな痛みを含めた総合的な活力である生

活の満足度、つまり「生活の質」や「生命の質」を挙げその中でも、「如何に自分らしい生活を送る

か｣という QOL の視点に着目する必要がある。」 

ホスピス・緩和ケアは、がんの終末期にある患者が延命治療によって生命の量（寿命）を引き伸ば

す場所ではなく、｢生命の質｣（QOL）を高める場所であるという視点で、出来るだけ充実した日々

の生活を安楽に過ごす事が出来るように支援する。そして「死にゆく」事を、死に至るまで充実して

自分らしく生きるプロセスの一部分であるとポジティブに考えて、残された｢生命の質｣を高め維持出

来るように努める。ホスピスは「生きる事」を肯定するものであって、死を早めるものでも遅らせる

ものでもない。適切なケアを行い、患者と家族が共に｢満足の行く死｣を迎えられるように、精神的、

スピリチュアルな準備の段階にまで進み、到達出来るようにアプローチする事を目的とする。ホスピ

スの基本的な考え方は、患者を｢全人的｣に捉え、支える事である。  

全米ホスピス協会の定義では、「ホスピスは死にゆく人と家族に対して、身体的、精神的、社会的、

霊的ケアを、在宅と入院の両方の場面で提供する、緩和サービスと支援サービスの調和がとれたプロ

グラムである。種々の専門家とボランティアが他職種の医療チームを構成してサービスにあたる。患

者の死後、遺族に対して死別後の援助を行う。30」となっている。 

                                                   
27 浜崎盛康編著『ユタとスピリチュアル』ボーダーインク 2011 p.170 
28 A・デーケン、柏木哲夫共著『日本のホスピスと終末期医療』春秋社 1999 pp.21~29 
29 www.com-info.org > HOME > がん医療の今 
30 www.shumatuki.com/dic/q8.htm． 

http://www.com-info.org/index.html
http://www.com-info.org/ima/ima.html
http://www.shumatuki.com/dic/q8.htm
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つまり、全米ホスピス協会のホスピス・緩和ケアは、在宅と入院の両方の場面で提供されており、

苦痛に対する｢緩和サービス｣と、生活への｢支援サービス｣の調和が取れたプログラムであり、死にゆ

く人と家族に対して全人的ケアを提供するものであり、患者の死後は、遺族に対しての援助も行う事

は言うまでもない。近代医療は長い間、治療が無理なら一分一秒でも延命する延命中心の医療だった。   

しかし患者が多くの苦痛を感じる中で、「命だけを延ばす医療で良いのか」という疑問が芽生え、

次第に「充実した時間を過ごした方が良いのではないか」との考え方が生まれ始めてきた。 

ホスピス・緩和ケアは、治療中心のキュア（Cure＝治癒）一辺倒の医療から、ケア（Care＝援助、）

中心の医療への転換であり、延命優先からQOLの向上を目指した医療に於ける「パラダイムの変換」

である。この転換を図る為には患者の疾患のみに焦点を合わせて見るのではなく、患者を病気に罹っ

た一人の人間として捉える、「全人的な視点」が必要であると言えよう。がん末期の痛みは、「死」と

いう、その人の全人格や人生が関係する問題であるため、病んでいる身体部分以外の様々な要因が複

雑に絡んでくる。 

 

ホスピス緩和ケアについて長谷川は以下の 6 項目（第 1 から第 6）を挙げている31。少し長くなる

が全て引用したい。 

・第 1 に、ホスピスケアとは、決して死に焦点を合わせるのではない。 

一人の人が人間としての尊厳を保ち、最期まで生き切るのを支援するのがホスピスケアで

ある。ケアの結果死に至る場合においても、ホスピスは死を人生における自然な出来事と

して受け入れ死を否定的に捉えることをしない。 

・第 2 に、ホスピスケアが強調するのは苦痛の緩和である。 

人生の総決算の場において、痛みをはじめ様々な不快症状があると患者はその症状の苦し

さに捉われてしまい、最も大切な家族との時間が持てなくなる。苦痛の緩和はホスピスの

具体的なケアの中で最も重要な位置を占めるといえる。 

・第 3 に、ホスピスが強調するのは家族のケアである。 

死に逝く患者を持つ家族は患者と同様に支えが必要である。特に死期が近づき患者の意識

が低下し、患者とのコミュニケーションが不可能になるとケアの対象は家族に移行する。

家族が患者の死を受容出来るように病状の変化を逐一詳しく説明し、最期の時を持つ為の

細かい配慮が必要となる。 

・第 4 に、ホスピスは生命の質（QOL）を大切にする。 

現代の医学はどれ程患者が苦痛を訴えても延命至上主義が本質だと言う考え方に支配さ

れて来た。しかし、ホスピスが重要視するのは単に生命の長さだけではなくその生命の質

という事である。様々な苦痛の軽減により、苦しまず心安らかに延命出来る場合も多い。 

・第 5 に、ホスピスは患者と家族、スタッフの 3 者の人間がお互いに支え合う協働の場である。 

お互いが限界と弱さを持つ人間同士の共に支えあい生きる場所である。特に医師の態度に

みられる｢治してやる｣、｢助けてやる｣と言うパターナリズム的な上下関係ではなく、支え

合いの精神に基づいたケアが行われる｢場｣である。 

                                                   
31 長谷川浩『現代のエスプリ 274 号 ホスピスケアの展望』至分堂 1990  p.178． 
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・第 6 に、ホスピスは何も施設だけを意味するものではない。 

多くのホスピスは「建物」や「病棟」のような施設を持つ為、ホスピスと言えば何らかの

ハードなイメージを持つが、シシリー･ソンダースの述べた言葉のように概念やケアの 

方法論、プログラムと幅広い意味を持つ。 

 

関連して、ここから平原の「緩和ケアの実践32」を引用し見て行きたい。 

平原によると終末期ケア実践の場は、次の「5 つの視座」を持つ事が重要であると述べている。 

①「患者と家族、医療スタッフが死を意識した時から始まる」 

②「その人の生活や人生に焦点をあてる」 

③「共に治療の選択に関わる」 

④「多様な療養・看取りの場の選択を考える」 

⑤「QOL を最期まで最大限に保ち良い死を迎えられるように家族と共に目標とする」 

 

加えて緩和ケアは患者とその家族にとって最善の支援が受けられるよう、以下の「6 つの構成要素」 

を機能的に連動する事によって成し得るケアであると述べている。 

① 症状マネジメント 

② 治療の選択 

③ 意思決定支援 

④ 疼痛ケア 

⑤ QOL の維持 

⑥ 人間尊重 

 

更に平原は「患者・家族が選択や決定を迫られる場面」として以下の 5 点を指摘している。 

① 加齢、病による身体、精神機能の衰えを感じた時。（老化や疾病の自覚） 

②「死について考えた時」総じて考えられる死を予測させるような病気の診断を受けた時。（疾病の

診断および告知など）。 

③ 進行した悪性疾患の為死期が迫っていると知らされそれを感じた時。（再発および病状の進行） 

④ 手術不能、化学療法・放射線治療中止等終末期へ向けての話し合いに遭遇した時。（治療中止） 

⑤ 家族が上記のような状況に陥った時や身近な人の死を体験した時。 

人々の生活が抗う事の出来ない、老いや病によって当たり前の日常が脅かされ、暮らし方や生き方

を変えざるを得ない状況に遭遇する場合がある。医療の現場に於いては悪い検査結果を知らせる時や、

病状及び治療方針の説明 IC（Informed Consent）33の場面や、退院後の支援・調整の場面等が象徴

                                                   
32 www.zaitakuiryo-yuumizaidan.com/.../data1 2011051610102。 

非がん疾患の予後予測の指標作成に関する研究 東京ふれあい医療生活協同組合 梶原診療所長、平原佐斗司 
33 www.ninjal.ac.jp > ... > 提案 > Ⅲ.類型別の工夫例 > 提案した語の一覧。 

治療法などについて医師から十分な説明を受けた上で、患者が正しく理解し納得して同意する事。医師は平易な言

葉で患者の理解を確かめながら説明し、患者は納得出来る治療法を選択し同意する。医師が治療法を決めるのでは

なく、かといって患者に全てを決めて貰うのではなく共に考える医療。医師の説明を理解し納得して治療法に同意

出来る場合、同意書を出してもらう事になる。 

http://www.zaitakuiryo-yuumizaidan.com/.../data1%202011051610102
http://www.ninjal.ac.jp/byoin/teian/
http://www.ninjal.ac.jp/byoin/teian/ruikeibetu/
http://www.ninjal.ac.jp/byoin/teian/ruikeibetu/teiango/
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的だと言える。これらは特定の医療の専門領域だけに限った事ではなく、患者とその家族を含めた誰

もが「生」と「死」について考え、様々な選択や決定を迫られる場面でもある。いのちの危機に対し

て、他人にはその全容を外観で見通す事は出来ない。「こころ」への対応は小手先のテクニック

では無理である。その「場」の緊迫した状況を把握し、出来る事に対しては誠実に最善を尽くす。 

 

このような「終末期ケアの局面」として、以下の 5 点が重要であると平原は述べている。 

① 患者とその家族の価値観。 

② 患者とその家族の意思表明を支援。 

③ 関係者（多職種チーム）と共有する為の明確なコミュニケーション。 

④ 到達する個別化されたケア（QOL を保つ為）の提供。 

⑤ やがて訪れる死までの生かす医療ではなく、「生」が安らかで自分らしく生きる為、最期の時を

過ごす事に貢献する。 

ホスピス・緩和ケアの基本理念は以上見た通りである。 

 

第 3 節 ホスピス・緩和ケアの起源と世界及び日本の現状  

ここでは、ホスピス・緩和ケアの起源を改めて確認し、世界および日本に於ける「終末期医療の発 

展経緯」とその変遷について、世界のホスピス・緩和ケアの歴史、日本のホスピス・緩和ケアの歴史

年表、沖縄におけるホスピス・緩和ケアを纏め現状を見ていきたい。 

（１） ホスピス・緩和ケアの起源 

日本でもホスピス（hospice）・緩和ケアと言う言葉はかなり定着して来たが、ホスピスの語源はホ

スピチウム（Hospitium）という、親切なもてなしというラテン語からなっており「お客を迎え入れ

温かく休ませる所」を指す。ホスピス・緩和ケアの歴史は元来中世ヨーロッパに於ける聖地（エルサ

レム）巡礼や旅人、病人の安息や手当て（看護や介護）の為の教会や修道院が運営する宿泊施設を意

味していた。当時の旅は、想像出来ないような危険や困難が山積みされており、十字軍に参加し傷つ

いた兵士達を収容し、時には死を看取り、修道院内に旅人や巡礼の人々に食べ物を与え、安らぎの場

を提供していた。信仰と愛を通じて僧侶や医師達はキリスト教の教えを基に巡礼者を手厚く介抱し、

心の癒しを行ったのが現在の病院や、ホスピスの原型となった34。 

19 世紀の中頃、アイルランドのダブリンでは慈善修道会の修道女メアリー・エイケンヘッドによ

って小さなホスピスが建てられ｢死に逝く人のホスピス｣と呼ばれたが、やがて｢聖母ホスピス｣と改称、

現代に至っているが、直接に繋がっているのはロンドンの｢聖ジョセフ・ホスピス｣である。 

 

１）聖クリストファー・ホスピス  

既に見たように、ホスピス発祥の地であり、近代ホスピスの第一号と呼ばれているロンドンの聖（セ

ント）クリストファー・ホスピス（St Christopher's Hospice）35は 1967 年イギリスに設立された。

                                                   
34 アルフオンス・デーケン、飯塚真之共著『日本のホスピスと終末期医療』春秋社 1999 pp.6~7。アルフォンス・デ

ーケン『新版 死とどう向き合うか』NHK 出版 2011 pp.172~173 
35 アルフォンス・デーケン／飯塚真之共著『日本の医療と終末期医療』春秋社 1999 pp.12~13 
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英国におけるホスピス・緩和ケアの先駆けは、シシリー･ソンダース （Cecily Saunders 1918～2005）

が、近代ホスピスの第一号として聖クリストファー・ホスピスを設立したことにある。ホスピスは“旅

に疲れた人をもてなす宿”の意味を持つラテン語から生まれたと言われており、聖クリストファー・

ホスピスではがんで苦しむ人々へのケアを提供する場として、尊厳ある「生」を全うし、可能な限り

十分に生き切る事に力を集中すると言うホスピス・マインド（hospice mind）を重視している。そ

の理念と設立目的は、死に行く人の尊厳を守り、死の瞬間まで人間らしく生きることを可能にする緩

和医療である。ホスピスでの活動内容は、医師、看護師、ソーシャルワーカー、フィジオセラピスト

（痛み、呼吸苦、パニックなどの管理及び患者の Q O L を高める動作を補助する者）、チャプレン（病

院内での患者の話し相手と協会での礼拝サービスを担っている牧師、神父）等、様々な職種の人が集

まり、患者個々についての病状や信仰の状態や家族へのアプローチなどを丁寧に情報交換しながら、

疼痛緩和の治療を行うものである。即ちそれは、終末期患者に苦痛を与える無意味な｢延命｣の為に行

う積極的な医療介入による治療を中止し、「身体的な痛み」のコントロールや「精神的」、「社会的」、

「スピリチュアル」な緩和中心のケアが主要な目的となっている。 

 

（２）世界の緩和ケアの歴史36。  

・1834 年（天保 5 年）アイルランド、ダブリンの修道女メアリー・エイケンヘッドにより、セン

ト・ビンセント病院内に世界初の死に逝く人々の為のホスピスを設立（ホスピスの原型である） 

・1884 年（明治 17 年）オーストラリア、シドニーにホスピス、シスターズ・オブ・チャリティ

修道会の Sacred Heart Hospice 設立  

・1900 年（明治 33 年）イギリス 、ロンドンにアイリッシュ・シスターズ・オブ・チャリティに

よる 3 番目のセント・ジョゼフ・ホスピス設立  

・1947 年（昭和 22 年）ニュールンベルグ綱領 

・1948 年（昭和 23 年）世界保健機関(WHO)設立 

・1948 年（昭和 23 年）国連総会（第 3 回）「世界人権宣言」 

・1948 年（昭和 23 年）世界医師会総会（第 2 回）「ジュネーブ宣言」 

・1958 年（昭和 33 年） シシリー・ソンダースが、セント・ジョゼフ・ホスピスに勤務末期し、

患者の症状コントロールの研究を始める  

・1967 年（昭和 42 年） シシリー・ソンダースが世界初の近代的ホスピスであるセント・クリス

トファー・ホスピスを設立。イギリスでは現在、約 200 の独立型ホスピスがある  

・1971 年（昭和 46 年）E・キューブラー・ロス On Death and Dying 

・1971 年（昭和 46 年）国連「知的障害者の権利宣言」 

・1972 年（昭和 47 年）全米病院協会「患者の権利章典」 

・1975 年（昭和 50 年） アメリカ合衆国コネチカット州ニューヘブンに最初のホスピスが誕生 

・1975 年（昭和 50 年） カナダ・モントリオール、ロイヤルビクトリア病院に緩和ケア病棟開設 

・1976 年（昭和 51 年）カレン・アン・クインラン裁判 

                                                   
36 ニノ坂保喜『在宅ホスピスのススメ』木星舎 2005 p.13。恒藤暁編著『ホスピス・緩和ケア白書』2014 青海社 

pp.82~85 
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・1978 年（昭和 53 年）世界保健機関(WHO)「アルマ・アタ宣言」 

・1981 年（昭和 56 年）世界医師会総会（34 回）「患者の権利に関するリスボン宣言」 

・1983 年（昭和 58 年）世界医師会総会（35 回）「ヘルシンキ宣言（修正）」 

（終末期疾患に関するベニス宣言） 

・1986 年（昭和 61 年）世界保健機関(WHO)「WHO 方式がん疼痛治療法」 

・1987 年（昭和 62 年）世界医師会総会（36 回）「マドリード宣言」（安楽死に関する宣言） 

・1994 年（平成 6 年）「ジュネーブ宣言］1994 修正 

・1997 年（平成 9 年）米国オレゴン州尊厳死法を施行 

・2001 年（平成 13 年）オランダ安楽死法を施行 

・2002 年（平成 14 年）ベルギー安楽死法を施行 

・2002 年（平成 14 年）世界保健機関(WHO)「緩和ケア」の改訂 

・2004 年（平成 14 年）世界保健機関(WHO)欧州「緩和ケア提言書」 

 

（３） 日本のホスピス・緩和ケアの歴史  

1977 年（昭和 52 年）日本死の臨床研究会によりホスピス・緩和ケアがわが国に紹介された頃か

ら、医学や看護の分野のみならず、広く一般の人々の間にも「がん」に対する緩和ケアの関心が高ま

ってきた。 

日本に於ける終末期医療の実践は、1984 年４月淀川キリスト教病院が実施したがん終末期患者に

対するチームアプローチが初めてである。既に 30 年以上を経過したが、日本のホスピス・緩和ケア

は十分に熟成して来たのだろうか。 

ホスピス財団（日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団）によると、わが国のホスピス・緩和ケアに

対する認識度は６割近くであるが、在宅ホスピス・緩和ケアも知っている人は、その内の 35.1%に留 

まっている。 

 

ここで、日本のホスピス・緩和ケアの歴史を考える年表37をもとに簡単に纏めておこう。 

・昭和 21 年（1946 年）日本国憲法公布 

・昭和 26 年（1951 年）日本が世界保健機関に加盟 

・昭和 46 年（1971 年）E・キューブラー・ロス「死ぬ瞬間」翻訳出版 

・昭和 48 年（1973 年）淀川キリスト教病院「末期患者のケア検討会」始まる 

・昭和 51 年（1976 年）日本安楽死協会設立 

・昭和 52 年（1977 年） 我が国の医師が英国のホスピス訪問、日本に初めてホスピスが紹介される  

・昭和 52 年（1977 年） 日本死の臨床研究会が発足  

・昭和 56 年（1981 年） 聖隷三方原病院(浜松)で日本初のホスピスが開設（全室個室）  

・昭和 59 年（1984 年） 淀川キリスト教病院(大阪)で西日本初の病院型ホスピスが開設  

・平成 2 年（1990 年） 厚生省が緩和ケア病棟入院料を新設  

・平成 2 年（1990 年） 山崎章郎「病院で死ぬということ」出版 

                                                   
37 www.hospat.org/assets/templates/hospat/pdf/。恒藤暁編著『ホスピス・緩和ケア白書』2014 青海社 pp.82~8 

http://www.hospat.org/assets/templates/hospat/pdf/
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・平成 3 年（1991 年） 全国ホスピス・緩和ケア病棟連絡協議会の発足  

・平成 4 年（1992 年） 訪問看護ステーション発足 

・平成 5 年（1993 年）ピースハウスホスピス（独立型）開設 

・平成 8 年（1996 年） 日本緩和医療学会が発足  

・平成 11 年（1999 年） ホスピスケア認定看護師およびがん性疼痛認定看護師の教育・認定開始  

・平成 12 年（2000 年） 介護保険制度始まる 

・平成 14 年（2002 年） 厚生労働省が緩和ケア診療加算を新設（緩和ケアチームの加算） 

・平成 17 年（2005 年） 個人情報保護法 

・平成 17 年（2005 年） シシリー・ソンダース死去 

・平成 17 年（2005 年） 山崎章郎『ケアタウン小平』 

・平成 18 年（2006 年）「療養通所介護」制度新設 

・平成 18 年（2006 年） 「がん対策基本法」成立  

・平成 22 年（2010 年）日本緩和医療学会（緩和医療専門医）認定医 

 

（４）現代医療の問題点とホスピス・緩和ケア   

様々な疾患の治癒を目的とし、延命を志向する現代の医療や技術は目ざましい進歩を遂げ、従来の

医療は｢治癒（キュア）｣が中心となり、「病気のみを診て人間を見ない」という態度が優先し、人を

気遣う温かさが失われていた。病院において終末期を迎え、手の施しようの無くなった患者に対して

医師は次第に関心を示さなくなって来た。 

終末期の状態とは、医療上どのような治療を施してもその症状の進行を阻止出来ず悪化の一途をた

どり、手術を始めとする化学療法（抗がん剤）や放射線療法などの積極的治療はもはや望めない状態

をいう。終末期患者は生物としての死が訪れる以前に、社会的には既に死亡したも同然のような扱い

を受け、その患者の個性や人格が顧みられることは稀であった。 

最先端の医療現場では、最期まで積極的な検査や治療を続け、時には激しい苦痛を伴い延命のみを

目的とする生命維持装置を駆使するのが真の望ましい医療の如く治療を施し、その医療効果や有用性

を熟知する ICU（集中治療室）に勤務する医師および看護師たちが、決して自らは受けたくないと

いう、｢スパゲッティ症候群｣に代表されるような医療が公然と行われて来た。 

Ａ・デーケンは「医療は、患者を延命する事が目的であった。つまり、医師には「死」は敗北とみ

なす考え方が多かった。医学会が、「死」と言う人知の限界に対抗しようとしている内に、死のタブ

ー化が一層強まって行った。38」と述べている。 

しかし、医療を施す者の中には従来の医療の在り方に矛盾を感じて反省すべき人々の声が生じ始め、 

｢これで良いのか｣と言う疑問の基に終末期医療の在り方が問われ始めてきた。つまり、日本人の医

療観や死生観は「社会制度」によって大きく変化し、誰しもが気軽に受診出来るようになり、医学の

進歩と相まって患者が受けられる医療内容は拡大し続けた。しかし、以前は技術的にも経済的にも不

可能とされた終末期における延命治療は次第に問題視されるようになって来た。それでは抑々医療の

現場では「死」をどのように捉えて来たのだろうか。 

                                                   
38 アルフォンス・デーケン『新版 死とどう向き合うか』2011 NHK 出版 p. 23 
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医師である山崎は、1990 年の著書『病院で死ぬということ39』の中で、末期がん患者の終末期に

於いて、患者自身が自分の病状についてきちんとした説明を受ける事もなく、あたかも死がその人自

身のものでなく医療者と家族のものであるかのような医療が行われている事を述べている。 

山崎はそうした状況に大きな憤りを覚えた。当時はがん患者、特に末期がんの患者に本当の病名を

告げず嘘の病名告知は良く行われており、治癒が難しい末期の胃がん患者に「難治性の胃潰瘍」だと

嘘の病名を説明し入院させるなどの症例は良くあったという。同書の中で 1980 年代当時末期がんの

患者の臨終の際、蘇生術は医師の義務と責任として当然のものとして行われていた事が描かれている。 

山崎は当初、先輩医師たちが手際良く行う蘇生術とその真剣さに圧倒され感動した。しかし自らが

蘇生術に習熟し、患者を看取っていく過程で次第に虚しさを覚えて行くようになる。山崎は明らかに、

重篤な患者への蘇生術は、患者が安らぎの世界に入る事を、強引に妨げているだけでしかないと述べ

ている。医療側が勝手に患者の体を、死との戦い（延命）の戦場として使い、それら蘇生術の殆どが

医療側の一方的な意思であり人間の尊厳を冒す行為に過ぎなかった。今思えば、ただ医療側の自己満

足に過ぎなかったのだと述べ、山崎は末期患者の延命治療は医療者の自己満足ではないかと世に問う

た。究極的には「病」や「死」は不可避なもので、出来る治療は行うが延命治療には余り意味がない

という考えの医師も増えていた。では次に、日本人の死亡第一位である「がん（悪性新生物）」につ

いて述べてみたい。 

  

（５）日本におけるがん対策の現状 

厚生労働省が公表した「人口動態統計」によると 1981 年（昭和 56 年）以来、がんは死因の第１

位である。2011 年（平成 23 年）にがんで死亡した人は 35 万 7，305 人、全死亡者に占める割合は

30.5％と、国民の 3 人に 1 人ががんで死亡する時代となり、がんの罹患率は 2 人に 1 人という統計

があり、如何ともしがたい我が国の「国民病」とも言われるようになり、｢がん｣は他人事ではないと

一般の人が感じ始めた事などが挙げられる。 

がんの治療は 3 大治療法、すなわち「手術療法」、「放射線治療」、「抗がん剤治療」、の標準治療（保

険適応）が主流となっている現在、特に手術や放射線治療では手に負えなくなった「進行がん」で、

最後の砦となるのが、がんの「免疫療法（保険適応外）」である。 

入院治療を受けている患者であれば、医師から「退院して自宅療養で様子をみましょう」と言われ

る一言は患者にしてみればまさに死を宣告されるにも等しく、その精神的なダメージは測り知れない。 

実際、身体の免疫系は自律神経系の統括下にあり心が免疫力を弱める事もある。心が不安に支配され

てしまうと具体的な治療効果が上がらないと言う事だけでなく、自らの治癒力を決定的に低下させて

しまう場合もある。成長型社会の中で我々は「病院を受診する事で自らの死は遠ざけられる」と現実

感をもって直視し考える事を避け、恰も「自分だけは死なない」かのような錯覚の中で生きて来た。

何故ならば、「死」は自己の一生涯の完成を妨げる、耐え難い最大の障壁であるからであろう。 

ここで日本のがん治療の最先端を行く独立行政法人国立がん研究センターがん予防検診センター 

に於けるがんの原因及び予防法について見てみたい。当センターでは次の 5 点を挙げている40。 

                                                   
39 山崎章郎『病院で死ぬということ』主婦の友社 平成 5 年 p.32  
40 ganjoho.jp > TOP > 予防・検診 > がん予防 2015 年 1 月 27 日更新 

http://ganjoho.jp/public/index.html
http://ganjoho.jp/public/pre_scr/index.html
http://ganjoho.jp/public/pre_scr/prevention/index.html
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① 本人の喫煙が、がん罹患・死亡に寄与する割合は其々男性で 29.7%, 34.4%、女性で 5.0%, 6.2% 

と試算されており、日本人男性にとってがんに寄与する割合が最も高いものとなる。さらに受動

喫煙は、肺がんの確実なリスク因子とされている。 

② 飲酒は口腔、咽頭、喉頭、食道、肝臓、大腸（男性）、乳房のがんのリスクを上げる事が確実。 

③ 食塩及び高塩分食品は胃がんのリスクを上げる。（予防法として野菜と果物は口腔、咽頭、喉頭、

食道、胃、肺に其々予防的に働く事は、ほぼ確実と評価されている。） 

④ 日常生活の活動化。歩行または身体活動を 1 日 60 分以上、息がはずみ汗をかく程度の運動。 

⑤ Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスの持続感染は肝がん、ヒトパピローマウイルスは子宮頚、外陰、膣、陰

茎、肛門、口腔、中咽頭、扁桃のがん、ヘリコバクター・ピロリ菌は、非噴門部胃がんの発がん

要因であると評価されている。 

がん予防では、他の様々な条件とのバランスを考えて、がんのリスクを出来るだけ低く抑える事が

目標になる。では次に日本に於ける、「がん医療に関する今後の見通し」41を見てみたい。 

我が国のがん機構は発がん物質の探求が進むにつれ、引き金となる物質である「イニシエーター（発

がん因子）」及び「プロモーター（発がん促進因子）」が発見され、「イニシエーター・プロモーター

発がん仮説42」が提唱されて来た。更に分子生物学の急速な進展により、発がんプロモーター作用と

されていたものが、複雑な細胞内のシグナル伝達と遺伝子発現制御機構である事が判明し、発がんに

は複雑な遺伝子の順次変化が必要であるとする「多段階発がん説43」が提唱されている。 

① がん患者数が、中年以降明らかに増加している。 

現在判っている発がん因子としては、遺伝要因の関与、感染症の関与、食物・栄養素の関与（農薬

汚染、発がん物質の甘味料、保存料、着色料）、活性酸素（フリーラジカル）喫煙の関与、大気汚染、

紫外線、放射線、ウイルス、化学物質、ストレス等と多様であり、高齢者のがん死亡数の増加を反映

している可能性を示している。 

② がん患者が高齢化（加齢）している。 

高齢化による DNA（ディオキシリボ核酸）の損傷等により、NK 細胞や CTL 細胞を弱める状況が

起きる事によりがん細胞が体内で増殖し始める。1 個のがん細胞は成長してがん化する迄に、約 10

年かかる44と言われ、発病する時期が老年期と合致する。 

③ 多重がんの増加。 

何れもがん発生頻度は増加し、がんに罹患し治療後の患者は常に第 2 、第 3 のがん発生を考慮し 

て置く必要がある。その大きな理由として、がん発生のハイリスクグループである事が関係している。 

老化と共に「病」や「死」は誰にも何時かは訪れる。死を遠ざけ続ける事が不可能だとすれば、死

を見ないようにするのではなく、「どのような死を受け入れるのか」を考え、対峙する必要があろう。

例えば増加中の難治性疾患に罹患しても「死に対する捉え方の転換」が必要であり、心と身体の繋が

りを回復させる事によって、人は死を迎えるその時まで豊かな生を齎すと考える事が出来る。 

                                                   
41 ganjoho.JP 国立がん研究センターがん対策情報センター参照 
42 www.kenko-msnet.jp/ganyoboul.html 
43 www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/keyword/831.html 

44 www.kensouken.jp/syoujyou/022.html 
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更にがんは生活習慣病であり、慢性疾患と同じように入院生活が長期化するようになると予測し、

そこで病院は患者に対して｢入院施設でのケア｣と、自宅に於ける｢在宅ケア｣とを組み合わせた診断か

ら治療、そして終末期ケア迄の一連の継続した治療プロセスとして取り組み始めている。また今後の

緩和ケアの充実について、人材の育成及び教育プログラムは特に重要となってくる。プログラムを持

つチームを組む事が可能となれば現在アメリカで行われているような｢病院｣および｢在宅｣を問わず、

終末期のがん患者に対して全人的な緩和ケアの提供は可能だと考えられる。我が国に於ける今後の終

末期ケアの課題は、｢ホスピス・緩和ケアプログラム｣および、多職種チームアプローチ45による｢在

宅ケアプログラム｣の充実であると言えよう。 

現在、ホスピス・緩和ケア病棟では様々なケアの実践体制が取られているが、日本には 1981 年（昭

和 56 年）聖隷三方原病院(浜松)で日本初のホスピスが開設された。 

今や 2014 年（平成 26 年）、日本各地には 321 施設、6421 病床のホスピス・緩和ケア病棟（医療

保険制度による承認施設）があり、終末期ケアの実践体制を取っている。その形態によって次の 5

型に分類46されている。 

① 院内独立型：一般病院の敷地内に独立したホスピス病棟を持つ。 

② 院内病棟型：一般病院の一部の病棟を、ホスピスとして使用する。 

③ 院内緩和ケアチーム：独立した建物や病棟を持たないで、緩和医療の専門医が常駐し、患者 

からの依頼に応じて、主治医とは別に病院内または在宅で緩和ケアをチームで実施する。 

④ 院外独立型：一般病院とは全く別の独立したホスピス施設。 

⑤ 在宅ホスピス：入院用の施設を持たず在宅を主とした緩和ケアを行うシステム。 

がん終末期の「最期を家で暮したい」と言う在宅ホスピス希望の患者は体制不充分の為、最後に 

は入院を余儀なくされる場合もある。勿論全てが「最期まで家で」と望んでいる患者ばかりではない。

それとは逆に「最期は病院で緩和ケアを受けたい」と望む患者もいる為、其々の要望がある。   

我が国の「緩和ケアチーム」は、平成 14 年（2002 年） 厚生労働省による「緩和ケア診療加算」 

が新設（緩和ケアチームの加算）された事により制度化された。ホスピス緩和ケア白書 2014 による

と、施設数は平成 14 年（2002 年）の 22 施設から平成 25 年（2013 年）には全国で 179 施設に増加

した。緩和ケアチームの発展は、がん診療連携拠点病院の要件に、緩和ケアチームの設置が含まれた

ことの影響が多い。がん診療連携拠点病院は 2013 年（平成 24 年）では 397 病院が指定されており

「緩和ケア在り」と回答した47。 

しかし、現実には「ホスピス・緩和ケア病棟」はたしかに増加したが、緩和ケア病床を利用出来る

患者は、罹患患者のごく一部にしか過ぎない事は明らかであり、課題も残されている。 

                                                   
45 www.icc.ac.jp/nyushi/subject_wel/images/.../0209_01a.pdf。多職種チームアプローチとは、利用者やその家族が

自立し、その生活の質を向上する為に共通目標を設定し、目標達成と結果について 共通の責任を持つ対人援助サ

ービスを行う為、患者本人や家族を含めた活動集団である。この多職種チームによる包括的な支援活動の総称をチ

ームアプローチといい、医師や保健師・看護師、精神 保健福祉士、作業療法士、臨床心理士など当事者（患者）

を取り囲む全てのスタッフが当事者を中心としてチームを作り医療を行う方法。 
46 アルフォンス・デーケン『新版 死とどう向き合うか』NHK 出版 2011 pp.196~197 
47 （公財）日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団『ホスピス緩和ケア白書』：特集がんプロフェッショナル養成基盤

推進プランと学会・学術団体の緩和ケアへの取り組み 青海社 2014 p100～p105。 

http://www.icc.ac.jp/nyushi/subject_wel/images/.../0209_01a.pdf
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国は、2015 年（平成 26 月 8 月 6 日現在）全国にがん診療連携拠点病院48を 407 ヶ所、特定領域

がん診療連携拠点病院を 1 ヶ所、地域がん診療病院を 1 ヶ所指定している。がん診療連携拠点病院

は、2007 年度からがん対策を総合的、計画的に推進する為の法律（がん対策基本法）として施行さ

れた。それに伴って、がん医療ネットワークづくりが進められているが、その中心は、全国どこでも

質の高いがん医療が受診出来るように国が指定した「がん診療連携拠点病院」で、都道府県ごとに約

1 ヵ所置かれる「都道府県がん診療連携拠点病院」と、地域ごとに整備される「地域がん診療連携拠

点病院」があり、これらの拠点病院では診療、医療従事者の育成、がん医療の推進を目的とした患者

情報の登録（がん登録）を行っている。沖縄県に於いては、国が指定する「がん診療連携拠点病院（1

病院）」として、国立大学法人琉球大学医学部附属病院。同じく国が指定する「地域がん診療連携拠

点病院（2 病院）」として、沖縄県立中部病院と地方独立行政法人那覇市立病院、県が指定する「地

域がん診療連携支援病院（3 病院）」として、北部地区医師会病院、沖縄県立宮古病院、沖縄県立八

重山病院が拠点病院と連携し、がん診療体制を推進している。ここで在宅医療を推進する為 2006 年

(平成 18 年)度の医療法改正で診療報酬上の制度として新設された「在宅療養支援診療所」について

述べてみたい。在宅療養支援診療所とは、在宅療養中の患者が 24 時間体制で「往診」や「訪問看護」

を実施する診療所で、地方厚生（支）局長に届出て、認可される病院・医院の施設基準の一つである。 

病気を抱えているが通院出来ない患者の為に、自宅で安心して診療が受けられるよう 1 日 24 時間、

365 日体制でサポートする診療所でこの診療所の特徴は、患者及び家族や施設の職員と連絡が取れ、

深夜でも 24 時間往診が出来る体制を整えている事、緊急時他の医療機関との連携体制を確保してい

る事である。沖縄県では「がん対策基本法」や「在宅療養支援診療所」の新設等により、がん診療連

携拠点病院の医療機関の整備や緩和ケアの治療等、がんの苦痛の緩和に重点を置いた終末期医療が行

われるようになって来た。 

ここではホスピス・緩和ケアにおける沖縄県の現状を中心に見てみたい。 

（６） 沖縄のホスピス・緩和ケア 

沖縄県に於けるホスピス・緩和ケア病棟（palliative care unit）は「オリブ山病院」、「沖縄病院」

「アドベンチスト・メディカルセンター（AMC）」、「南部病院」の 4 施設があり、加えて「浦添総合

病院」の緩和ケアセンターがホスピス・緩和ケアを提供している。 

2010 年（平成22年）の沖縄県におけるがん死亡49は、男性1,586 件、女性1,159 件、合計2,745 件

であった。  

死亡割合が高い部位は、男性では、肺（25.7％）、大腸（結腸・直腸）（14.4％）、胃（8.4％）、

肝臓および肝内胆管（7.5％）、前立腺（5.5％）がんの順であった。 

女性では、肺（15.6％）、大腸（結腸・直腸）（14.8％）、乳房（11.2％）、胆のう・胆管（7.5％）、

子宮がん（6.9％）となっており、がんの死亡数を部位別にみると、男性は肺がんが最も多く次いで

大腸、胃がんの順であり、女性は肺がん、大腸がん、、乳がんの順となっている。 

                                                   
48 www.mhlw.go.jp > ... > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > がん対策情報 
49 ganjoho.jp/professional/cancer_control/prefectures/47.html - 32k - 2015-02-24 - 

http://find-hospital.jp/detail/2826
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/gan/index.html
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沖縄県における緩和ケア病棟(ホスピス)、４施設の概要を纏めると以下のようである。 

・特定医療法人 葦の会オリブ山病院50 21 床 

オリブ山病院ではホスピスケアへの取組みが開始されたのが 1983 年（昭和 58 年）。県内で最も

古い施設である。「安らぎを求め、共に歩み、支え合うケア」をコンセプトに 2007 年（平成 19 年）

から 21 床（15 床個室）となっている。一般的には「末期の悪性腫瘍患者さんとその家族を家や入院

体制のなかで医学的に管理するとともに、看護を主体とした継続的プログラムをもって支えること」

と定義されている。この目的のために、医師・看護師・介護福祉士・医療ソーシャルワーカー、チャ

プレン（牧師）、ボランティア等がチームをつくり、患者とその家族との相互信頼の上に身体的・精

神的・社会的・スピリチュアルな痛みを軽減し、支え励ます役割を果たしている。 

オリブ山病院でのホスピスの取組みは次のようである。 

① 身体状態のコントロール 

がん性疼痛それに伴う不安の軽減は第一の急務。医療スタッフの協議のもと、最も効果的な鎮痛

法を施し、現在では 80%～90%の痛みが取り除かれる。 

② トータル・ケア(全人医療)の確立 

患者・家族の人生観、価値判断を優先し、あくまで患者ペースを大切にし、チーム全体で支援。 

③ 魂のケア：魂の平安が齎されるよう祈り、希望者にはチャプレン(牧師)のカウンセリングを実施。 

 

・アドベンチスト・メディカルセンター（A・M・C）51 12 床  

ホスピス・緩和ケアが開始されたのが 2002 年（平成 14 年）。この度改装をして緩和ケア病棟の

準備が整い、2013 年（平成 25 年 9 月 1 日）より稼働始めた新しい緩和ケア病棟は眺望の良い 3 階

に位置し、明るく落ち着いたイメージで多くの患者に快適な入院生活が送れるよう準備を整えている。

ボランティアの活動がしっかりと定着している。アドベンチスト・メディカルセンター、ホスピス・

緩和ケアの資料に基づき、サービス内容を纏めた。 

① 延命のためではなく生命の質を高める医療を行う。ホスピスでは患者様の希望が優先される。 

② 身体の痛みや不快感等の症状緩和、精神的痛みや不安、孤独等の全人的医療ケアを行う。 

③ 医師や看護師、ケースワーカー、病院牧師、理学療法士、薬剤師などの専門家と、訓練を受けた

ボランティアなどのスタッフがチームを組んで支える。 

④ ご家族の協力やケアのために家族面談やカウンセリングを必要に応じて行う。 

⑤ 個室を基本とした病室は落ち着きのある色合いと間接照明で患者が落ち着きのある生活ができ

るよう配慮する。それは、患者様およびご家族の「家」となることを願ったから。 

⑥ 施設には喫茶室や自由な交わりやコンサート、結婚式にも利用できるラウンジ、ベッドのまま眺

望が見渡せる展望バルコニー、ファミリーキッチンやランドリー、シャワー室、見舞客や遠来の

ご家族のための家族室（和室）が用意されている。 

⑦ ホスピスでは医療スタッフと並んで重要なのがボランティアスタッフ。 

当院ではボランティア養成講座を開催し、ホスピスについての基礎や患者様および家族への接し方、 

                                                   
50 www.oribuyama.org > HOME > 施設病棟のご紹介。hospdb.ganjoho.jp/kyotendb.nsf/vKanwaCare/K47001 

51 www.amc.gr.jp/care/ 

http://www.oribuyama.org/index.html
http://www.oribuyama.org/ward/
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グリーフケアの基礎などを医師、牧師、看護師、ソーシャルワーカー、ベテランのボランティアから

学べ、きめ細やかな配慮は最高のサービスレベルを有する。患者様および家族の状況に合わせてお茶

やおやつのティタイムがあり、ラウンジでは 1 週間に１度、音楽ボランティアと一緒にコンサート

が開催されている。（プロのボランティアによる出演）もある。 

 

・沖縄病院（独立行政法人 国立病院機構）52 20 床  

沖縄病院は沖縄県宜野湾市にある国立病院機構の病院。ホスピス・緩和ケアが開始されたのが 2006

年（平成 18 年）。医師、看護師、薬剤師、栄養士、ソーシャルワーカー等、多くの専門スタッフが

患者様および家族と関わり、何が最も良いケアなのか十分なコミュニケーションを図りながら共に考

え緩和医療を提供している。 

緩和ケア病棟（palliative care unit）は、治る事が難しい悪性腫瘍（がん）の患者様および家族の

抱える心や身体の痛みや苦しみを、出来る限り和らげる場所である。患者様が誰にも遠慮なく日々生

活を送る事が保障され、家族の視点に立った温かく思いやりのある医療や看護、介護を提供し残され

た大切な日々を支援している。ここでは、沖縄病院で良くある質問を次に挙げておきたい。 

① どのような人が入院出来るのか。 

難治性の悪性腫瘍（がん）等の患者様で、辛い症状を和らげる為、患者様自身が入院希望をする

場合。  

② 入院費はどうなるのか。 

一般病棟と同じ健康保険が適応される（高額療養費が適応）。 

但し有料個室と無料個室があり、有料個室のみ料金が発生する（緩和病棟には有料の個室 4 室）。

個室料金は平成 24 年 1 月より 3,150 円。（個室には付帯設備としてシャワーをはじめトイレ、

テレビ、冷蔵庫、ロッカー、簡易金庫、応接セット等が付いている）。 

③ 付き添いは出来るのか。 

全室個室であり患者側で付き添う事が出来る。夜間の付き添いも可能。（和室の家族控え室有）。  

④ 外出・外泊・退院はできるのか。 

主治医へ申し出る必要があるが、可能な限り患者様・ご家族の希望を尊重する。  

⑤ 病名を知らないと入院出来ないのか。 

限りある時間を自分らしく生きる為には、病名あるいは症状の正しい理解も大切である。 

しかし、知らない人に対しては配慮する。  

⑥ 延命治療は受けられないのか。 

身体症状を和らげる為の治療は行うが、緩和ケア病棟では積極的治療や延命治療は行わない。  

 

・南部病院（社会医療法人友愛会）53 21 床 

友愛会では、豊見城中央病院、南部病院で医師、看護師、薬剤師、心理療法士、ケースワーカー、

リハビリ、栄養科など各職種を交えチーム医療を行い、「がんにともなう苦痛緩和」を目指している。

                                                   
52 www.okinawa-hosp.jp > トップページ > 患者さま向け > 緩和ケア 
53 yuuai-nanbu.jp > ホーム > 緩和ケア 

http://find-hospital.jp/detail/2826
http://find-hospital.jp/detail/2826
http://www.okinawa-hosp.jp/index.jsp
http://www.okinawa-hosp.jp/menuIndex.jsp?id=11253&menuid=3889&funcid=28
http://www.okinawa-hosp.jp/menuIndex.jsp?id=11262&menuid=3894&funcid=28
http://yuuai-nanbu.jp/
http://yuuai-nanbu.jp/palliativecare/
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ホスピス・緩和ケアが開始されたのが 2012 年（平成 24 年）。病院内の 1 病棟として緩和ケア病棟

がある。がんの治療は 2 つに大別でき、1 つ目は手術療法、化学療法（抗がん剤）などの抗腫瘍治療。 

2 つ目は、がんに伴うこころや身体の苦痛に対する治療と援助である。 

緩和ケアはがんに伴って起きる、様々な辛さを和らげる為のケアで、身体や心の辛さや生活の辛さ

等を抱えたがん患者様とその家族を含めた、「総合的に支えるケア」を行っている。 

また、「より良く生きる希望をつなぐために」友愛会の在宅サービス部門（友愛会訪問看護ステー

ション、居宅介護支援事業所、ヘルパーステーション）ではがん患者の在宅療養をサポートしている。  

病棟で受けたケアが在宅で受けられるように手配出来、また在宅ケアを受けた患者が、そのケアを

病棟で引き続き受ける事も可能である。また、住まいの地域にどのような在宅サービスがあるのかを

把握し、患者様に合わせてコーディネート出来る。 

緩和ケアは今迄、「穏やかな死を迎える為の医療」、「看取りの医療」と考えられて来た。確かにそ

のような側面もあるが、緩和ケアは身体的、精神的な苦痛等から患者様を開放し、「より良く生きる

希望を持てるようにする事」が緩和ケア病棟の目的である。当院では、早急に緩和医療を必要とされ

る患者様を、早期に受入れソーシャルワーカーを専従の相談員として１名配置し、待機期間削減の取

り組みをし、急ぐ方々を早期に初診外来へ案内し、次の条件が整っている方を予約の対象とする。 

① 主治医の紹介状があり、本人が緩和ケアを理解しており、入院を希望している。 

② 御家族が緩和ケア病棟入院に同意している。 

その他について 

① 面会時間の制限はない。24 時間いつでも面会は可能。 

② 付き添いは、全ての部屋にソフアーベットを準備、いつでも泊まることが出来る。 

③ 外出は基本的にはいつでも可能。主治医の許可が必要になる為、あらかじめ相談を。 

④ 外泊は、原則として 1 泊。週に何回かの繰り返しも可。 

⑤ 退院は、症状が安定している場合自宅への退院も出来る。地域の在宅サービスと連携して 

  サポートする為、あらかじめ相談を。退院後、再度入院の希望も可。 

⑥ リハビリテーションは、状態に合わせて日常生活動作の維持を目的に理学療法士、作業療法士 

  言語聴覚士によるリハビリテーションを受ける事も可能。 

⑦ 相談支援は、ソーシャルワーカーが窓口となり、療養生活における希望や不安などを患者様とご

家族から聴きサポートする。 

 

・浦添総合病院（仁愛会）緩和ケアセンター54 

緩和ケアセンターでは、がん患者による死亡者が増えている為、がんの診断と治療を行なう病院と

連携し、緩和ケアを提供する事が目的である。医療的ケアでは、複数の専門職がチームを作り互いに

情報を共有し連携しながら、患者と家族の療養生活をサポートしている。 

① 緩和ケアは、がんの治療時期より切れ目なく行なう。 

② がん患者さんと家族の身体的苦痛、精神的苦痛、社会的苦痛、スピリチュアルペインを緩和する。 

③ 病院の主治医と看護師を支援し、入院と外来と自宅でより良い緩和ケアが受けられるようにする。 

                                                   
54 jin-aikai.com/urasoe-sogo/guide/category02.html 
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④ 入院患者の緩和ケアの提供：主治医・病棟スタッフと協力して緩和ケアチームで活動している。 

  医師 2 人、看護師 3 人、薬剤師 2 人、管理栄養士 1 人、社会福祉士 1 人、医療クラーク 1 人、 

  名嘉村クリニック医師 1 名、看護師 1 名参加。 

⑤  緩和ケア外来：週一回予約外や定期の外来以外の紹介を受けている化学療法中の患者も適応。 

  症状の軽減方法（緩和）を相談する事が主である。 

様々な不安な気持（他の治療方法はないのだろうか、自分はどうしてがんになったのか、がんが

進行してどうしようもなくなるのでは）など、外来診察室や化学療法室で、がんの治療を行って

いる患者さんと家族に緩和ケアの立場から対処する。 

⑥ 毎週木曜日の午後、主治医の外来日や化学療法の日に合わせて緩和ケアを受診することもできる。 

⑦  在宅緩和ケア：がん患者さんで在宅緩和ケアを希望される方に、訪問看護・介護ステーションと

協力して訪問診療・往診を行う。在宅での苦痛を和らげる事を目的に中心静脈輸血栄養管理をは

じめ、オピオイド鎮痛剤での疼痛コントロール、腹水や呼吸困難の治療や自宅での看取りも行っ

ている。 

⑧ ペインクリニックは行われていない。 

 

表‐2 沖縄におけるホスピス・緩和ケア施設概要一覧55 

施 設 名 オリブ山病院 沖縄病院 南部病院 A・M・C 

緩和ケア開始日 1995 年 4 月 20 日 2006 年 4 月 1 日 2012 年 8 月 1 日 2002 年 11 月 1 日 

病床数（個室） 21 床（個室 17 床） 20 床（個室 16 床） 21 床（個室 17 床） 12 床（個室 12 床） 

病棟形式 院内独立型 院内病棟型 院内病棟型 院内病棟型 

病棟呼称 緩和ケア病棟 緩和ケア病棟 緩和ケア病棟 緩和ケア病棟 

緩和ケア外来 有（水曜日） 有（火曜日午後） 

（木曜日午後） 

有（火曜日午前） 

（木曜日午後） 

有（木曜日午後） 

構成メンバー医師 1 2 2 2 

看護師 19 18 21 13 

看護助手 8 0 3 3 

薬剤師 1 1 1 1 

栄養士 1 1 1 2 

社会福祉士 1 1 1 1 

宗教家 6（兼）3（非） 0 0 1 

カウンセラー 0 1 1 0 

コーディネーター 1 0 0 1 

ボランティア 7 0 10 35 

 NPO 法人日本ホスピス緩和ケア協会提供56のデータに基づいて筆者作成 

                                                   
55『ホスピス緩和ケア白書』青海社 2014  p.1 
56 www.hpcj.org/uses/pcumap.html 
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第 2章 スピリチュアルケア 

 現代の日本は医療技術の急速な進展に伴い、死期が迫っても呼吸器やペスメーカーなどの生命維持

装置に頼れば生命を維持する事は可能なケースが増えて来た。その一方で、｢自分の最期は自分で決

め人間としての尊厳を保ちたい｣と願っている人々が少なくないのも現状である。  

平均寿命が延びて人口の高齢化が様々な意味で問題となっている現在、このような社会的背景のも

とで人生の最期をどのように迎えるのかという事は、個々人や家庭にとっても関心が高まっている。  

近年、終末期にある患者が｢より良い死｣を迎える為に、どのような援助が出来るかについての研究が

医療・福祉・介護の分野でも行われるようになっており、既に見たように WHO（世界保健機関）で

も、「生命を脅かす疾患に伴う問題に直面する患者と家族に対し、疼痛や身体的、心理・社会的、ス

ピリチュアルな問題を早期から正確にアセスメントし解決することにより苦痛の予防と軽減を図り、

クオリティ・ オブ ・ライフ（Quality of life＝QOL 生命の質、生活の質。以下 QOL）を向上する

為のアプローチである。」（日本医師会訳）と定義している。第 2 章ではこのスピリチュアルケア

とは何かについて検討して行く。尚、「スピリチュアル」の訳は色々と試みられているが57、本論文

ではカタカナのまま使用したい。 

 

第 1 節 先行研究  

 スピリチュアルケアは 4 つの痛みの中の 1 つであるが、いったいどういう事を指すのだろうか。    

本節では 6 人のスピリチュアルケア研究者の見解を概観し、主に文献を参考に述べて行きたい。 

 

2－1－1 村田久行の見解 

 村田は緩和医療の分野について次のように述べている。少し長くなるが「終末期患者のスピリチュ

アルペインとそのケア」よりを引用し、その要点を見てみたい。 

「緩和ケアの概念とは、その焦点を身体的苦痛の緩和と症状のコントロールを超え精神医学的・心理

社会的・実存的スピリチュアルな領域まで拡張されるべきものだと言う考えのもとに、終末期患者の

精神的苦悩とそのケアについて個別の主題に焦点を当てた研究が進められつつあり……これら近年

の研究に共通しているのは様々な精神的苦痛を和らげ、患者が良く生きる事を支えるケアの方法を個

別の事項に焦点をあてて開発、研究する視点を目標としている58」。  

村田は終末期患者のスピリチュアルペイン（精神的苦悩）を、｢自己の存在と意味の消滅から生じ

る苦痛59｣と定義し、生の無意味、無価値、虚無、孤独と不安、疎外、コントロール感の喪失、周囲

                                                                                                                                                                    
57 伊田広行（スピリチュアルケアを巡る議論を見渡す｣大阪経大論集 54 巻 5 号 2004 年 1 月 p.351）によれば、 

スピリチュアルの訳語については「精神的」「霊的」「たましい的」「宗教的』「心性的」「哲学的」「実存的」 

｢自性的｣など多様なものがある。だが多くの論者は適切な日本語訳が見当たらないとし、とりあえずカタカナ表

記を用いている状況である。 
58  村田久行「終末期患者のスピリチュアルペインとそのケア」－現象学的アプローチによる解明－『緩和ケア』vol.15 

No.5  Sep. 2005 年 pp.385~390。 
59 同上 p.385。柏木哲夫監修『緩和ケアマニュアル』第５版最新医学社 2008 年（平成 20 年） pp.213~215  
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への依存や負担など、多様な苦痛として表出されるスピリチュアルペインの成立と構造を解明する事

によって概念的枠組みを構築し、ペインの緩和を基礎にスピリチュアルケアの指針を示す事を目的と

している。終末期患者のスピリチュアルペインとそのケアを論じる場合、緩和ケア研究の中で、死を

前にした患者の苦しみに大きな影響を与え、様々な事項を背後で支配しているのが緩和ケアの隠され

た「死」という主題であろう。村田は現象学および実存哲学的な立場から、宗教的な枠組みを超えた

アプローチによりスピリチュアルケアの指針を示す事を明らかにしている。 

さらに村田は、「目前に迫った他ならぬ「私の死」、端的に言えば「私の消滅」であり、「生」との

終りであり別れである。たとえ日常生活の中で困難や苦しみに遭遇しても、そこには常に「私の存在

と世界」があり、私には「明日と言う可能性」が与えられている。 

しかし「私が死ぬ」という想念は「自己の存在と意味の消滅」であり、この世界での通常の困難や

苦しみとは異なる苦痛、スピリチュアルペインを生み出すのである。それが患者の心にどのような苦

痛と苦悩を与えるのかと言う視点から考える時、「死」の体験が生み出す＜自己の存在と意味の消滅

から生じる苦痛＞は概念化出来る60」と述べている。従ってここでは存在の概念を理解する事が重要

となる。 

村田は「終末期患者のスピリチュアルペインの現出の仕方には「現象学的アプローチ」が必要とさ

れると述べ、スピリチュアルペインは、主観的な現象であり、我々に出来る事は終末期患者が自己の

死をどのように見ているのか、その見方に応じて終末期の生が、死に臨む患者にどのようなペインと

して現れているのかと言う現象学の特性である、刻々と生成され形成される患者と世界の関係であり、

生の無意味、無価値、虚無、孤独と不安、疎外、依存や負担として現出するスピリチュアルペインの

現出の仕方を解明する事から、そこに成立している終末期患者のスピリチュアルペインの構造につい

て考察することである61」と述べている。 

それでは、スピリチュアルペインの現出の仕方はどのようにして解明されるのか、現象学的アプロ

ーチは「意識の志向性62」の基本的特性に従って分析を試みると、次のⅠ、Ⅱ項目を明らかにする必

要が出現する。 

 

Ⅰ．終末期患者の意識の志向性に応じて患者世界と自己の生がどのようなものとして現出するのか。 

Ⅱ．そのスピリチュアルペインの現出は、なぜそのような現出なのか。 

 

 ここで、意識の志向性とスピリチュアルペインの現出について村田理論を解明して行きたい。先ず 

自分自身の死、ほかならぬ「私が死ぬ」と言う死の想念は、強い衝撃を与えると共にその時の患者の 

「意識の志向性」に応じて様々なスピリチュアルペインを表出させる。 

村田理論では以下の「時間存在」、「関係存在」、「自律存在」其々の次元においてスピリチュアルペ 

                                                   
60 村田久行「終末期患者のスピリチュアルペインとそのケア－現象学的アプローチによる解明」－p.386 
61 同上 p.386 
62 廣松渉『フッサール現象学への視角』青土社 1994  pp.77～90。広辞苑によると、現象学のキー概念でありフッ

サールが死のブレンターノから受け継いだもの。又ブレンターノは、アリストテレスにその萌芽を見て「志向性

(intentionality)」という概念として確立した。意識とは常に何者かについての意識であるという事。常に対象に向

かう作用の中で始めて対象が一定の意味として立ち現れ把握される意識体験の在り方を言う。 
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インが生み出される事を解明しているが、村田の定義した３つの人間のスピリチュアルペインへの 

現象学的アプローチ63を以下に示してみたい。 

 

表-3 村田理論の時間・関係・自律側面からのスピリチュアルペイン 

 

村田久行「終末期患者のスピリチュアルペインとそのケア」を参考に作成 

 

患者の苦しみを終末期患者の「意識の志向性」から見てみると、そこに患者の時間存在である人間

関係存在である人間、自律存在である人間、のスピリチュアルペインが現出する。では終末期患者の

次元において、表－3 のようなスピリチュアルペインが生み出されるのか、少し長くなるが村田の「時

間性」、「関係性」、「自律性」理論を引用し、それぞれにおいて纏めておきたい。 

 

①  時間から捉える存在 ｢生の無意味／無目的／不条理｣64  

死に臨む場面で終末期患者にとって死の意識は漠然とした死の想念ではない。志向性が意識の本質

を形成しているのである。意識の志向性が「生の限界」と「将来の喪失」に向けられる時（方位性）、

患者の意識の中に「生」が無意味、無目的、不条理なものとして現出する（志向性の思念作用）。 

時間存在を失うスピリチュアルペイン（将来の夢を失う）の視点から喪失の苦痛を以下に挙げる。 

・｢もうじき死ぬ（先がない）のだったら何をしても意味がない｣ 

・｢時間がない何かをしなければいけないと思うのだが何をすればいいのか分からない｣ 

・「もう何もする事がない、ただ死ぬのを待っているだけだ、こんな事なら早く楽になりたい｣  

・｢私の生きた人生の意味は何だったのか｣ 

・｢生きることに意味（希望）がない｣ 

・｢早く楽になりたい｣、「もう先がない｣、｢終わりだ｣などの言葉を聞く。 

死に直面した時、患者の意識が生の中断・終末という時間性に向けられるならば、その意識の志向

                                                   
63 村田久行「終末期患者のスピリチュアルペインとそのケア－現象学的アプローチによる解明－」pp. 386~389 
64 同上 p.387 

１．時間から捉える存在「生の無意味／無目的／不条理」 

・先がない、何の意味もない人生への痛み。 

・何もする事がない、死を待つだけ、早く楽になりたい。 

・時間がない、生きることに意味（希望）がない。 

２．関係から捉える存在「虚無／孤独／自己の消滅」 

・誰もわかってくれない、世界がよそよそしい。 

・生きていても無意味だ、生きている実感がない。 

・他人との関わりの消失、自分一人が取り残された感じ。 

３．自律から捉える存在「無価値／依存／無意味」 

・自分は価値がない（何の役にも立たない）。 

・自分のことが自分でできない、何の値打ちもない。 

・人に世話してもらえないと生きられない。 
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性に応じて「もう何をしても無意味」という時間存在である人間のスピリチュアルペインが現出する。  

つまり、人は日々を過ごす時間の中で「将来と既存(過去)とに支えられて現在が成立する」という

時間的構造に基づいており、全ての人は、時間的存在である人間として将来と過去とに支えられて現

在の生きる意味と存在を成立させているのである。ところが時間存在である終末期の患者は死の接近

によって将来を失う。将来を失う事により、同時に現在に生きる理由も失うという一面がある。死の

接近によって間近に「死」を自覚し将来を失った人間は、現在に生きる意味を見出さなくなる。なぜ、

生の限界と将来の喪失に向けられた意識の志向性に応じて自己の生と世界は無意味なものとして現

出するのだろうか？この思念作用の分析によって看取されるのは、「生の存在と意味の成立には将来

が必要である」という生の存在構造の「時間的側面」であろう。 

つまり人間は、「将来がなければ今、何をしても無意味だ」という時間存在としての終末期患者の

スピリチュアルペインに対しては、患者自身が援助者との対話の中から過去と死を越えた将来を見出

す事によって、新たに時間存在である人間に対する「死をも超えた将来の回復」というスピリチュア

ルケアの指針が存在するのである。 

 

②  関係から捉える存在 ｢自己の消滅／虚無／孤独（断絶）｣65 

死が我々に与える直接の脅威は「自己の消滅」である。その時に体験する直截
ちょくさい

な感覚は、「虚無」

であろう。実際に死とは、多くの人々にとってこの世（世界）での「自己の消滅」であると同時に「他

者との関係の断絶」を意味する。こうして死に瀕している終末期患者の意識の志向性に応じて、「自

己の消滅」と「他者との関係の断絶」に向けられる時（方位性）この世（世界）がよそよそしいもの、

自分とは隔絶したものとして現出し（志向性の思念作用）、患者は癒しがたい孤独と不安を体験する。

時間存在を失うスピリチュアルペイン（将来の関係の支えや夢を失う苦しみ）として、喪失の苦痛を

表現してみる。 

・｢家族がいても自分一人取り残されている孤独で空しい｣ 

・｢一人で天井を見ていると不安になる、自分に生きている実感がない｣ 

・「娘がついていてくれるが、一人ぼっちのように感じる、たまらなく寂しい」 

・｢これから私は一体どうなって行くのだろうか｣ 

・｢死んだら何も残らない｣ 

・｢生きていても無意味、無目的だ｣ 

・｢誰も分ってくれない｣ 

と言った他者との人間関係を失う事で自己存在の意味を消失する面が出てくる。この意識の志向性 

の思念作用への分析によって看取されるのは、「生の存在と意味の成立には他者との関係が必要であ

る」と言う生の生存構造の「関係的側面」であろう。 

つまり、関係存在としてすべての人は自己のアイデンティティ（identity）の確率の為に、他者を

必要とし、また他者との関係によってアイデンティティ（存在と意味）は実現化される。しかし関係

存在である患者は、死の接近によって他者とこの世（世界）との断絶を想い、自己の存在と生きる意

味を失う。そして人間の孤独や不安、虚無感、アイデンティティがない等のスピリチュアルペインに

                                                   
65 村田久行「終末期患者のスピリチュアルペインとそのケア－現象学的アプローチによる解明－」p.387 
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対しては、患者が｢死をも超えた周囲の人々との関係を見出す｣事によって、新たに自己の存在の意味

は得られ、スピリチュアルケアの指針が存在するのである。 

 

③  自律から捉える存在 ｢無価値／無意味｣66 

自律存在として私たち人間は、自分の事や自己コントロールが出来、自己決定によって自己の価値

が確認出来るのである。「自立（independent）し、“生産的”（productive）である。ことに人間と

して最も重要な価値をおく」人間の在り方をいう。自律存在である人間の存在と意味は、生き方を自

己決定できる自由に確信があるのだが、日常の「生」においての自律概念は｢自立｣と「生産性」、或

は「役に立つこと」に具現化している。しかし、患者は死の接近によって身体が衰え様々な喪失体験

を積み重ねながら徐々に「出来なくなる」を体験する。 

自律存在を失うスピリチュアルペイン（自己決定を失う）の視点から喪失の苦痛を以下にあげる。 

・｢自己決定が出来ない、苦しい｣ 

・｢自分は人の為にもう何の役にも立たない、生きている値打ちがない｣ 

・｢人の世話になって迷惑かけて生きていているのは辛い｣ 

・｢自分で自分の事が出来ないのはもう人間とは言えない｣ 

などの自立・自律性を失う事で、依存的な自分を否定する表現がある。 

そして自律し、生産的であることに「生」の価値を置く患者の意識の志向性が自己の依存や不能、役

に立たないことに向けられる時、終末期患者の「生」は患者に無意味で無価値のもの、依存や負担と

して現出するのである。その反面、自律存在のペインに対しては患者が自己知覚（感じること）や思

考（思うこと）、表現（言い表すこと）、行為（行うこと）など、各次元のそれぞれでコントロール出

来る自由があり、自己決定が出来、多くの事がらで自律を回復できる可能性を悟ることが出来たなら

ば、ここに自律存在である人間に対する「死をも超えた将来の回復」というスピリチュアルケアの指

針が存在するのである。つまり、スピリチュアルペインとは、「時間存在」、「関係存在」、「自律存在」

である一人の患者が死の接近により将来を失う事、他者との関係を失う事、自律性を失う事から生じ

る、自己の存在と意味の消滅から生じる「喪失の痛み」と捉えるという事になる。 

こうしたペインは、がん終末期の患者だけが感じる苦痛ではなく、非がん患者を含めた人が生きて

いく上での普遍的な痛みであると考えられる。人間の危機的状況に対しては、狭義の治療のみではと

ても対処できない。人の死や亡くなった後の事も含めて、患者の人生や人間関係を含めた存在意義を

捉え直すと言うスピリチュアルなレベルでの援助やサポート・支援的な関わり等が求められて来る。 

村田理論では人の存在を、３つの柱である「時間性」、「関係性」、「自律性」で支えられた平面と仮

定し、将来の目標や自分を支えてくれる大切な関係や自己決定出来る自由がある時、人の存在は安定

し、多少の困難と遭遇しても平面は水平性を保つ事が出来ると考える。人が不治の病に罹患し、残さ

れた時間が僅かとなった場合、この 3 本柱のどれかが崩れ平面が保てなくなりがちである。これを

サポートして平面を保とうとするのがスピリチュアルケアと言う事になるだろう。小澤によれば、時

間存在はドイツの哲学者 M．ハイデッガー(Martin Heidegger）が表した『存在と時間』の中で紹介

                                                   
66 村田久行「終末期患者のスピリチュアルペインとそのケア－現象学的アプローチによる解明－」p.388 
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されている実存哲学の影響があり、苦しみの中でも人が将来の夢に向けて今を生きようとする力が人

間存在として働くことを時間存在の概念67と述べている。 

村田はこのような終末期患者のスピリチュアルペインを「時間存在」、「関係存在」、「自律存在」の

3 つの次元の枠組みから把握し、それらを基礎として「自己の存在と意味の消滅から生じる苦痛」で

ある、スピリチュアルペインに対するケアの指針を｢死をも超えた将来の回復｣、「死をも超えた周囲

の人々との関係の回復」、｢知覚・思考・表現・行為等、各次元での自律の回復によるスピリチュアル

な自己の存在と生きる意味の回復｣として纏めている。 

 

2－1－2 窪寺俊之の見解  

日本に於けるスピリチュアルケアの先駆者の一人である窪寺俊之は、その意義を以下に挙げている。

少し長くなるが『スピリチュアルケア学概説』より引用したい。 

｢スピリチュアルケアとは、肉体的苦痛、精神的苦痛、社会的苦痛の緩和と並んで、患者の QOL

を高めるには不可欠なケアで、特に死の危機に直面して人生の意味、苦難の意味、死後の問題などが

問われ始めたとき、その解決は人間を超えた超越者や、内面の究極的自己に出会う中に見つけだせる

ようなケアである。日常生活では知性・理性などの合理性が重視される傾向があるが、スピリチュア

ルケアは、日常生活では忘れられていた、目に見えない世界や情緒的・信仰的領域の中に、人間を超

えた新たな意味を見つけて、新しい「存在のしくみ」、「自己同一性」に気づくことである68｣という

基本的姿勢を示した。人は病んだとき、身体的な苦痛のみではなく精神的（心理的）、社会的、更に

スピリチュアルな苦痛を含む全体的な痛みに苦しむ。其々の苦痛に対して身体的ケア、精神的（心理

的）ケア、社会的ケア、そしてスピリチュアルケアが必要である。 

 

窪寺は、ここでスピリチュアルケアの特徴を 3 つに分類69しているので見ておこう。 

第 1： 宗教との共通点となる超越性（神仏・自然・祖先など）・究極性である。 

第 2： 心理的ケアの共通点となる癒しである。心理的ケアの目的はカウンセリングの理論に立った

個人の社会適応（人間関係のトラブル、環境への適応、存在の基盤の回復）である。 

第 3： 人間らしさ自分らしさの回復である。 

スピリチュアルケアの中心は、「人間らしさ」、「自分らしさ」である。 

窪寺によると、第 1 の宗教的ケアの特徴は、「患者がもつ心の問題や疑問に対して、宗教者が信仰 

的立場に立って援助するケアである。」……宗教には教義、礼典、団体の規則などがあり、教義の教

える人間論、救済論、死後観、人生論、神仏論等の教えがある。患者は特定の教義、教理を信じて

受け入れる必要がある。宗教的ケアとは「なぜ、自分が苦しまなくてはならないのか」と問いつつ、

納得する回答を求める患者に対し、宗教者が特定の宗教がもつ回答を伝え、信仰へ導く事である。  

宗教者自身の信仰や信仰生活の中からの「宗教生活」がケアの重要な要因であり、宗教的ケアは、

単なる知識としての宗教では人を支える為のケアの力とはならない。宗教的ケアの特徴の一つは、

                                                   
67 小澤竹俊『医療者のための実践スピリチュアルケア』日本医事新報社 2008 p.36 
68 窪寺俊之『スピリチュアルケア学概説』三輪書店 2010  p.58   
69 同上 pp.60~61 



- 31 - 

 

宗教が持つ「救済」と言う面が大きい。言いかえれば、全く無力な人間も、神仏からの働き掛けに

よって救いが可能になる道が開かれる事を示唆している。患者にとってその宗教が持つ「救済論」

は大きな助けになると言えよう。 

これに対して第 2、第 3 のスピリチュアルケアは、ケアする人が回答を伝えるのではなく、むし

ろ納得のいく回答を、患者自身がケアするスピリチュアルケアワーカーと一緒に探し出す事に主眼

を置き、ケアする人は患者と共に悩み苦しみつつ患者が納得する答えを援助する。 

次に窪寺によるスピリチュアルケアについて、更に詳しく取り挙げ、以下の 5 つを引用し、其々

において纏めておきたい。70 

 

１）人生の意味（生きる目的） 

 終末期の患者が病名告知を受けた時の挫折体験から立ち上がる為には、患者が新たな「人生の意味」

を見付け出す必要がある。限られた時間の中で、遠い未来に設定された目標は現実的な目標にはなら

ない。「その日一日」に達成可能な目標が生きる目的となる事が多くなる。時間の意識が異なり心の

持ち方を変える事で可能になる人生の意味が多くなる。「生きる意味」は、困難や苦難の中でも見つ

け出せるものである。 

 

２）苦難の意味 

 「苦しい何とかして欲しい」、「治らないのなら早く楽になりたい」、「死んだ後のことが心配で眠れ

ない」、「なぜ自分はこんな病気になったのか」、「自分の人生は苦難の連続だ」等といった患者の言葉

は苦難の意味を求めており、スピリチュアルケアで扱う言葉である。 

このように人は、① 苦難の意味を哲学的・宗教的に求める場合と、② 苦難を背負いながら存在

の意味を求める場合があり、苦難を背負いつつ、生きている患者には人間的強さや存在の価値が示さ

れている。患者が人生と向き合う姿は周りの人に、「勇気」や「希望」、「励まし」を与えてくれる。 

 

３）罪責感、後悔、悔い、反省 

 「今は自分の生き方が間違っていたと後悔している」、「あんな事をしない方が良かった」、「皆に申

し訳ない」、「バチが当たっても仕方がない」、「最初からいい事はなかった、私の人生は後悔ばかりで

す」等という患者の言葉は罪責感や後悔を現しており、スピリチュアルケアで扱う言葉である。 

終末期のがん患者は死期の迫っている事を感じ、人生の総括をする人が多い。身体的・精神的・社

会的な苦痛がある為、それまでの人生を肯定的で前向きに評価する人は少ない。むしろ、後悔、悔い、

反省する事が多かったと気づく事が多い。しかし、自分自身は「精一杯生きて来た」と自己肯定しょ

うとする。患者の自己肯定や家族・友人による評価だけではなく、スピリチュアルケアでは患者の人

生が超越的存在・神的存在によって生かされ支えられて来た事を意識し、気付くように援助する事で

ある。強い罪責感、自虐的になっている患者には、「宗教的援助」を求める必要があるかも知れない。

宗教には神や仏による無条件の赦しがあり、窪寺はこれによって患者が罪責感から開放される事も経

験されると述べている。 

                                                   
70 窪寺俊之『スピリチュアルケア学概説』三輪書店 2010  pp.62~64   
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４）バチ、祟り、前世因縁、呪い 

 日本人には「バチが当たった」とか「祟り」だとか「前世の因縁」等と言う考え方が存在している。 

このような考え方の中には、自分の不幸な状況が自分の意思とは関わりなく、他のところ（超越した

ところ）から与えられたものだという感覚が働いている。 

人間は病気や死に直面したとき、積極的に認めて受け止める事は少ない。患者に取って必要として

いる神的存在は受容的、愛的・自愛的存在であることが多い。 

患者へのケアでは、神的存在である「審判的理解」を受容的、愛的・自愛的存在に変える事である。

しかし、強制的に変えるのではなく、患者自身が人生を振り返りながら自分の人生の中に働いている

受容的な神的存在に気づくように援助する事である。 

 

５）死後のいのち、天国、極楽浄土 

 死に直面した人で、死後の命を考えない人はいない。全ての人は死後のいのち（霊的いのち）につ

いての感情を持っている。一方現代人は死後のいのちを信じる事が難しい。現在のいのちのみに関心

を寄せ、死後のいのちの意義を認めようとしない。にもかかわらず死後への思いや期待を持っている。 

 

窪寺はここで、「死後への思い」として 5 つの例を述べている。71 

① 死んだ瞬間に肉体的いのち・精神的いのち（霊的いのち）は消滅する。 

② 死んだ瞬間に肉体的いのちは消滅するが霊的いのちは残る。 

③ 死んだ瞬間にいのちは消滅するが、魂は天国・極楽浄土に迎えられる。 

④ 死んだ瞬間に今までのいのちは全部消滅するが、生き様、足跡、業績、名前は人々の間に伝えら 

れていく。 

⑤ 死んだ瞬間に肉体的いのち・精神的いのちは自然に戻り、いつか新しいいのちになって生まれ変

わる。 

窪寺は「スピリチュアルケアではこのような患者の死生観を重視しながら、現在の患者の「生」を

支え、将来に繋げられるようなケアを行う。「天国」や「極楽浄土」などは患者を支える一つの道で

もある。72」…スピリチュアルケアは魂の問題・霊的問題を扱うので、本質的には非常に主観的でイ

メージの世界であると窪寺は述べている。また患者の心に寄り添い、一緒に揺れ動きながら支える（寄

り添う）ケアであるとも述べている。 

窪寺はスピリチュアルケアの中心的問題は、「患者の生きる意味や目的への援助である」と述べて

おり、スピリチュアルケアは死に直面し、喪失してしまった患者の「生きる意味を取り戻すことを援

助するケア73」であるとも述べている。窪寺はスピリチュアルケアの目的を次のように述べている。   

「スピリチュアルケアは生きる危機に直面した患者が、自分の生としっかりと向き合い、自分を超

えた超越者や自分の内の究極的自己とに出会って、それに支えられて人間らしく自分らしく生きる事

である。スピリチュアルケアが必要なのは、患者が危機に際して人生の枠組み・土台・価値観が揺れ

                                                   
71 窪寺俊之『スピリチュアルケア学概説』三輪書店 2010  p.64、①の（霊的いのち）は、②と矛盾しており、削除

すべきものと思われる。 
72 同上 p.64 
73 同上 p.64 窪寺俊之『スピリチュアルケア学序説』三輪書店 2004  p.64 
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動き、あるいは喪失する事で自分の「生」に不安・恐怖・孤独感・虚無感・疎外感などを経験するか

らである74。」 

つまり、スピリチュアルケアの目的は、「苦痛の緩和」だけではなく、むしろ「患者に寄り添い、

患者の生を支える事」である。患者に寄り添いながら、患者自身が納得できる人生を見つけ出す事を

援助する事であり、患者が揺れ動くときには一緒に揺れ動き、泣くときには一緒に泣き、喜ぶときに

は一緒に喜びながら、緩和しない患者の苦痛・嘆き・不安・恐怖等と向き合い、納得のいく人生を見

つけだし、患者と同じ目の高さに位置してケアを行う。 

また人間とは本質的に｢神｣、｢永遠｣、｢意味｣、｢価値｣などに関心を持つものであり、言い換えれば

死に逝く人々が関心を持つものは、｢合理的ではないもの｣、｢自己を超越したもの｣、｢内なる自己（究

極的なもの）｣、｢死後のいのち｣、｢赦し（失敗・過ち・罪責からの解放と言う意味での）｣、｢生の意

味・目的・価値｣などである。死を前にした患者は、和解をはかり、本来の自分の姿を取り戻す事で

心の安定を取り戻そうとする。 

 

いのちの危機にある重篤な患者が求めるものとして、次の 5 つの関係回復の種類があるとされる75。 

① ｢自己との和解｣、病気や、駄目な所のある自分を受け入れる。否定的関係から解放されて信頼・

自由・愛のある関係になる。病気の自分、死に直面して恐れる自分を受け入れて、自分を拒絶す

る気持ちと和解する。人生を振り返って色々な出来事があったが、「自分を許してやろう」とい

う気持ちになろうとする。 

②「他者との和解｣、絶対者の愛を自覚する。特に家族との間にある憎しみ、怒り、嫉妬などの否定

的関係から解放されて、自由で愛のある関係を形成しようとする。 

③ ｢絶対者との和解｣、全体の中の一部としての自己存在に気づく。自分の今までの色々な言動は、

超越者の思し召しによるものであり、「自分は許される」という確信を得ようとする。 

④ ｢自然との和解｣、残された時間を受け入れる。自分は自然の一部であることに気付くことで安心

や平安を得ようとする 

⑤「時間との和解」であると述べている。残された時間が限られたものであることを受け入れること

で自分を生かそうとする。 

つまり窪寺は生命の危機に際して、人は自己の存在が揺れ動き、喪失感、疎外感、虚無感、空虚感

等の痛みを持つもので、それを癒すスピリチュアルなケアの充足が是非共必要であると述べている。 

スピリチュアルケアの実際の進め方76として、窪寺は次のように目標を設定している。 

・「感情の安定や視点の転換」。 

・「罪責感からの解放」。 

・「1 日 1 日を大事にすると言った積極的な生の肯定」。 

・「死後の世界・後世への希望」。 

                                                   
74 窪寺俊之『スピリチュアルケア学概説』三輪書店 2010  p.66 
75 窪寺俊之『スピリチュアルケア入門』三輪書店 2000。浜崎盛康『ユタとスピリチュアルケア』ボーダーインク 2011 

pp194~195。mag.gto.ac.jp/cat8/cat28/post-65.html 
76 窪寺俊之「スピリチュアルケアをめぐる各論者の見解」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 pp.339~340 
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スピリチュアルケアの具体的な方法について、窪寺は患者の側に座ってゆっくりと話を聞く（傾聴）

ことの重要性を強調している。 

上記の分析にそった具体的スキルとして窪寺は以下のように挙げている77。   

・ 患者の側に座ってゆっくりと話しを聞く。 

・ 写真や思い出の者について語ってもらう。 

・ 音楽を一緒に聞きながら感想を話し合う。 

・ テ－プによる読書をする。 

・ 対象者の「過去の体験」や「思い出」をかたってもらう。 

・ 自然や四季の移ろいについて語り合う。 

・ 小さな生き物に注目しながら生きることについて語り合う。 

・ 宗教的関心や背景について語り合う。 

・ 家族や親しい友人について語り合う。 

・ 人生の生き方について聞く。 

 

しかし、重要なスピリチュアルケアが実践されない理由として窪寺は①～⑧を挙げている78。 

① 経済・物質ばかりに目が向いて、生きる意味、平和、超越者、宗教といったものに無関心になっ

て来た文化的歴史的な環境要因。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

② 人の深い内面 （深部） に踏み込む事は僭越ではないかと言う人間関係に於ける消極的常識。 

③ 相手がスピリチュアルなことに関心をもっていないのではという怖れ。 

④ 援助者（ケアする人）自身が自分の心を開くこと（自分の弱さを語ること）を心理的に恥じ入り、

恐れたり抵抗していること。 

⑤ 援助者自身がそれをする時間的余裕がないこと。 

⑥ スピリチュアルケアについての学問的研究が日本で殆どなされて来ていないこと。 

⑦ 誰にでも出来るスピリチュアルケアの基本的方法が明らかにされてこなかったことなどがある

としている。 

⑧ スピリチュアルペインが認識されず、そのためにスピリチュアルケアを行う必要も認識されなか

ったことなどがあるとしている。 

 

このように様々な苦痛が人間関係に於ける不適応や葛藤に根差しているのに対して、「人生の目的」、

「苦痛の意味」、「死後のいのち」、「罪の意識からの解放」などはスピリチュアルペインであると言え

よう。窪寺は心理的苦悩が主に「人間関係的原因」で起きるのに対して、スピリチュアルペインは「実

存的問題」に悩み、深い苦悩の中に陥っている場合が多いと述べている。 

ここでは窪寺による「スピリチュアルペイン」について取り挙げ、引用した内容を纏めておきたい 

 

                                                   
77 窪寺俊之「スピリチュアルケアをめぐる各論者の見解」窪寺[2000] 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 pp.339~340。 
78 同上.339~340  
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（1）スピリチュアルペインとは 

窪寺は、スピリチュアルペインについて、｢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、死や病が膏肓
こうこう

に入り、死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」がもっとも意識され、感情的、哲学的、宗教的意識が顕著になる。79｣

と定義している。窪寺は、「スピリチュアルペインは五感覚的な認識ではなく、寧ろ精神的問題であ

る。」とも述べている。更にスピリチュアルペインをカテゴリー別に表記すると次のようになる。80 

・ 心理的要因（不安、憎しみ、無力感） 

・ 哲学的要因（「なぜ･･･」懐疑、生きる意味、苦悩など） 

・ 宗教的要因（死後のいのち、捌き、罪悪感） 

窪寺は、｢死に直面した人は誰でも自分のいなくなった後の事を心配する。……死んだ後の自分の

生命や存在の事などを考える。死後の自分は一体どうなるのかと言う不安である、生物体の存在は無

くなるけれど、何らかの形で自分の生きていた証しを残したいと願う81｣  と述べている。 

そこで窪寺は、更にスピリチュアルペインの内容を次の４つに纏めている。特に重要な内容の部分

なので、少し長くなるが全て引用したい。 

１）「私」の生きる意味・目的・価値の喪失 

 終末期患者は、早晩、自分が死ぬ事が分かると将来が失われ「今」を生きる意味が失われてしまう。

今まで抱いていた人生の夢、期待、目的は現実不可能になり、深い挫折感を持ち無目的となる。 

遺された「生」の時間が決まってしまうと、残された時間を有意義に生き切る事さえ諦めてしまう人

もいる。「治らないのなら早く死んでしまいたい」、「苦しんで死ぬのなら。薬で楽に死なせて欲しい」

と訴える患者がいる。これらの悩みは限られてしまった「人生に生きる意味82」を見い出せないスピ

リチュアルペインである。 

２）苦痛の意味を問う苦しみ 

 私達は苦難や災難が襲ってきて苦痛を経験すると、その苦痛にどんな意味があるのかと言う強い疑

問を持つ。「この苦しみにどんな意味があるのか判らない」、「こんな苦しい事がなぜ自分に起こるの

か分からない」等と嘆く人が多い。自己が苦しんでいるこの“苦痛の意味”を問うている。このよう

な問いを持つ人は「苦痛は偶然の出来事」だとか「意味など無い」とは片づけないのであろう。 

３）死後への不安 

 死に直面した人は誰でも自分のいなくなった後の事を心配する。自分の死んだ後の家族の事や会社

の将来などについて思い悩む。悩みは人によって異なるが、性別、年齢、家族関係、経済状況、思想、

立場、役割、経験などが影響する。さらに合理性や科学性を重んじる現代人でも、死後の自分の生命

や存在の事などを考え、自分は一体どうなるのかという不安である。また生物体としての存在は無く

なるけれど、何らかの形で「自分の生きていた証を残したい」と願う。  

                                                   
79 窪寺俊之『スピリチュアルケア学序説』三輪書店 2004 p.43  
80 同上 p.43 
81 同上 p.44 
82 同上 pp.30~32。先行研究者の医師、ドロシイ・C・H・レイは「自分の死の接近が自覚された時から自己の問題が

始まり自分の人生の意味が重要になる。これがスピリチュアルペインである」と述べている。『スピリチュアルケ

ア学序説』の中で窪寺がドロシイ・C・H・レイの見解を紹介している。 
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４）「私」の悔い・罪悪感 

人生の最期に多くの人は自分の人生を振り返り総決算することで人生に意味づけをする。その際、

自分の過去の苦難、失敗、挫折などを回想しながら、反省、悔い、後悔、罪悪感をもつ人が多い。 

特に人間関係での挫折や失望の経験は不満足なものが多いから、反省、悔い、後悔、罪悪感の対象に

なっている。人間関係による、①軋轢、②不和、③争い、④裏切り、⑤離婚などは（自分の幼稚さ、

未熟さ、不誠実さ、自分勝手さ、自己中心さ、欲望）等が後悔の原因となる場合が多い。このような

自分自身の弱さや醜さ、不誠実さは自分の恥となる事だから誰にでも相談出来るものではなく、心の

底から信頼出来る人にしか話せない。日常生活ではこれ等の思いが未解決のまま死に直面し、人生の

最終段階に至って、解決してしまいたいと言う強い欲望に捕らわれる人も多い。窪寺は、「患者にと

って掛けがえのないものそれを癒すケア（スピリチュアルニーズの充足）が是非とも必要である。」

と述べている。尚、スピリチュアリティについては、第２節のスピリチュアルケアとスピリチュアリ

ティの考察で述べて行く。 

 

2－1－3 伊田広行の見解 

スピリチュアルケアについて、伊田広行の「スピリチュアルケアをめぐる議論を見渡す」から引用

し論点を以下に纏めた。伊田は、藤井美和、村田久行、窪寺俊之、山口龍彦、大下大圓、青木信雄、

平山正実など、7 人の研究者の展開を検討しそれを踏まえて伊田自身の見解を述べている。 

 

 伊田はまず、スピリチュアルケアを「直感的に掴むことの出来る特性」から接近し、次の①から③

のスピリチュアルケアについて、他の関わりから次のように述べている83。 

① 病気治療や身体的苦痛の軽減、看護上の問題の対処が、｢医師、看護師の仕事｣である。 

② 罹患した時の経済的、社会制度的、手続き的対処の援助が｢医療ソーシャルワーカー（MSW）｣

の仕事である。 

③ 患者の人生の問題をじっくり聞いて悩みに付き合い「死の不安と恐怖」を受け止め、希望を見出

す仕事が「スピリチュアルケア」であると言う、他の違いから接近している。  

更に伊田は、この区分は何となく「こころ」に関わる領域だと絞り込んでいる。しかし、これだけ 

では積極的な接近は見られない。それに対し、概ね多くの論者が共通に理解し接近しているもう少し

突っ込んだものが｢死を予定された生を生きなければならない痛み｣、｢絶望の痛み｣と言うように「死

に至る病を患うと当然苦しみ、健康な時には直面しない深い問題、すなわちスピリチュアルな問題に 

ぶつかると展開するアプローチ」をスピリチュアルケアと言い、そのような場合に（多くの）人は生

きる意味や自分の運命や死後の世界について考えると言う経験に基づくものであり、納得し易いアプ

ローチではある。スピリチュアルケアを分かり易く説明する時試みられるケアである84と述べている。 

 それに関連して、スピリチュアリティについて、その共通項を更にもう少し突っ込んで明らかに 

するならば、伊田は以下のように述べている85。 

                                                   
83 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 p.343 
84 同上 p.343 
85 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 pp.343~344 
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第 1 の類似性：｢トータル性｣すなわち｢精神的、社会的、身体的｣あるいは｢知性、感情、身体｣以外

の 4 つ目の崇高なともいうべき、非物質的次元／領域という事であり、4 つの領域全

体で｢トータルに人間を捉える｣というホリスティックな視点、統合（統合の力）の視

点を意味している。 

第 2 の類似性：｢つながりの中の私｣という視点である。すなわち、スピリチュアルな関係性の視点 

とは、｢私｣は、自己（たましい、内なる自己）、他者、超越者、そして自然との相互

作用を伴った繋がりであると捉えるものである。言いかえれば、全体の中の一部とし

ての自己の存在に気づく視点である。 

第 3 の類似性：｢非・合理のパラダイム｣、すなわち「近代合理主義、因果論、主客分離の上での客

観重視、資本主義的表層／主流の価値観など」とは別の水準、あるいは別のパラダイ

ム（認識の枠組み）に関わる概念だという視点である。ある意味、目に見えやすく計

りやすい｢量｣―例えば客観的時間―より、目に見え難く計りにくい｢質｣―主観的な時

間、時間の密度、時間の質―の視点である。 

第 4 の類似性：｢存在の根源性｣、すなわち、自己の存在意義や生きる意味（生の意味・目的・価値）

を探すという、人間存在の根源に関わる概念、生死にとって絶対的価値を持つ概念と

いう視点である。 

第 5 の類似性：｢宗教性｣、すなわち、スピリット（霊・魂）が存在するとか、人間の本質は霊であ

り魂である、死後の世界（天国、極楽）がある、スピリットは輪廻転生を繰り返す、

自分を超えた存在（神）に依存したい普遍的欲求を人間は持っている、魂が神を求め

る、罪責感に対し超越者が許す、と言ったかなり宗教的な世界観に基づく理解という

視点である。 

次に伊田は、賛同できる纏め方として服部洋一の見解を紹介している。服部はスピリチュアルケア

とは、「かけがえのない個人がもつスピリチュアリティを尊重し、支えるケアだ86」と述べている。

服部は米国ホスピスケアの現場から、それは｢その人の生に意味をもたらすもの｣と言う事であり、日

本語としては｢信念｣、｢生きがい｣、｢楽しみ｣、｢喜び｣、｢意地｣、｢希望｣、｢誇り｣などを跨ぐもので、

一語では示せないものである。この概念の特徴はもっと直観的なニュアンスを持っており、｢箱｣とで

も言うべき性質がある点である。 

｢箱｣というのは、この概念の中に入るものは各人にとって個別的である。｢箱｣の中に入る｢目に見

えない、その人にとって大切なもの｣が大事にされる事がスピリチュアルであり、良く言われる｢抱き

しめるケア｣のニュアンスもここに関わる。 

緩和ケアにおいて、各個人に尊厳をもって関わろうという真摯で謙虚な姿勢に直感的でスピリチュ

アルなものがあり、其々の生に耳を澄まそうとする事自体がスピリチュアルな視点である。多くの人

がスピリチュアルペイン、スピリチュアルケアという用語を使っているものの、人が死に瀕している

時に持つ痛み（問題）の性質をなぜ、｢スピリチュアル｣と言う｢霊魂、魂｣の表現で纏められるのかに

                                                   
86 服部洋一『米国ホスピスのすべて』ミネルヴァ書房 2003 pp.120~135 
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ついては一つの論点であり、｢目に見えない｣という水準、｢非・合理｣の直感性、｢自然も含めたトー

タル性｣、｢つながり性｣、｢宗教性｣、｢存在の根源性｣等と意識的に絡める視点が必要であると捉えて

いる。 

伊田は、スピリチュアルケアはなぜ概念が明確化されてこなかったかについて検討すべき課題だと

述べている。医療や福祉の中心課題は治療・治癒（キュア）であったが、医療技術の向上、高齢化、

QOL 重視、がんの死亡率の向上等から、死に逝く患者の QOL を視野に入れた医療・福祉が求めら

れるようになったからという原則的な答えがある。 

この問題を考える時、｢スピリチュアルな問題がなかったのではなく、今まで元気なものは考えず

に済んだから社会の表に出てこなかった｣という答えがある。しかし、それはようやく当事者（社会

的弱者）の視点、当事者の人権、生活の質が問題になる時代になって来た（今までは人権の視点が弱

かった）という事であろう。 

また、スピリチュアルケアの議論においても最も大切な視点は、何らかの意味で｢活き活きと生き

る力を奪われた存在であるもの｣が、自らの力を取り戻す事が目標である。 スピリチュアルケアは、

｢力を奪われた人｣自身が自分を癒し、治癒し、力を自分に与え取り戻す営みといえる。スピリチュア

ルな視点は、｢力を奪われたもの｣が孤立した中で、自分の努力だけで元気になるというのではなく、

相手との関わり等で人が元気を取り戻し、自己肯定に至るという視点が重要である。 

スピリチュアリティ・スピリチュアルケアは終末期だけに限定されるのではなく、医療ケア全般、

高齢者・障害者介護、犯罪加害者および被害者へのケア、精神的な病の人へのケア、自殺したい人や

自死遺族へのケア、「力を奪われた人」へのケア、その他、健康な者たちがどのような生き方をする

かどのような人間関係を持つか、(たとえば、教育、家族、恋愛、友人関係等)という点で、あらゆる

人にとって重要な概念ではないかと提起している。 

終末期ケアについては、どのような生き方をするのか、どのような人間関係をもつかという点で、

あらゆる人にとって重要な概念であるとしている。これはスピリチュアリティを死（死後の世界）に

関わらしめてのみ把握するのか、自然も含めたトータル性や、「非・合理」の直感性、存在の根源性

において総合的に把握するのかと言う事に関わっている。スピリチュアリティを「魂」や「スピリッ

ト」があると認め、それを重視し大切にする視点、世界観、生き方であり、知性、感情、身体と比べ

て、一段深く感性を静かに沈めて初めて見えるような日常生活レベルでは見えにくい視点「たましい」

水準で世界をみる事としている。 

又、スピリチュアリティ概念の多様性を認識し、認める事が概念理解には重要であるとし「その人

にとっての目に見えない大切なものを入れる箱」という概念を用いて整理している。 

スピリチュアルケアの主体は、｢ケアする側｣もケアの主体であり、ケアする側もスキルを身に付け

る必要がある。 

纏めればケアする側とケアされる側の双方、両者の関係そのものがスピリチュアルケアの主体であ

ると言えよう。 
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2－1－4 大下大圓の見解  

大下は、スピリチュアルケアについて次のように述べている87。｢スピリチュアルペインを内在し、

或いは訴えようとするクライエント（ケアの対象者）に対して、ケアを提供する側、（援助者、スピ

リチュアルケアワーカー、セラピスト）が共にその実態を自縁、他縁、法縁88の統合的な領域から明

らかにして、苦悩からの開放、解脱（悟ること、涅槃）に至る営みである｣。 

大下は「仏教は何より縁生を大切にする。全ての事象や関係性は縁生によって生じている89」と述

べ『律蔵大品』の縁起法頌による「自縁」、「他縁」、「法縁」の 3 つの縁生
えんしょう

90を以下のように挙げて

いる。 

①「自縁」とは、自分がこの世に生を受けて生きていると言う事実を受け止め、自己の魂を磨く心 

の行動になっているかを考える。 

「自己の内証的な縁」をいい、人生を振り返って「苦悩の意味」、「自己の課題と価値」、「目的」、「克

服出来た事」、「幸せと感じた事」などについて問いかけていき、様々な痛みや苦悩を抱えた否定的

な自己と、将来への希望やニードを備えたポジティブな自己があることを認識する。仏教では能動

的に自己への取り組みを図ることを“自利”と表現する。 

 

② ｢他縁｣とは、自分の魂を磨くために「鏡」の役目を果たしてくれる夫婦・親子などの関係性、ま 

たは社会や環境の在り方を考える。 

「衆生縁や他者縁といわれる」もので、人生において関わりを持った対象との並行的な縁生を考察

し、其々の関連の意味や、そこで営まれた多くの出来事の価値について問いかける者で、仏教では

能動的に他者に働きかける事を“利他”と表現する。 

 

③「法縁」とは、自分の命のふるさと、自分を生かしてくれる大いなる生命の根源との融合をイメ

ージしたり考えたりする統合的・超越的なもの神、仏など。「宇宙意識」を表す。 

ここでは自己を超えた意識との出会いや、統合意識、超越意識との関連を考察するもので人生に於

ける様ざまなスピリチュアルな経験は、サムシンググレイト＝超越性・統合性（宇宙、自然、神、

仏、先祖、）との融和、和解、寛解、至福、解放、解脱などのポジティブな縁生について問うもの。

仏教では苦悩からの解脱した安楽な境地を「菩提」「涅槃」などと表す。 

 

自分と他人との関係性だけでなく、いかに法縁を説いていくかと言う事が「ケアと対人援助に活用

する瞑想療法」として、心を分析して細分化するのではなくクライエントを統合的に受け止める度量

を生む源となると説いている。引き続き大下はケアの提供者（援助者）自身の安寧の為に、スピリチ

ュアルケア・アセスメントを行う事が重要であると述べている」。スピリチュアルケアの目指す所は、

                                                   
87 大下大圓『癒し癒されるスピリチュアルケア』医学書院 2007 pp.19~37 p.66。大下大圓『ホスピスケアと在宅ケ

ア』2011 vol.19 No.2（通巻 52 号） 
88 大下大圓『癒し癒されるスピリチュアルケア』医学書院 2007 pp.60~61 パーリー仏典「律蔵大品」の縁起法頌に

説かれている。自縁－天上天下唯我独尊 尊厳ある私のいのち。他縁－他縁大乗心 いのちあるすべてのものとの関

わり。法縁－宇宙普遍の真理、統合性、根源的な大いなるいのちとの融合。  
89 大下大圓『他人の力を借りていいのだよ』講談社 2007 p.215 
90 大下大圓『実践的スピリチュアルケア』日本看護協会出版会 2014 p.53 
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根源的に抱える苦しみや苦悩からの解放であり、輪廻転生の中で自己成長やスピリチュアルな営みを

する事が我ら凡夫の役割であり、それがウエルビーイング（well－being）であるとも述べている。 

 大下の論考では仏教でもキリスト教でも、病人を看護する事が宗教的な行為とされている事、それ

がホスピスやビハーラ91と云った宗教的施設実践およびケアに繋がっている事が確認できる。 

仏教を背景としてケアする人（菩薩）は、どんな病人に対しても｢あなたが苦しむから私も苦しむ｣

という平等と、その苦悩に寄り添う為の人としてのあたたかさ（大悲）を保持する事が維摩経には強

調されている。引き続き大下は、病人と看護人の人間存在を見た時に、｢あなたは病む人、私は癒す

人｣という対立や対極にある存在として捉えるのではなく、看護人の｢人間として弱い部分、病の部分｣

に自らが目覚めたとき、人は初めて他者と平等に関わることができるという知見を表している。（中

略）人は病に瀕すると、周りの人間は｢早く元気になろうよ｣とポジティブな部分（前向き、積極性）

を強調しがちであるが、実は人が持っている内向的、内省的側面に光を当てて行く思考こそが仏教の

持っているスピリチュアルな生き方の一つであるとも述べている。 

生、老、病、死を「苦」と諦観する仏教は、決して明るさだけを強調しているのではなく、むしろ

ネガティブなエネルギーを肯定しつつ、次第に負となる要素を正なる方向へと導く営みが、｢仏教的

ケア論｣であり、仏教の教えるスピリチュアルケアである92」と説いている。 

 

更にここでシンポジウム「死生観・人生観 ―沖縄・日本・西洋―」による大下の発表内容を紹介 

したい93。 

大下は、スピリチュアルの解釈には信仰的な心情や宗教的信条がそのままスピリチュアリティを意味

するものではないという視点を重視しつつ、より高い精神性の営みをケアの場面に展開する価値を強

調した。 

更にケアの領域に、持論である｢宗教的ケア｣と｢スピリチュアルケア｣の双方が大事であるという視座

で語っており、スピリチュアルケアについて次のように述べている。 

 

｢日本人の精神的な背景を考えるならば、基層思想や基層文化を考慮し、神道や儒教、道教と取り分

け日本人の生き方に数多の影響を与えた｢仏教｣の思考や英知から学ぶことが重要である。その中心と

なる思考が 2500 年間もの長きに亘って数多の関係性を表す用語としての「縁」の解釈である。 

日本の基層文化にある多元文化思考や東洋の生命観は、自己と他者を区別し対立構造を重視する。 

それ故、医学モデルが基調の現在の医療界において今後、一元的生命観が採用されて行くかどうかは

日本人の生き方にかかっている。 

人は生まれながらにして、誰しも｢仏｣と同等の境地を有する存在であり、ケアの領域においては

様々な方法論やシステム論があり、それらを包含する多元文化的思考を重視する事が、日本人の未来

に通ずるスピリチュアルケアになるのであろう。」 

                                                   
91 ビハーラ（vihāra）とは、インドの言葉サンスクリット語で休息の場所・僧院または寺院を意味し、安住と漢字で

訳され「存立する」「身も心も安じる」等の意味もある言葉である。欧米で発祥したホスピスがキリスト教系の響

きを持っている事に対してビハーラは仏教的独自性を出した事に特徴がある。www.fuchu.or.jp/~sat/fig33.htm。 
92 大下大圓『癒し癒されるスピリチュアルケア』医学書院 2007 pp.64~65。 
93 2011 年（平成 23 年）7 月 16 日（土）第 19 回日本ホスピス・在宅ケア研究会沖縄大会で開催。 

＜シンポジウム＞浜崎盛康、大下大圓、カール・ベッカー氏による、死生観・人生観－沖縄・日本・西洋－。 

http://www.fuchu.or.jp/~sat/fig33.htm
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大下は自身のケア体験も踏まえ、終末期の患者は｢広い意味での宗教的ケア｣を必要としている場合

が多いと述べ、日本人の基層文化にあるスピリチュアリティの領域を次の 3 つに分類している94。 

 

（１）自分の内面世界で深めるスピリチュアリティ。 

その人の価値観や人生観、家族観、生きがい観を言う。自分はどんな人生をどんなふうに生き 

たいと思っているのか。また自分の人生にどう折り合いをつけて生き、そして自分の精神性を

どう高めるかと言う事である。 

 

（２）自分以外の他者との関連で深めるスピリチュアリティ。 

人が成長する過程で遭遇する人々との人間関係である。 

また、生まれた環境や文化、教育、思想、習慣など、全て自分の外から自分に対して影響を 

与える関連に於いてスピリチュアリティの深まりがある。 

 

（３）自分や他者を超えた存在、（神仏、宇宙、自然など）で深めるピリチュアリティ。 

神や仏や宇宙的存在などの自己意識の範疇では、中々認識出来ない大きな存在との関連を言う。

これには未来の時間や空間も含まれている。現在、解決出来ないと思っているスピリチュアル

な課題も未来には解決されるであろうと言う希望も含まれている。大きな存在からエネルギー

を貰うと言う救済のスピリチュアリティもこの中にある。 

 

また大下は死が恐ろしいのは、「痛み（苦痛）」、「親しいものとの別離」、「地位・財産・名誉などの

喪失」、「罪責」の 4 つの理由からであると自らの持論を持つ平山正実を紹介し、死の不安や恐怖か

ら生じる宗教的な関心や、スピリチュアルペインに対応した関わり（スピリチュアルケア）が求めら

れると述べている。では以下に平山による「死の恐怖」の内容を挙げてみたい95。  

 

① 死ぬ事の意味を見つけられるような宗教的枠組みによる援助。 

② 自己のスピリチュアリティに気付かせ自己肯定にいたること。 

③ 内面の自由を見つけて残された人生を（量ではなく）「質」で見ること。 

  （例：自分にも出来る事はあったと言う喜び）。 

④ 人生の価値を見出すこと。 

⑤ 過去からの解放。   

⑥ 死への準備。    

⑦ 来世の存在を信じ、そこでの魂の永世を信じること。 

⑧ 自分の生命を子どもにたくすこと。 

⑨ 十分に良く生きたと言う自己受容などを挙げている。 

 

                                                   
94 大下大圓『癒し癒されるスピリチュアルケア』医学書院 2007 pp. 46~47 
95 平山正実（精神科医、東洋英和女学院大学大学院教授）生と死を考える会会報『カルロス 5 号』より 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E5%8C%BB%E5%AD%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%B4%8B%E8%8B%B1%E5%92%8C%E5%A5%B3%E5%AD%A6%E9%99%A2%E5%A4%A7%E5%AD%A6
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大下は、自分自身のケア体験を踏まえて、終末期にある病者は「広い意味での宗教的ケア」を必要

としている場合が多いと述べ、おおむね宗教的ケアの立場からスピリチュアルケアを捉えている。   

また、日本人の基層文化にあるスピリチュアリティにおいて、日本におけるスピリチュアルケアが

考えられる必要性を提起している。更に、日本独特の文化背景を持つ地域におけるピリチュアリティ、

或は｢たましい｣とはどのようなものかという基層文化96の研究は、この概念を日本で説得的に広める

為にも、具体的スキルを考えて行く為にも重要であると大下は指摘している。 

上記で述べているように大下は、魂は人間だけではなく全ての生き物にもあると言うアニミズム

（人間の霊魂と同じようなものが広く自然界にも存在するという考え）、死後は天国も地獄もなく、

あの世があるだけで、人は死ぬと魂が祖先の霊と一緒に暮らし、あの世の魂はやがてこの世に帰って

来る事を踏まえて、日本におけるスピリチュアルケアが考えられる必要性を提起している。 

最後に大下は、スピリチュアルの語訳について日本において｢霊魂｣は哲学的に内面化された方向を

取らず、宗教的に理解されて来ているので宗教的ケアとより大きく重複するとして、｢精神的｣と訳す

案を出している 

 

2－1－5 谷山洋三の見解 

 谷山洋三は、対人援助としてのスピリチュアルケアの目的は、｢自分らしさの安定・回復や成長を

支援すること97｣であると述べている。 

ケアの援助者は、｢わたし｣に安定・回復・成長をもたらすスピリチュアリティの機能に焦点を当て

ながら「対象者の物語に耳を傾け」、「感情の揺れに寄り添い」ながら、互いの内面において蠢くスピ

リチュアリティを感じ、その蠢きにそって対象者の思いを支持・明確化・対峙し感得するスキルが求

められ、スピリチュアルの構造が見えてくると述べている。 

谷山はスピリチュアリティの構造を、｢わたし｣と｢対象｣の関係をケアのモデルとして説明している。 

まずスピリチュアリティの構造の中央に位置する｢わたし（人間としての意識、自意識、自己理解）｣

とその「対象（超越的次元・現実的次元・内的次元）」との関係をモデルとして説明している。 

｢わたし｣と「対象」との関係は、行動（身体）・発言（口）・思索（意）の主体である｢わたし｣は、

危機に陥った時に｢対象｣に対して何かを“求める”。苦悩を味わう時を過ごしながら、直接・間接に

もしくは突然に何かが“与えられる”ことがある。 

もう１つ大切なのは「わたし」以外の者が主体となっていると言う体験をしている事である。これ

は、WHO のスピリチュアルの定義に見られる、｢身体的感覚的な現象を超越して得た体験｣に相当す

るもので｢求める｣、｢与えられる｣という一連の体験をスピリチュアルな体験だと谷山は述べている98。 

ケア対象者が｢求める｣、｢与えられる｣という一連の体験を通し、対象者の、｢わたし｣と｢対象｣との

距離を縮める事の重要性が理解出来る。 

                                                   
96 大下大圓『実践的スピリチュアルケア』日本看護協会出版会 2014  pp.44~45 
97 谷山洋三「スピリチュアルケアの構造」窪寺俊之・平林孝裕編『続・スピリチュアルケアを考える』関西学院大学

出版会 2009  pp.77~97  
98 同上 p81。1999 年、WHO（世界保健機構）は、従来の「健康」の定義（肉体、精神的、社会的健康）にスピリ

チュアルな健康を、健康を構成する項目として加えることを提言した。スピリチュアルとは、身体感覚的な現象を

超越して得た体験を現す言葉である。身体的、心理的、社会的因子を包含した、人間の全体像を構成し、「生きて

いる意味」や、「生きる目的」等と関わっている。 
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｢求める｣、｢与えられる｣というケアの例を谷山は図－１の①から⑧に対応する形で分類している。 

まず「求める」ことに関する例として、例えば｢わたし｣が危機に陥った時、その解決の為に「わたし」

は｢何故、わたしがこんな目に遭わなければいけないの｣と答えを求める。 

この場合、次のような様々な投げかけが考えられる99。  

① 周囲の人に当り散らす。  

② 自分の不行跡を悔やむ。 

③ 将来への希望を失う。 

④ 祖先の祟り。 

⑤ 神に対する恨みを述べる。   

⑥ ふさぎ込んで自問自答する。 

⑦ 身近にいる者に当たる。 

⑧ 何かに答えを求める。 

 

次に「与えられる」ことに関する例として、そのような苦悩を続ける内に何かが与えられてくる100。 

① 一緒に生活している家族の大切さを再確認した。 

② 過去を振り返って肯定的な自己を取り戻す事もある。 

③ 芸術家なら湧き起こる思いに導かれるように傑作を描きあげるなど。 

④ 自分が克服すべき将来の課題を発見する。 

⑤ 海岸で夕日を眺めながら涙が止まらなくなる。 

⑥ 人生の必然を悟る。 

⑦ 突然のひらめきを得る。 

⑧ 亡き家族の夢を見て安心する。 

 

ケア提供者は、ケア対象者にとって何かを与える訳ではなくケア対象者が感じたと思われる何か、 

ケア対象者にとって何か支えとなるものが「与えられた」体験を支えている。一人の人間の内的体験

を表現しているので、対人関係は此処では表現されていない。 

以上のような「求める」、「与えられる」というスピリチュアルな体験を重ねていくと、少しずつ｢わ

たし｣と諸要素｢対象｣の距離が縮まって、自身の環境要因と精神的な要因とがバランスの良い身近な

存在となり、結果としてケア対象者を、「癒される」状態にしてくれるものであると谷山は述べてい

る101。「わたし」は人生の最終段階においても人間らしく、創造的に生きることが可能であるという

自分自身の心の最も深い部分での強い支えになっている「いのち」と向かい合った時、危機を通して

初めて生（死）の意味と、目的の追及に比重が置かれ、中心的な「核」の部分のスピリチュアルな痛

みを自己存在の根底に問いかけようとするのである。 

                                                   
99 谷山洋三「スピリチュアルケアの構造」窪寺俊之・平林孝裕編『続・スピリチュアルケアを語る』関西学院大学出

版会 2009 p.93  
100 同上 p.93 
101 同上 pp.77~97  
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次の図は、谷山洋三による「スピリチュアルケアの構造」の図式化されたものである。谷山が述べ

る要点は以下のようになる。 

 

図-1 スピリチュアルケアの構造（谷山 2007  88 ページ） 

 

この構造図の特徴を見てみるとまず超越的次元、現実的次元、内的次元の３つに分類されている。 

① 「超越的次元」の｢理｣については仏教の法（ダルマ・ダンマ）の機能的表現、｢神｣は人格的表現、

｢祖｣は日本人独特の神観念に基づいている。 

② 「現実的次元」を｢人｣と｢事｣に分けたのは、人間と人間以外の環境として区別する為である。 

③ 「内的次元」の｢去｣は過去の経験や思い出、｢今｣は現在の本当の自分、｢来｣は将来（死後も含む）

への希望も支えとなる。内的次元に向き合う事によって、自己同一性を取り戻し、生きる意味や

価値を確認出来る。「わたし」と 8 つの要素との間の矢印は、其々と「わたし」が繋がっている。 

 

更に 8 つの要素に分けてより具体化している点は理解し易く、さらに 8 つの対象と「わたし」を

比較させて谷山の個人的な経験を表現している事であろう。 

中央に位置する四角形「わたし」の部分は、私の意識（自意識や自己理解）を指している。周辺の

①から⑧の分類が、様々な存在が仏教者である谷山の視点を加えている。 

谷山はスピリチュアリティという機能は、「求める」だけではなく「与えられる」、そして「わたし」

以外の主体を認めること（対象が「わたし」に対峙的に存在していること）まで認めるべきものだと

述べている。 

ここで谷山は、窪寺理論の「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」生きる為の「存在の枠組み」、「自己同一性」が失われた時に、それらのものを自分の外の

超越的なものに求め、或は自分の内面の究極的なものに求める機能である」とされるこの考え方に疑

問を持った。別の言い方をするならば自身の超感覚的な体験を意味付ける事で、それによって不可解

な体験を意味のあるものとし、「私」に安定・回復・成長を齎す事になると述べている。 

超越的次元

現実的次元

内的次元

究極的には

あらゆる存在

が「わたし」

と一体

①「人」

家族 友達

恋人

②「去」

過去の自分

人生の結果
③「今」

本当の自分

もう一人の自分

④「来」

未来の自分

人生の課題

⑤「事」

環境 芸術

大切な物事

⑥「理」

真理 宇宙

思想

⑦「神」

神 仏

超越者⑧「祖」

先祖 偉人

物故者

わたし
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谷山は、『続・スピリチュアルケアを語る』スピリチュアルケアの構造―窪寺理論に日本の仏教者

の視点を加える―』の中で、「外的他者と内的自己への関心の度合い」(窪寺、2004)の窪寺理論に対

して 2 つの疑問を提示し、自身の論を提示し、「窪寺理論を補完する」ものだと述べている102。 

1 つ目の疑問は、超越、特に上向きの超越が、「神」もしくは「仏」に集約されてしまう事である。  

谷山は「存在の枠組み」、「自己同一性」は超越的なもの、究極的なものに支えられているという構造

がみられ、これは上向き超越と内向き超越と言い換える事が出来ると表しており、窪寺理論の根幹で

ある「上向きと下向き」が、果たしてこの 2 方向だけで人間が支えられていると言えるかどうかと

言う疑問を呈している。つまり谷山は、人間や環境と言う現実的次元が補完されるべきであり、超越

的次元においても神仏のような超越的存在だけではなく、真理のような機能的表現や、また人格的表

現に置いてももう少し身近な存在を置くべきではないかと指摘している。 

河正子や大下大圓103の提示している人間や環境という現実的次元が補完されるべきであり、また

日本人にとって「神」はどのような存在なのかという事であり、キリスト者（キリスト教徒またはク

リスチャン）を除き唯一神という感覚は持たず、仏・菩薩を含め、仏教では仏（ブッダ）は悟りを開

いた人を指し神とは本来的に異なる。悟りを開く事は法（ダルマ、真理）を体得するという事で、法

は神のように人格的に表現されず機能的に表現をされている。 

更に谷山は、日本人の神観念で最も身近な神は「先祖」ではないか、日本人の神観念では自然（山・

石・木）もまた御神体として祀られ同様の機能が与えられているのではないかとの意見を述べている。  

2 つ目の疑問は、神とは別に内的自己の中にも人間が求める「危機の時」、および「希望」も含め

て求める対象が「本当の自分」以外にもあるのではないかという事である。内的次元に於いてもわた

しを支えているのは、「今の自分」、「本当の自分」だけではなく、過去からの経験や思い出、そして

将来（来世を含めた将来）への希望も支えになるのではないかと谷山は述べている。 

一方で窪寺は、『スピリチュアルケア学概説』の中で、日本的スピリチュアリティの構造を図示し、 

縦軸は「超越性他者」と「究極性自己」によって構成され、人間存在を支える軸であるモデルを発展

させて横軸の幅に多様性を持たせ、多様な生物学的、文化的人間の進化・多様性に伴うスピリチュア

リティの進化に対応出来るモデルを改良し、窪寺モデルとして提示した104。 

窪寺は、日本的スピリチュアリティの構造の中で、「超越的他者」は神仏に代表されるが、日本人

にとっては「祖先や祖父母等の人間」、「自然」、「哲学」、「格言」等が生きた力になる場合もあると述

べている。窪寺モデルは 2 つの極によって構成されており、「超越的他者」になる要素を日本人は幾

つも持っている。「超越的自己」とは、今の自己像、願望、信念、意志、感情、感覚などを危機の中

で見直しながら、これが自分の中にある「より本当の自分」だと究極的自己に辿り着くまで葛藤する

事を示しており、この作業は生きている限り続けられると述べ、2 つの極と関わりながらスピリチュ

アリティは、「自己の存在を位置づけ」、「自分の生の意味を見出している」と論じている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                   
102 谷山洋三「スピリチュアルケアの構造」窪寺俊之・平林孝裕編『続・スピリチュアルケアを考える』関西学院大

学出版会 2009  pp.82~86  
103 同上 pp.87~89  

104 窪寺俊之『スピリチュアルケア学概説』三輪書店 2010 p.25 
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2－1－6 浜崎盛康の見解   

浜崎は、スピリチュアルケアとは、｢自己の生（存在）の意味と存在する意味や死（自分が消滅し

てしまう）の恐怖に関するケアであり、生きることと死ぬことの意味に関するケア105。｣であると述

べ、スピリチュアルケアを次のように纏めている。｢スピリチュアルケアとは、死の恐怖を受け止め、

死を受容し、死が訪れるまで十分に良く生きる事を援助するケアであると言える106。」 

まず「スピリチュアル」とは何かから見てみよう。浜崎は、｢スピリチュアルペインから見たスピ

リチュアルケアについて107｣に於いてスピリチュアルケアを以下の３つに分類している。少し長くな

るが引用し見てみたい。 

①. 個人的で霊的、超自然的な意味での「スピリチュアル」 

たとえば、沖縄のユタは多くこの意味でスピリチュアルであり、或いは島園進の「新霊性運動」で 

言及されている様々な動き（気功、輪廻転生、臨死体験、アニミズム、シャーマニズム等)の多くは

この意味における「スピリチュアル」である 

②. 宗教的（組織的で霊的、超自然的）な意味での「スピリチュアル」 

たとえば、キリスト教や仏教と言った、宗教における「スピリチュアル」 

①と②の違いは宗教とは何かという事が関わることになる。宗教とは何かについても多くの議論があ

るが、浜崎は割合広く見られるであろう次のような考え方を作業仮説として取っている。宗教は「組

織、教義、礼典、教祖」などを持つが（念のためこれも霊的で「スピリチュアル」）、①の意味の「ス

ピリチュアル」では、そのようなものを持たず霊的ではあるが個人的で主観的である。 

③. ①と②以外の意味での非宗教的、非霊的な「スピリチュアル」。言いかえれば、「超自然的」に

対する意味での「自然的」な「スピリチュアル」。この意味での通常の人間関係等における「スピリ

チュアル」。たとえば家族の深い絆や合い、患者の生きる意味の肯定、存在の肯定に触れるような人

間的な看護、あるいは人間同士の深い真実の愛等は、生きる意味、存在の肯定に関係するもの」とし

ての「スピリチュアル」である。 

以上の「スピリチュアル」の 3 つの意味は、次のように捉え直す事も出来る。つまり、「スピリチ

ュアル」についての議論に置いては、我々の世界全体は、まず「自然的」（③）な世界と、「超自然的」

な世界に分けることが出来、谷山が述べるようにこのどちらも「スピリチュアル」であり得る。 

そして、さらに「超自然的」な世界を 2 つに分けて、霊的な組織化された「宗教」（②）の世界 

（いわゆる世界宗教や民族宗教）と、霊的ではあるが組織化されていない個人的な信仰（①）いわゆ

る民間信仰の世界である。この両者も、勿論「スピリチュアル」である。そのようにして、①、②、

③を、いわば導出する事も出来る。この①～③のそれぞれにスピリチュアルペインがあり、（もちろ

んスピリチュアルな喜びも同時にある）スピリチュアルケアが必要となる場合がある。以上の考察に

基づいて、浜崎は次のようにスピリチュアルケアを規定している。「スピリチュアルケア」とは、「自

己の生（存在）とし（消滅）に関するケアであり、生きる事（と死ぬこと）の意味に関するケア」と

述べている。 

                                                   
105 浜崎盛康『ユタとスピリチュアル』ボーダーインク 2011 pp129~137 
106 同上 pp.190～199 
107 浜崎盛康｢スピリチュアルペインから見たスピリチュアルケアについて｣琉球大学人間科学科紀要第 27 号  2012 

pp.268~269 
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スピリチュアルペインの本質は、「生きる意味の喪失」である。スピリチュアルケアはこの「生き

る意味の喪失」に対処するものであり、このケアは喪失した「生きる意味を取り戻す事を援助するケ

ア」である。では、「自己の生（存在）とし（消滅）に関するケア」はどうであろう。このケアは「死

の恐怖、自己の生（存在）の消滅の恐怖」に対するケアであり、死の恐怖を受け止め、死を受容し、

死が訪れるまで十分に良く「生きる事を援助する」ケアである。 

根元的には「生きる力、生きようとする力」をとり戻し活性化するケア、従って、「スピリチュア

ルケアとは、生きる力を取り戻すケアである。」といえよう。 

既に見たスピリチュアルケアの３つのタイプをここで確認しておきたい。 

 

① 個人的で霊的、超自然的な意味でのスピリチュアルケア。例えば、沖縄のユタによる霊的な意味

での問題の解決。ヌジファなどはこのタイプのスピリチュアルケアである。 

② 宗教的（組織的で霊的、超自然的）な意味でのスピリチュアルケア。 

  例えば、キリスト教や仏教における神や仏を信じることによる「霊的な救い」等はこのタイプの 

スピリチュアルケアである。 

③ 非宗教的、非霊的で自然なスピリチュアルケア。 

 言い換えれば、そのような意味での通常の人間関係などにおけるスピリチュアルケアで、例えば

生きる意味を取り戻す家族の愛や絆などによるケアや、人間的な看護のケア、患者の生きる意味

の肯定、存在の肯定に触れるような人間的な看護のケア、あるいは人間同士の深い真実の愛によ

るケアはこのタイプのスピリチュアルケアである。 

また浜崎は沖縄の伝統的な信仰についても述べており第 2 章以下との関係もここで見ておきたい。 

沖縄の民間信仰に於いては、カミ[神]や仏、祖霊（先祖）、ヒヌカン[火の神]、ウタキ[御獄]、マブイ[魂]、

ヌジファ[抜霊]などは、霊的・宗教的な意味でスピリチュアルであり、スピリチュアルの文化的影響

の観点からも取り挙げている。 

ここで沖縄に於けるスピリチュアルケアではどのような沖縄的特性があるのか、以下に沖縄的なス

ピリチュアルなもの（こと）と、沖縄的スピリチュアルケアについて、少し長くなるが浜崎の『ユタ

とスピリチュアルケア108』から引用し考察する。その内容は以下の通りである。 

 

（1）ユタのハンジ[判示]とスピリチュアルケア 

 ハンジとは、神のお示し啓示のことであり、ユタによるその意味の判断を言う。 

心霊的存在であるチジブン[守護霊・守護神]との接触・交流は、スピリチュアルな出来事である。ユ

タの霊的なハンジによって① 祖先供養の在り方、② トートーメー[位牌]、③ 不幸や病気の原因に 

纏わる問題等が明らかになり、相談者はアドバイスを貰いスピリチュアルにケアされていく事になる。  

 

（2）ウグヮン[御願]とスピリチュアルケア 

ウグヮン[御願]とは、祈願、願いの事で、神、仏、祖霊に願いをする事でウグヮンは、スピリチュ

アルな存在に対する祈願である為、それ自体もスピリチュアルな行為である。ユタが行うウグヮンも、

                                                   
108  浜崎盛康『ユタとスピリチュアル』ボーダーインク 2011  pp.141～151 
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一般の人間が行うウグヮンも、スピリチュアルな行為である。勿論、ユタのほうが神、仏、祖霊、神

霊などと直接接触・交流する分、そのスピリチュアルな在り方は濃厚といえる。 

ウグヮンの具体的な方法を簡単に確認してみると、沖縄の家庭ではトートーメー[位牌]やヒヌカン

[火の神]に対して普段から様々な事を願うのは珍しくない。家族の健康、繁栄、幸福を祈願し、誕生

や結婚の報告などを行う。 

また、ヤシチヌウグヮン[屋敷の御願]は、屋敷にいるとされるカミガミに日頃の感謝をし、家族の

健康、繁栄などを祈願する。またカミガミを祀ったウタキ[御獄]においても御願が行われる。 

ウグヮンマーイ[御願廻り]では、部落（集落）内を廻るシママーイ[島廻り]や、部落外のウタキを

廻るユスシママーイ[他所島廻り]が行われる。ユスシママーイにはアガリウマーイ[東御廻り]、ナチ

ジンヌブイ[今帰仁上り]、スイウガミ[首里拝み]などがある。そのような御願によってスピリチュア

ルな癒しを経た後、沖縄の人のスピリチュアルな安定に繋がっていく。 

 

（3）マブイグミ（マブイ込め）とスピリチュアルケア 

沖縄に於けるスピリチュアルケアを考える上で重要なのがマブイ｢魂・霊的な存在｣である。マブイ

は何らかのショック（事故に遭う、大怪我をする、溺れる）等を受けると身体から抜け落ちてしまう

事があるとされる。その様にマブイが生きたまま身体を離れ、抜け落ちてしまう事をマブイウトゥシ

[マブイ落とし]と言い、マブイウティ[マブイ落ち]して身体を離れてしまったマブイを、再び身体に

戻す（込める）儀礼を、マブイグミ[マブイ込め]と言う。マブイが離脱した場所で落ちてそのままに

なっているマブイを見つけ、石や着物に憑かせて持ち帰り（連れて帰り）、マブイをもとの身体に込

める。このマブイグミは、極めて沖縄的なスピリチュアルケアだと言う事が出来る。 

 

（4）マブイワカシ[魂分かせ]および年忌供養とスピリチュアルケア 

沖縄の伝統的な考え方ではマブイは人が亡くなると、そのマブイはシニマブイ（亡くなった人の霊

魂、死霊）となってグソー[後生・あの世]に行くとされる。しかし、とは言ってもマブイは死の直後

は現世への執着を強く持つ傾向があり、墓から家や死んだ場所などに飛来し、また生者に何らかの障

りを齎す事もあると言われている。 

その様なマブイをグソーへ送る為の儀礼をマブイワカシと言い、死者の新しい位牌の置かれた仏壇

の前で、ユタはシニマブイを呼び出して自分に憑依させ、それによって現世に対する心残りや遺族に

対する執着を解消し、マブイは心置きなくグソーへ行けると考えられている。 

その様にして死者の霊魂がスピリチュアルなケアを受け、それは同時に遺族にとっても身内の死者

の霊がグソーに往き落ち着くと言う事で安心する訳で、その意味で遺族にとってもスピリチュアルな

ケア、つまりグリーフケアになっている。 

しかし、グソーでマブイが安定し落ち着く為には年忌等の供養儀礼が必要となる。沖縄では地域に

よっても異なるが、14 仏事（七七日忌、百ヶ日、一年忌、三年忌、七年忌、十三年忌、ニ十五年忌、

三十三年忌）が行なわれることも多いようである。十三年忌までは ワカスーコー［若焼香］、ニ十五

年忌、と三十三年忌がウフスーコー[大焼香]と言われ、特に三十三年忌はウワイスーコー[終り焼香]

と言われている。この最終年忌を終える事によって、マブイはそれまで保っていた個性を失って祖霊

（祖先）へと昇華するとされ、その意味でウワイスーコーは祝儀ともされている。 
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（5）祖霊と現世の子孫とスピリチュアルケア 

 沖縄の民間信仰においては、不幸や病気の原因についても、不幸や病気の原因についてもフアーフ

ジ[祖先]との関係が大きな役割を果たしている。生きている現世の子孫の不幸や病気は、無視され、

十分なウグヮンや供養を受けていない祖先の霊魂からのシラシ[知らせ]であり、ウグヮンブスク[御願

不足]である祖先の霊魂が供養を求めているのだと言われている。霊魂もあの世で苦しんでいる事が

あるとされる。この点についてあるユタは次のように説明している。 

 「死後の世界も現世と似ていて、霊魂は霊魂なりの苦しみがある。例えばある霊魂は、戦死した 

とき骨が散っていて、成仏できないでいる。また、ある霊魂は後継ぎなど家計問題が悩みとなって苦

しんでいる……（中略）……その問題は現世の人たちの協力なくしては解決できない。そこで、霊魂

は現世にその解決をたのもうとはたらきかける訳です……（中略）……この霊側の苦しみや焦りが、

現世の人たちに感応して病気になり、という現象を起こすのです109。」 

祖霊へのウグヮンや供養が満足いく形で行われないと、祖霊が生者に病期や不幸を通してシラシを

送ってくるというわけである。この世の子孫たちのウグヮンが不足すると供養も、祖先の霊が苦しむ

事があり、その場合、祖先の霊はウグヮンや供養を求めてシラシを子孫に送ってきて、これが病気や

不幸の形で現れるというわけである。逆に、御願をちゃんと行えば祖先の霊はあの世で安定し喜びを

得る事が出来、十分な供養を受けることで子孫にいろいろな利益をもたらしたりもする。年忌等の供

養儀礼をきちんと受ける事で、死者のマブイは三三年忌が終わればカミになるとも言われている。こ

れは、現世の子孫が先祖の霊に対して行うスピリチュアルケアであり、同時に、祖先が子孫に行うス

ピリチュアルケアである。 

 

（6）ヌジファ[抜霊]とスピリチュアルケア 

沖縄の民間信仰やユタが特にからむスピリチュアルペインやスピリチュアルケア、グリーフケアも

第 2 章以下でも検討するが合わせてヌジファ （抜霊）を述べる。 

ヌジフアは死者の霊がグソー[後生、あの世]に逝けずに死んだ場所などに泊まっている場合、そこ

から霊を抜いてグソーに導く事、またその一連の儀礼を言う。ヌジフアもやはり、死者自身にとって

も遺族にとってもスピリチュアルケア、グリーフケアの意味があると言える。 

 

（7）ユタのカミダーリーとその回復に見るスピリチュアルケア 

 ユタはユタになる過程で、多くの場合がカミダーリー[カミ懸かり]を経験し、様々な困難に直面し

ている。カミダーリーからユタになる過程において多くの場合、夫婦間の不和、家族の不幸、経済的

苦境などの苦しみを経験したり、また心身の不調に襲われ死霊や神霊を見たと口走ったりと、気が狂

ったようになり、精神病かとも思えるような状態（カミダーリー）になることが多い。様々な形で心

身の苦しみを経験するが、しかし、ユタになることを受け入れるとカミダーリーは次第におさまる。  

このようにしてユタになる人はその成巫過程において、他のユタ（先生）やウタキ、聖地（カミ）

等によってスピリチュアルにケアされ、ユタとしての知識や技能を習得し、自分のチジブン[守護霊、

守護神]を得て一人のユタとして活動を始めるようになる。 

                                                   
109 月刊沖縄社『ユタと霊界の不思議な話』1999  p.115 
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第 2 節 スピリチュアルケアとスピリチュアリティの考察 

2－2－1  スピリチュアルケアとは何か 

 以上 6 人の見解を見て来たが、スピリチュアルケアとは何か、其々の考えを確認しながら纏めて

考察したい。 

 

・村田久行の見解  

スピリチュアルケアとは、詳しく言えば「死をも超えた将来の回復」、「死をも超えた他者との関係

の回復」、「知覚・思考・表現・行為の各次元での自律の回復、身体に依存しないスピリチュアルな自

己の覚知」と述べている。村田理論では人の存在は、３つの柱（時間、関係、自律）で支えられてい

るとし、将来の目標や自分を支えてくれる大切な関係や、自己決定出来る自由がある時、人の存在は

安定し多少の困難と遭遇しても、存在の安定性を保つことが出来ると考えられる。 

人が治らない病にかかり、残された時間がわずかとなった場合、この柱のどれか、或いは全てが崩

れ安定を保てなくなりがちである。これをサポートして平面を保とうとするのがスピリチュアルケア

ということになる。死や死後のことも含めて、人生･人間関係･自己の存在意義を捉えなおすという、

スピリチュアルなレベルでのケア（支援的関わり、援助、サポート）が求められている。 

 

・窪寺俊之の見解 

スピリチュアルケアとは、「肉体的ケア」、「精神的ケア」、「社会的ケア」と並んで、患者の QOL

を高めるには不可欠なケアで特に危機に直面して、「人生の意味」、「苦難の意味」、「死後の問題」が

問われ始めた時、その解決は人間を超えた超越者や、内面の究極的自己に出会う事によってなされる

ケアである。日常生活では知性・理性などの合理性が重視される傾向があるが、スピリチュアルケア

は、日常生活では忘れ去られていた、目に見えない世界や情緒的・信仰的領域の中に、新しい自己の

「存在のしくみ」、「自己同一性」に気付く事である。 

 

・伊田広行の見解 

スピリチュアルケアとは、「力を奪われた人」110自身が自分を癒し、治癒し、力を自分に与え取り

戻す営み」と述べている。スピリチュアルな視点は、「力を奪われたもの」が孤立した上で自分の努

力だけで元気になると言うのではなく、相手との関わりの中で人が元気を取り戻し、自己肯定にいた

ると言う視点が重要である。スピリチュアルケアの主体は、ケアする側もスキルを身につけ、ケアす

る側とされる側の両者の関係そのものが主体である。スピリチュアルケアは、その本質に立ち還るな

らば、終末期医療の領域に限定されるものではなく、生老病死の様々な局面において問題になってこ

なければならない。 

 

・大下大圓の見解  

スピリチュアルケアとは、｢スピリチュアルペインを内在し、或いは訴えようとするクライエント

（ケアの対象者）に対して、ケアを提供する側（援助者、スピリチュアルケアワーカー、セラピスト） 

                                                   
110 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  関連文献［15］ 
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が、共にその実態を自縁、他縁、法縁の統合的な領域から明らかにして、苦悩からの解放、解脱に至

る営みである111」と述べている。スピリチュアルケアの目指すところは、根源的に抱える苦しみや

苦悩からの解放であり、生死を歩む人の今に寄り添い“縁”の力を最大限に生かし、その人が自己の

命・人生を統合しようとすることを助けることであり、輪廻転生の中で自己成長やスピリチュアルな

営みをする事が役割で、それがウエルビーイング（well－being）であるとも述べている。  

 

・谷山洋三の見解 

スピリチュアルケアとは、｢自分らしさの安定・回復や成長を支援すること｣であると述べている112。

谷山のスピリチュアルケアの示している構造は、まずその源泉、｢わたし｣の環境要因、精神的な要因

を対象として「超越的次元」、「現実的次元」、「内的次元」の三つの次元に分け、更に次元を以下の 8

つの要素に分けより具体化している点に特徴がある。 

① 超越的次元の｢理｣については、仏教の法（ダルマ・ダンマ）の機能的表現、｢神｣は人格的表現、｢祖｣

は日本人独特の神観念に基づいている。 

② 現実的次元を｢人｣と｢事｣に分けたのは人間と人間以外の環境として区別する為である。 

③ 内的次元の｢去｣は過去の経験や思い出、｢今｣は現在の本当の自分、｢来｣は将来（死後）への希望

も支えとなる。内的次元に向き合う事で自己同一性を取り戻し、生きる意味や価値を確認出来る。 

 

・浜崎盛康の見解 

 スピリチュアルケアとは、「死の恐怖を受け止め、死を受容し、死が訪れるまで十分によく生きる

事を援助するケアであると言える｣と浜崎は述べ、また、｢自己の生（存在）の意味と存在する意味や

死（自分が消滅してしまう）の恐怖に関するケアであり、生きることと死ぬことの意味に関するケア｣

であり、生きる力を取り戻すケアであると述べている。 

更に浜崎は、｢スピリチュアルペインから見たスピリチュアルケアについて113｣に於いてスピリチ

ュアルケアを以下の３つに分類している。 

① 個人的で霊的、超自然的な意味でのスピリチュアルケア。 

② 宗教的な意味でのスピリチュアルケア。 

③ 非宗教的、非霊的でのスピリチュアルケア。 

本稿は主に、①および②に於けるスピリチュアルケアの視点から高齢者福祉について考察しており、

例えば①については、沖縄のユタによる霊的な意味での解決で、「ヌジファ114」などがこのタイプの

スピリチュアルケアである。②のキリスト教や仏教における神や仏を信じることによる霊的な救い等

はこのタイプのケアである。また浜崎はスピリチュアルケアに於いて、地域特性を考慮する必要性を

強調している。（これについては第 3 章第 3 節において考察する。）  

スピリチュアルケアの 6 人の見解を見渡し纏めてみるとスピリチュアルケアとは「なぜ自分だけ

                                                   
111 大下大圓『実践的スピリチュアルケア』医学書院 2014  p.14。 
112 谷山洋三「スピリチュアルケアの構造」『続・スピリチュアルケアを考える』関西学院大学出版会 2009  p.86 
113 浜崎盛康｢スピリチュアルペインから見たスピリチュアルケアについて｣琉球大学人間科学科紀要第 27 号 2012 

pp.268~269 
114 浜崎盛康『ユタとスピリチュアルケア』ボーダーインク 2011 pp.84~85、pp.152~161 
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にこういう病気が起こるのか」、「自分はこれからどうなっていくのか」、「生きる事の価値は何か」、

「自分が本当にやりたいことは何なのか」、「残りの人生に価値はあるのか」等、スピリチュアルな

自己の存在や人生の意味に関する根源的な痛み（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の目指す所は、そのような苦しみの緩和、更には開放であり、村田は正常な

人間は神・霊を考えない。しかし、死に直面すると神・霊の存在を考えるようになり「死

をも超えた将来の回復」、「他者との関係の回復」、「知覚・思考・表現・行為の各次元での自律の

回復、身体に依存しないスピリチュアルな自己の覚知」、生きる意味への援助であると述べている。 

窪寺は具体的には新しい「存在のしくみ」、「自己同一性」に気づく事であり、スピリチュアルケ

アの中心的問題は、患者の生きる意味や目的への援助であると述べている。更に窪寺理論では、スピ

リチュアルな問題は「垂直の上下方向の関係」であると表現している。伊田は自分の大切なものに気

づく事、感謝する事を、スピリチュアルな目覚めであるとする考え方があり、自分の大切なものとは

家族であったり社会的功績であったりする。 

そして、この場合のスピリチュアルケアとは、「力を奪われたもの自身が自分を癒し、治癒し力を

自分に与え、取り戻す営みだとしている。大下は、ケアを提供する側、（援助者） が共にその実態を

自縁、他縁、法縁の統合的な領域から、苦悩からの解放、解脱に至る営みであると述べている。尚、

スピリチュアルケアが関わる領域は超越者や自己の内面だけではなく、谷山が述べているように「超

越的な次元」（理、神、祖）、「現実的次元」（人、事）、「内的次元」（去、今、来）等に関わるよう

な観点でのスピリチュアルケアがなされていると考えており、谷山はスピリチュアルケアを、一般的

には「スピリチュアルペインに対するケア」だと捉えられる事があるが、谷山自身は「スピリチュア

リティによるケアだと理解している。浜崎は、「自己の生（存在）の意味と存在する意味や死（自分

が消滅してしまう）の恐怖に関するケアであり、生きることと死ぬことの意味に関するケア｣であり、

スピリチュアルケアは「生きる力を取り戻すケア」であると述べている。  

 

ここで筆者なりに「スピリチュアルケア」を解釈したものを纏めてみると以下のようになる。 

スピリチュアルケアを日本語に訳すると「霊的ケア」をはじめ、「魂のケア」、「実存的ケア」、「宗教

的ケア」等であり、スピリチュアルケアとは、スピリチュアルペインという痛烈な痛みである将来の

夢や明日への希望を失うなど、自分自身が生きる事への意味やこの世に存在している意味などが判ら

なくなる事によって起こる、「心の動揺（希望と現実とのギャップ）」や「絶望感」等の苦しみをケア

する事である。具体的に示してみると次のようになる。 

① 自己を正当化し生き続けて来た、「自尊心」や「虚栄心」「価値観」などが失われ始めた時。 

② 自信満々であった健康や、人との信頼関係、順風満帆な生活を全て見直す必要が起こった時。 

③ 意味のあるものが全て失われて行くと言う存在の意味が危うくなった時。 

以上のような自分自身と向き合った時に初めて気付かされる人間の根源的な痛みに対する援助を

指している。スピリチュアルケアとは、例え人が死を前にした時でも「自己の存在」と「生きる意味」

を失わないように、ケアする側は徹底した「傾聴」を中心とした「肯定的」で「寛容的」な姿勢の中

で、その人の終焉まで関わり続ける援助であるという事になるだろう。 
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2－2－2 スピリチュアリティとはなにか 

21 世紀は精神性の時代と言われている。教育の分野でも心の教育あるいは「スピリチュアリティ 

（ spirituality ）」が重視され、医療の分野でも宗教的なケアではなく、「スピリチュアリティ」に

関して健康が身体的、精神的、社会的、スピリチュアルと言う 4 つの側面からなると言う共通認識

がなされている。スピリチュアリティは人間が基本的に持っている能力で「人生の意味と目的」、「存

在や苦しみの意味」、「人生の目標」、「人は何の為に生かされているのか」等への問いかけでもあり、

スピリチュアリティは宗教とした独自の歴史・民俗・文化を持つ広い視野の中で論じられている。 

 

続いてスピリチュアリティについて 6 名の見解を確認しながら纏め検討した。 

・村田久行の見解  

スピリチュアリティについて村田は、外国の各論者の議論を紹介し自説の補強としている。115 

引用したものを纏めてみると次のようになる。 

Baldacchino Draper の議論（スピリチュアリティは新しい価値観を勝ち取る、肉体に支配さ 

れない）をベースに、村田は人が病気になって自分の弱さ／無力を自覚し、そこから「内的自己の 

探求と超越」⇒「価値観の転換（スピリチュアリティの覚醒）」⇒「自己、他者、超越者、自然との 

スピリチュアルな関係の再構築（死をも超えた将来、他者、自律の回復）」⇒「新しい自己の全体性 

と統合（新しい存在と意味の回復）」、病気に意味と目的を見出し、自己エンパワメントを促進すると 

言う一連のプロセスが展開されるとする。 

① スピリチュアリティとは、全体論（ホーリズム）哲学を基礎に「統合する力（統合するエネルギ

ー）」であるとみる見方（Goddard）。 

② 「自己（内的自己）」、「他者」、「超越者（神）」の３者による正しい関係がスピリチュアル的に良 

  好な状態だと言う見解」（Dyson）。 

③「スピリチュアルな関係性とは、自己（たましい）、他者、超越者、そして自然との相互関係を伴

ったつながり／関係のことであり、この関係が乱れると絶望、無意味、無力が生じるとする考え 

（walton）。 

スピリチュアリティとは、この 3者の相互作用のつながりで、人間は困難や危機に直面する時、内

的自己を通して「他者、神、超越者」との関係を新たに見いだすとする。  

 

・窪寺俊之の見解  

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」生きる為の拠り所 

「存在の枠組み」、「自己同一性」が揺れ動き、或いは見失われてしまった時、その危機状態を生きる

力や希望を見つけ出そうとして、自分以外の超越的なものに新たな拠り所を求める機能のことであり、

また、スピリチュアリティは危機の中で失われた「生きる意味」や「目的」を、自己の内面の究極的

なものから新たに見つけ出そうとする機能のことである。ここに生きる根拠、土台、枠組など「存在

                                                   
115 村田久之「スピリチュアルケアの構造」 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 p.337 
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の枠組み」、自分は何者であり、何をなすべきかという個人の心の中に保持される概念「自己同一性」

は、自分の外にある超越的なもの（神仏、宇宙、自然など）や自分の中にある究極的なもの（より本

当の自分）に支えられていると言う構造が見られる116。スピリチュアリティの構造を超越的なもの

と究極的な自分の 2 方向から捉え，関心の方向を「超越性」「究極性」で説明している． 

患者にとってかけがいのないもの、極限状況にありながら生きる為の力と希望を与える者、それが

あれば死んでもいいと思えるものといった「生死にとって絶対的価値を持つもの」それらのものを自

分の外の超越的なものへ求め、或いは自分の内面の究極的なものに求める機能117」がスピリチュア

リティだと窪寺理論の根幹はその定義に現している。 

更に、「人は自分の人生を生きる為、支えになるものが必要であり、死という危機がスピリチュア

リティを覚醒させ、生と死を生きる為の力や希望を与えるものを求めるのが人間なのだ。118｣と窪寺

は表現し、「スピリチュアリティは死後の世界を示し……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119」とも述べている。 

更に窪寺は、「人間として或いは自分自身としての、我々の存在の根底が迫り来る死によって極限

的状況に脅かされ失われた時には、人々は死後の世界に関心を示すようになるが、スピリチュアリテ

ィとはそのような関心に魂に応えるように機能するものであり、自分の人生を生きるのに支えになる

ものが必要であり、死という危機が人間のスピリチュアリティを覚醒させ、生きる力や希望を与える

ものを求めるのが人間なのだ……患者にとってかけがえのないもの、それを癒すケア（スピリチュア

ルニーズの充足）が是非とも必要である120。」と述べている。 

窪寺は「スピリチュアリティは特殊な資質ではなく、むしろ人間に普遍的に与えられているもので

あり、既存の宗教に無関心で信仰のない人にも潜在的にある」とし、スピリチュアリティは「生得的

機能」であり、諸環境によって影響を受け形成されて行き、スピリチュアリティは次のものが総合的

に関連し合って個人の中で形成して行くと述べている。121 

① 個人の生まれた環境の風土、習慣、文化・歴史的状況など 

② その人の人間関係（特に親子関係、友人、尊敬する人物）など 

③ 故人の経験、体験影響 

④ 人生観、世界観、価値観、主義、哲学、思想 

⑤ 宗教 

 

・伊田広行の見解   

スピリチュアリティについて伊田は以下の５点の類似性で分類している。 

① 「トータル性」：スピリチュアリティは、人間全ての事がらであり、統合的な理解が必要である。 

                                                   
116 窪寺俊之編著『続・スピリチュアルケアを語る』関西大学出版会 2009  pp.82~86 
117 同上 p.8 
118 窪寺俊之『スピリチュアルケア学序説』三輪書店 2004  p.8 
119 同上 p.15 
120 同上 p.15 窪寺俊之『スピリチュアルケア学概説』三輪書店 2010  p.38 
121 同上 pp.38~39 
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｢トータルに人間を捉える｣と言うホリスティックな視点及び統合の視点を意味している。 

② ｢つながり性｣：すなわち、スピリチュアルな関係性の視点とは、｢わたし｣という自己を基点に、

家族や友人、神や仏、自然や宇宙との相互作用を伴った、全体の中の一部と言う自己の存在に気

づく視点である。 

③ ｢非・合理のパラダイム｣：スピリチュアリティは、価値観で理解され判断される場合、客観的判

断は不可能であるとする非合理性についての視点122。ある意味、目に見えやすく計りやすい｢量｣、

例えば客観的時間。より目に見えにくく計りにくい｢質｣主観的な時間の視点である。 

④ ｢存在の根源性｣：自己の存在意義や生きる意味を探すという人間存在の根源に関わる概念、生死

にとって絶対的価値を持つ概念という点である。 

⑤ ｢宗教性123｣すなわち、「スピリット（魂）が存在する」、「人間の本質は霊であり魂である」、「死 

後の世界（天国、極楽）がある」、「スピリットは輪廻転生を繰り返す」、「自分を超えた存在（神

に依存したい普遍的欲求を人間は持っている」、「魂が神を求める」、「罪責感に対し超越者が赦す」

といった、かなり宗教的な世界観に基づく理解という点である。 

伊田は、スピリチュアルケアおよびスピリチュアリティの議論は終末期だけでなく、どのような

生き方をするか、どのような人間関係をもつかという点で、あらゆる人にとって重要な概念である

としている。そしてスピリチュアリティを「魂やスピリットがある」と認め、それを重視・大切に

する視点・世界観・生き方であり、知性、感情、身体という現代的な把握概念と比べて「深く感性

を静かに沈めて」初めて見えるような、日常生活レベルでは見えにくい視点・魂の水準で世界をみ

る事と述べている 

 

・大下大圓の見解 

 スピリチュアリティについて大下は以下のように述べている124。 

① 自分や他者を超えた存在（神・仏、宇宙、自然）などの関連で深めるスピリチュアリティ。 

これは神や仏や宇宙的存在などの自己意識の範疇では中々認識出来ない大きな存在との関連を

言う。これには未来の時間や空間も含まれている。現在、解決出来ないと思っているスピリチュ

アルな課題も未来には解決されるであろうと言う希望も含まれている。大きな存在からエネルギ

ーを貰うと言う救済のスピリチュアリティもこの中にある。 

② 自分以外の他者との関連で深めるスピリチュアリティ。 

人が成長する過程で遭遇する人々との人間関係で生まれた環境や文化、教育、思想、習慣等、全

て自分の外から自分に対して影響を与える関連に於いてスピリチュアリティの深まりがある。 

③ 自分の内的世界で深めるスピリチュアリティ。 

その人の価値観や人生観、家族観、生きがい観を言う。自分は人生をどんな風に生きたいと思っ

ているのか、また自分の人生にどう折り合いをつけて生き、自分の精神性をどう高めるかと言う

事である。 

                                                   
122 大下大圓『癒し癒されるスピリチュアルケア』医学書院 2007  p.45 
123 同上 p.45 
124 同上 pp.46~47 
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・谷山洋三の見解 

谷山は、スピリチュアリティという機能を「「求める」だけではなく、「あたえられる」、そして「わ

たし」以外の主体を認める事（対象が「わたし」に対峙的に存在していること）迄認めるべきものだ」

と述べている。別の言い方をするならば「自身の超感覚的な体験を意味付ける」と言うことにもなり、

それによって、不可解な体験を意味のあるものとし、「私」に安定・回復・成長を齎す事になると述

べている。更に谷山はブッダの遺言の中に「自らを頼りとし、法を頼りとせよ」という言葉があり、

これを「スピリチュアリティの存在と機能を信じ、感じ取り、自らを信頼しなさい、色も形もないス

ピリチュアリティの存在と機能を「信じる」ことがまず必要であり、されにそれを「感じる」感覚を

磨くことが求められていると述べている125。 

 

・浜崎盛康の見解  

浜崎は、スピリチュアリティとは｢人間存在のスピリチュアルな次元、生死その意味に関わる自己

の存在の深い次元の感性的・意志的働きの特性126｣と捉える事が出来ると述べている。本稿もこれに

従う。 

また浜崎によれば、｢それは単に自己の存在の深い次元ではなく、生死、その意味などに関わる深

い次元である……例えば性格と言う語を用いてみると、スピリチュアルな次元の性格と言う事になる。

スピリチュアリティは、「生きることの根源的力」であり、「あるスピリチュアルな傾向性を帯びた感

性と生きる力」と捉えており、私たちにとって「生と死、その意味」を直接担う働きをしており、極

めて重要であることが理解出来る。つまりスピリチュアリティとは、ある個人のスピリチュアルな次

元における感性的・意志的働きの特性、傾向、性質であると言える。対象との関係で言えば、スピリ

チュアリティは、スピリチュアルなものごと（例えば神や自然、人間同士の愛など）をスピリチュア

ルであると感じる感性（受動的、繋がっている）であり、｢ものや事｣を求める意志の特性（能動的、

つながりたい）と言う気持ちを起こさせる原動力だと言うことになる。ユタの方たちは沖縄の民間信

仰の考え方に基づくスピリチュアリティによって、自身の神ダーリの危機を乗り越えて行く。 

以上のように、スピリチュアリティの持つ特性や性格は、その形成過程において、文化的な影響を

強く受けていると言える。沖縄の人（ウチナンチュー）は、沖縄的なスピリチュアリティを形成し身

につけてゆく。そのような沖縄的なスピリチュアリティは、自然、風習、文化などの影響を強く受け

ており、ウチナンチュの人生を支え慰め、方向性を与えていると言える。 

又、スピリチュアリティの変容は自己の在り方の変容であり、この上なくスピリチュアルな出来事

で、私達はまた複数のスピリチュアリティを同時に持つと言う事もあり得る。沖縄的な感覚では寺院

で仏像に手を合わせながら他方、自分の家ではヒヌカンを拝むと言う例もある。従って沖縄に於ける

スピリチュアルケアに於いても沖縄的な特性を考慮する事が重要であり、自分自身がどの様なスピリ

チュアリティを身につけているのかが重要であると述べている。尚、スピリチュアリティは、次に見

て行くユタ127や、沖縄の民間信仰に於ける「グリーフケア」においても重要な語句である。 

                                                   
125 谷山洋三「スピリチュアルケアの構造」窪寺俊之編著『続・スピリチュアルケアを語る』関西大学出版会 pp.96~97 
126 浜崎盛康『ユタとスピリチュアル』ボーダーインク 2011  p.130 
127 高橋恵子『沖縄の御願ことば辞典』ボーダーインク 2006 p.71（735）ユタとは、沖縄（奄美）等で現在活動し 

ている霊能者で、自分自身のチジブン[守護霊・守護神]と直接接触・交流し、ハンジを取り相談者に伝える。  
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6 人のスピリチュアリティの見解を筆者なりに纏め、考察を加えると以下のようになる。 

村田は外国の論者の議論を紹介し自説の補強としており、人間は困難や危機に直面する時、自己を

通して関係を新たに見いだすと述べている。また、スピリチュアリティは宗教より意味の広い語で、

「神、あるいは神的な存在との超越的な関係に活力を与える個人的な生の原理」と見解を述べている。  

窪寺は、スピリチュアリティを、人生の危機に直面して「人間らしく」、「自分らしく」生きる為の

「存在の枠組み」、「自己同一性」が見失われてしまった時の危機状態を、自分以外の絶対的価値を持

つ超越的なものに拠り所を求める機能である」128と述べ、スピリチュアリティの特徴は基本的に「人

間を垂直的関係で捉える特徴があり、垂直関係とは超越的他者としての「神的存在」、「神秘的存在」、

「人間を超えた存在」、「永遠に変わらない存在」と人間は関わって生きていることを指している。 

スピリチュアリティの本質は知性、理性、感性、悟性などと同様に「人間が生得的に持っている資

質129」であり、本質を明らかにするにはスピリチュアリティの主な周辺領域である「宗教」、「哲学」、

「社会学」、「人類学」、「神学」などとの相関関係を明らかにする必要がある130」と述べている。スピ

リ 

伊田は、スピリチュアリティについて 5 点の類似性で分類しており、まず｢トータルに人間を捉え

る｣と言う｢自己、他者、超越者、自然との繋がりの中の私｣という統合の視点、｢非・合理のパラダイ

ム、別の認識の枠組みに関わる概念｣での視点、「人間存在の根源に関わる絶対的価値」を持つ視点、

「宗教性｣、即ちスピリットがあり日常生活では見えにくいという視点で捉えている。 

大下は、自分や他者を超えた存在（神仏、宇宙、自然等）の範疇での関連があり、未来の時間や空

間、希望迄含まれ、他者との関連や自分の内的世界で深めるスピリチュアリティもあるとしている。 

谷山は「求める」だけではなく「与えられる」そして「わたし」以外の主体を認めるべきものだと

言い「自身の超感覚的な体験を意味付け、私に安定・回復・成長を齎す事になる」と述べている。 

谷山は、スピリチュアリティと言う機能は全ての「わたし」の中に存在し、複雑な構造をしている。

スピリチュアリティを「求める」だけではなく「あたえられる」、そして「わたし」以外の主体を認

める事と述べ、別の言い方をするならば自身の超感覚的な体験を意味づけそれによって「私」に安定・

回復・成長を齎す事になると述べている。谷山はブッダの遺言の中に「スピリチュアリティの存在と

機能を信じ、感じ取り、自らを信頼しなさい、色も形もないスピリチュアリティの存在と機能を信じ

ることがまず必要であり、それを「感じる」感覚を磨くことが求められている」と述べている。 

浜崎は、「人間存在のスピリチュアルな次元での生死、その意味などに関わる自己の存在の深い次

元の感性的・意志的働きの特性131」と捉えており、浜崎によれば、｢それは単に自己の存在の深い次

元ではなく、生死、その意味などに関わる深い次元である……例えば性格と言う語を用いてみると、

スピリチュアルな次元の性格と言う事になる。スピリチュアリティは、「生きることの根源的力」で、

でもあると述べ、「あるスピリチュアルな傾向性を帯びた感性と生きる力」と捉えており、私たちに

とって「生と死、その意味」を直接担う働きをしており、極めて重要であることが理解出来る。 

「沖縄的なスピリチュアリティも、自然・風習・文化などの影響を強く受けており、沖縄人
ウチナーンチュ

の人生を

                                                   
128 窪寺俊之『スピリチュアルケア学序説』三輪書店 2004 p.8 
129 同上 p.7。窪寺俊之『スピリチュアルケア学概説』三輪書店 2010 p.28 
130 同上 p.29 
131 浜崎盛康『ユタとスピリチュアルケア』ボーダーインク 2011 p.130 
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支え、慰め、方向性を与えている」としている。 

筆者もスピリチュアルペインに対するケアである、「スピリチュアリティ」と言う視点から、「自己

存在」の危機に直面し、「人生とは」、「生きるとは」等、生きて行く者の緩和ケアに於ける位置づけ

の意味を模索している。1988 年にはシシリー･ソンダースが、がん末期患者の苦しみを身体的・精神

的（心理的）・社会的・霊的（スピリチュアル）な 4 つの痛みから構成される全人的苦痛（トータル

ペイン）として捉える論文を発表した。 

そして 1998 年には WHO（世界保健機関）が健康の新定義案を次のように打ち出した。「健康と

は身体的、心的、スピリチュアル、社会的と言う 4 つの領域での動的な全き良好な状態のことであ

る。（Health is a dynamic state of complete physical,maental,maental,spiritual and social well‐

being）132」。健康に関わる WHO と言う国際組織が人間の目指す健康に関する定義を見直そうとす

る時に、「スピリチュアル」の要素が含まれているかどうかは「健康とは何か」、「如何に達成され得

るか」等を問う全世界の人々にとって究極的な課題である。WHO 執行理事会ではスピリチュアリテ

ィの意味として、「スピリチュアリティは、人間の尊厳の確保や生活の質を考える為に必要な、本質

的なものである133」と言う意見や、「生きる意味」、「生きがい」を現す言葉であると言う意見が出さ

れていた。WHO のコンセプトマッピング（concept mapping）134の作業を、日本で実地点検した中

で注目すべきは、スピリチュアリティの意味として、｢心理的・身体的・社会的な範疇にはない、目

に見えない生きる為の力であり、内的な自己存在としての魂のようなもの」、「長い間に形成された信

念やポリシーのような内的に向かう自己存在や魂」であり、生きていく意味、生きて行く力の傾向が

あった事である。 

スピリチュアリティを日本語では、精神性や霊性、霊的なこと等と多様に表現しており、一言で表

現すると「生きることの根源力」であり宗教とも関わると考えられている。スピリチュアリティは、

全ての人間が無意識下に誰でも持っている精神的な活力であり、非常に貴重なエネルギーである。人

が基本的に持っているそれらの主要な能力が危機に際して乗り越え得る「生きる意味」や「存在する

意味」を回復しょうとする機能で、窪寺は「スピリチュアリティは全ての人にあり、普遍的に与えら

れているもので、人間の中に組み込まれた仕掛けのようなもの、つまり生得的に持っているもの135」

と述べている。人間の生のスピリチュアルな部分である「スピリチュアリティ」は痛みも伴うが、そ

の反面スピリチュアルな健康も同時に存在し、精神面での健康は人間らしく生きたい、或いは精一杯

生きたいのような健全な思考もあり、人が生きる為に必要な活力を生み出すものであると考えられる。 

既に述べたように窪寺は、死の接近によって「わたし」がもっとも意識され、感情的、哲学的、宗

教的意識が顕著になる。「わたし」の現在が中心にあり、生への生きる望みを抱く力でもあると述べ

ている。更に重い病にかかり時間が然程残されていない事を知った場合、人生の締め括りと言うテー

マで、スピリチュアリティを「生きる意味」、「存在する意味」の観点から考察すると、スピリチュア

リティは重篤な終末期患者だけの限られた問題だけではなく、病む人の全てが抱くスピリチュアルな

                                                   
132 湯浅泰雄『スピリチュアリティの現在』人文書院 2003 p.2 56 
133 同上 p.256 
134 www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g71004c02j.pdf 
135 窪寺俊之『続・スピリチュアルケア』関西学院出版会 2009 p.15  
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ニーズを援助し、安寧を齎す「生」への原動力であろう。  

第 3 章 グリーフケア   

第 1 節 グリーフケアとは 

では次にスピリチュアルケアに関連するグリーフケアについて見ておきたい。グリーフケアという

言葉は、欧米において病院で死亡した患者に対して実施されて来たもので日本ではあまり広まってお

らず、医療従事者さえも「グリーフケア」の深い意味を知識として知るものは少ない。 

グリーフ（grief）は、「深い悲しみ」を意味し、グリーフケア（grief care）は、身近な人と死別し

て悲嘆に暮れる人が、その悲しみから立ち直る事が出来るよう、側にいて支援する事で悲嘆を癒す 

ケアと言える。 

精神分析学者であるボウルビーは「悲嘆（grief）とは、喪失と悲哀に付随する主観的症状であり、

悲哀は対象喪失によって起こる一連の心理過程で経験される落胆や絶望の情緒的体験である136」と

述べている。つまり、亡くなった人が親密であるほど、死別の体験は非常に苦しいもので、自己との

関係の深さが「死別の悲しみ」というものに非常に関わりがあるとボウルビーは強調している。 

人が一生のうちで経験する喪失体験は様々であり、夫や妻、子供、親など、愛情の喪失や挫折によ

る自己喪失、退職などの地位の喪失、離婚による離別、そして最大の死別と思慕、追慕と共に大きな

悲しみを感じる。先立たれた人に負い目を感じ、同時に置かれてしまった環境に怒りと無能感を味わ

いながら、何とか立ち直ろうと試みる一連のプロセスでもある。 

悲嘆のケアは一方的に励ますのではなく、その人に寄り添う姿勢が最も大切だと言われる。ターミ

ナルケア（終末期の医療・看護）が、「自己の死」を扱うのに対して、グリーフケアは「他者の死」

を扱うものである。人間が社会的存在である限り、自己にとって意味のある重要な他者を喪失する事

は大きな痛みを伴うものであり、スピリチュアルペインを喚起させる要因ともなり得る。 

またこれは沖縄のグリーフケアを考える時、伝統的な信仰に於けるヌジファを理解する上でも必要

なものである。本節では、死別による遺族のグリーフケアに於いてもスピリチュアルな痛みのケアが

深い意味合いを持っている事を示して行きたい。 

江角によるとグリーフケアとは、「大切な人と死別した家族（遺族）が、その悲嘆（グリーフ）を

乗り越えて、悲嘆から立ち上がって元の日常生活へと再び戻って行く過程を見守るケアである」137と

述べている。 

グリーフケアは、その遺族が悲しみの過程を乗り越えて、「悲嘆」から適応して生きて行く手助け

をサポートし、死別後のカウンセリングを含むニーズを満たすために、チームアプローチを適用して

いる。さらに、愛する人が亡くなった後も、引き続き残される家族が経験する悲嘆を乗り越えるプロ

セスを自立支援も含めて見守るケアであり、患者に対するケアのみではなく家族に対するケアもはっ

きり謳われている。 

山本は近年、グリーフケアへの関心が急速に高まって来た原因を述べている。次に山本の論考を引

                                                   
136 島内節編著 『在宅エンド・オブ・ライフケア(終末期ケア)』kk イニシア 2008 p.95 
137 江角弘道（臨済宗妙心寺舟小山認証時住職）は真理子さん（当時20歳）を交通事故で理不尽に突然失った。遺さ 

れた。家族はそれぞれに深く悲しみ苦しみ大きな悲しみ「悲嘆（Grief）」を感じ、長期に渡って特別な精神の状態 

の変化を経験した。この無念さを胸に抱きながらその死の理不尽さを社会活動に発展させ、世の中で理不尽な思い 

をする人達への立ち直りのメッセージを送り始めた。 
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用しその要点を纏めたので見てみたい。 

山本はその原因として、「死の医療化」とそれに伴う「死生観の空洞」を指摘している（竹之内、

2009）。乳幼児死亡率は格段に低くなり、現在も日本人の平均寿命は延び続けている。医療技術の進

歩や国民皆保険制度によって誰でも病院で必要な医療を受けられる事が大きいだろう。人の歴史は生

と死の歴史でもあり、いのちには必ず｢死｣が訪れる。その結果、病院死亡率が極めて高くなり、1978

年に病院死と在宅死の数が逆転し、病院死が当り前になる事で死は各人の生の課題ではなく、医療技

術的な問題となって行った。この「死の医療化」は「死の非日常化」をもたらした。かつての日本社

会の地域で人が亡くなっていた頃は、三世代の大家族同居は当たり前で、近所には「向こう三軒両隣」

と言われる親しい付き合いがあり、曾祖父母や祖父母、近所の人たちが病気になり徐々に衰弱し、看

取りを地域社会で経験することによって死を学び死別の悲しみも共有して来た。 

それが団塊の世代以降の日本人は核家族化し、地域社会は絆が弱まり葬送儀礼も形骸化している。

死生観の中身が伴っていない中で、大切な親や配偶者を失った時、或いは自分自身の死によって、初

めて経験する身近な死となる場合もある。現在は家族も少なく、親戚関係や、地域の人々も「死生観

の空洞化」した中で生きている為、悲嘆者に声をかける事も殆ど見られなくなっている。その結果、

人は文字通り、｢どうしたらいいのか分からない｣と言う心の状態に陥る。 

孤立化し、孤独の中での罹患や、精神疾患（欝病）など、最悪の場合自死に迄至ってしまう場合も

ある。社会にとってのグリーフケアの必要性を改めて鋭く突付けるものとなっている。138 

医師を始めとした医療従事者は、しばしば患者の死に直面し悲嘆にくれる遺族にも、援助の手を差

し伸べなければならないという場面に、如何に上手く対応出来るかが医療者にとっては古くからの課

題であった。しかし上手く対応するという事は、患者やその家族の為にと言うよりも、医療者自身が

感情的に巻き込まれない為の課題とみなされて来た傾向がある。医学の教育課程の中では、人の死は

もっぱらバイオメディカル（biomedical）な問題として扱われ、死と死別に纏わる心理社会的援助に

関しては不問に付されてきた。 

他方、看護においては生活援助という観点から命題として「死に逝く人」のケアが重要な焦点とし

て挙げられてきた。しかしその援助のスキルは抽象的なレベルに留まりがちであったし、死に逝く患

者の家族（遺族）への援助は二次的な問題とされた観が強かった。これ迄の所、医療及びその援助は

患者の死をもって終結すると言うのが医療関係者のみならず社会一般の通年でもあったように思わ

れる。患者が重篤化するにつれて医療者自身の足も遠のきがちとなり、臨死場面から死後の心理社会

学的な援助は親族をはじめ、宗教関係者の手に委ねられて来たと言うのが実情であろう。山本はグリ

ーフケアについて「日常における死と向き合う場の欠如」と「悲嘆者を癒す場の欠如」がある139と

述べ、必要性を指摘している。 

 

本節では悲嘆プロセスについてグリーフケア理論及び実践者である、１）アルフォンス・デーケン

（段階（位相）モデル）と、２）J.W ウォーデン（課題モデル）による先行研究を概観し、以下に

その要点を見てみたいと思う。 

                                                   
138 山本佳世子「グリーフケアとは』高木慶子編著『グリーフケア入門』勁草書房 2012  pp. 3~5 所収。 
139 同上 pp.2~3 
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3－1－1 アルフォンス・デーケンの見解 

アルフォンス・デーケン（Alfons Deeken）は 1932 年ドイツ生まれの神父で 1959 年に来日し、

日本の死への準備教育に携わった第一人者として著名な研究者であり、遺族のカウンセリングに携わ

った経験から 12 段階の悲嘆のプロセスを提示している。段階モデル（stage model）、あるいは位相

モデル(phase model)は、主に主に死別者の精神内部の状態や行動に関する性質や順序について抽出

し、原則として喪失後の反応を時間順に順序づけようと試みるもので、アルフォンス・デーケンは、

肉親の死に続いて体験される、｢この辛い 12 の段階を誰かが代わって行うことは出来ない、自分の

中で時間をかけて理解するより仕方がない140｣と力説している。ここではまず 12 段階（第 1～第 12）

の悲嘆のプロセスについて以下の様に少し長くなるが全て引用し纏めたのでその要点を見てみたい。 

 

（1）精神的打撃と麻痺状態 （shock and numbness） 

愛する者の死という衝撃によって一時的に現実感覚が麻痺状態に陥る。頭の中が真空になったよう

で何も判らなくなる。これは心身のショックを少しでも和らげようとする本能的な働き（防衛機制）

である。 ｢お葬式等あまり覚えていない｣「夢中の出来事のようで泣く事も出来ない」「回りからしっ

かりしている」「泣かない事を非難されたりする」等、長くこの段階に留まるのは健康上良くない。 

 

（2）否認 （denial） 

感情が受け入れられないだけでなく、理性も相手の死という事実が認めようとしない。その事実を

否定しようとする。「帰ってくるような気がしたり」、「声を聞いたり」、｢あの人が死ぬはずはない｣、

「きっとまだどこかで生きている」、「必ず元気になって帰ってくる」などと思い込む。 

こころのレベル、感情のレベルでは、どうしても突然愛する人の死を告げられればすぐには認められ 

ずその事実を否定する気持ちが働く。 

 

（3）パニック（panic）  

身近な人の死に直面した恐怖から極度のパニックに陥り集中力が失われ、日常生活に支障をきたす。

悲嘆のプロセスの初期に見られる。なるべく早く脱却することが望まれる。パニックを未然に防ぐこ

とが、悲嘆教育の大切な目標の一つ となる。 

 

（4）怒りと不当惑（anger and the feeling of injustice ）  

ショックが収まると悲嘆のプロセスには、不当な苦しみを負わされたという悲しみと同時に激しい

怒りが沸き起こる。がんのように、かなり長期間看護した場合は、ある程度心の準備が出来るので怒

りの感情はやや弱められ、比較的穏やかに経過する事が多い。しかし、心臓発作などの急病、災害、

自己、暴力、自殺などによる突然の死の後では、とりわけ強い怒りが爆発的に現れる。交通事故など

                                                   
140 アルフォンス・デーケン『新版・死とどう向き合うか』NHK 出版 2011 pp.31~38。アルフォンス・デーケン『死 

を看取る』メディカルフレンド社 1986 pp.261~267。アルフォンス・デーケン・飯塚眞之編『日本のホスピス

と終末期医療』春秋社 1999 pp.165~163 を参照に纏めた。 
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のように、愛する者の生命を奪った直接の責任者がいる場合など、加害者に対する怒りが燃え上がる。

どの場合でも、何で私だけがこういう目に遭わないといけないのだろうかという不当感が付きまとい、

自分にひどい仕打ちを与えた運命や神に対する怒りに駆られる事も多い。文化的・社会的条件などに

よって、怒りが外部に発散されずに内向すると心身に深刻な打撃を与える。神は何故私にこんなにひ

どい運命を課したのかという強い不当感である。とりわけ突然死の場合に強く、無理に感情を押し殺

さず上手に発散させることが重要である。平生から「死への準備教育」を通じて悲嘆のプロセスへの

理解を深めておくことが必要であろう。 

 

（5）敵意とルサンチマン（妬み）（hostility and resentment） 

残された人は、周囲の人々や亡くなった人（故人）に対して、敵意や恨みという形でやり場のない

感情をぶつける。こうした避難と言うのは、遺された人のどうしようもない感情の対象として相手か

まわずスケープゴート（犠牲者）を必要としているケースが多く不合理なものが多い。敵意を向けら

れた人は、その行動に対して過敏に反応せず、理解と思いやりを持ち続けて欲しい。 

こうした敵意は特に最期まで個人のそばにいた医療関係者に向けられるケースが多い。これは日常

的に患者の死を扱う病院側と、かけがえのない肉親の死に動転している遺族側との、感情の行き違い

による場合もある。 

本人の不注意や不摂生が死の直接的・間接的原因と思われる場合、亡くなった人の無責任を責める形

で敵意や恨みが表現される。 

 

（6）罪意識 （guilt） 

罪意識は自責感であり、悲嘆の行為を代表する反応で過去の行いを悔やみ自分を責める。 

「あの人が生きているうちに、もっとこうしてあげれば良かった」とか、逆に「あの時あんなことを

しなければ、まだずっと元気で居たかも知れない」などと後悔の念に苛まれる。 

罪悪感の多くは論理的な根拠によるものではなく、情緒的な補償作用の一種と考えられており多くの

遺族を苦しめる。 

 

（7）空想形成、幻想（fantasy formation hallucination ）  

空想の中で故人が出張していると思い込み、まだ生きているかのように実生活でもそのように振る

舞う。例えば、夫が亡くなって数年も経つのに毎晩主人の分まで食事を作り食卓に並べて、夜の 9

時頃迄じっと待って、亡くなった子供の部屋をどうしても片づける事が出来なくて、いつ帰って来て

もすぐ着替えが出来るように、ベッドの上にパジャマまで揃えて、何年たってもそのままにしている。 

 

（8）孤独感と抑うつ（loneliness and depression）   

葬儀などの慌ただしさが一段落すると、まぎらわしようのない独りぼっちの寂しさがひしひしと迫

ってくる。人によっては段々人間嫌いになり、気分が沈んで自室に引きこもることが増える。 

大抵の人が通らなければならない悲嘆のプロセスの一部をなす自然な反応であるが、早く乗り越えよ

うとする努力と周囲の援助が大切である。 

 



- 63 - 

 

 

（9）精神的混乱とアパシー（無関心）（disorientation and apathy） 

日々の生活目標を失った空虚から、精神的混乱状態に陥り、全てのあらゆる事柄に関心を失い、全

くやる気をなくす。人と話すことも、出かけることもとても億劫になる。正常な悲嘆のプロセスの一

部に含まれているが、積極的な努力によって必ず克服できる。 しかし、1 つの状態があまり長く続 

ような場合には、精神科医やカウンセラーなど、専門家の協力を仰ぐ必要がある。 

 

（10）あきらめ－受容 （resignation―acceptance）  

 本来、日本語の「あきらめる」という言葉には、「明らかにする」という意味がある。この段階に

達すると、愛する人はもうこの世にはいないという辛い事実を自分の置かれた状況を「あきらか」に

見つめて、受け入れることが出来るような努力が始まる。受容とは、ただ運命に押し流されて、投げ

やりになるのではなく、事実を真実として積極的に受け入れていこうとする行為のことである。 

 

（11）新しい希望－ユーモアと笑いの再発見（new hope―rediscovery of humor and laughter）  

忘れていた微笑みがもどり、温かいユーモアのセンスが蘇えることから始まり新しい自分へと成長

していく。ユーモアと笑いは健康的な生活に欠かせない要素でその復活は、悲嘆プロセス  

を乗り切りつつあると言えよう。 

 

（12）立ち直りの段階－新しいアイデンティティの誕生   

（ recovery―gaining a new identity）  

悲嘆のプロセスを乗り超えると言うのは、愛する者を失う以前の自分に戻るのではない。苦しい経

験を通じて苦悩に満ちた悲嘆のプロセスを経た後、新たなアイデンティティを獲得した人は、より成

熟した人格へと成長する事が出来る。 

 

アルフォンス・デーケンによる「悲嘆のプロセス 12 段階」は以上であるが勿論、悲嘆を体験する

全ての人がこれらの 12 段階を通る訳ではなくまた、必ずしもこの順序通りに進行するとは限らない。

時には複数の段階が重なって現れる事もあり、多くの人は立ち直る段階までに凡そ 1 年間を要する。

悲嘆のプロセスの援助は、各段階における時間的経過に注意を払い、ある段階があまり長く続くよう

な場合は、精神科の医師に助けを求めるなど適切な対処方法が必要になると述べている。 

このような段階モデルや位相モデルの妥当性について Zisook，S．（2000）141による、次のような

指摘もある。「はっきりとした境界線を引けるような直線的なプロセスではなく、むしろ各人ごとに

異なり、潮の満ち引きのように移ろい重なり合う、流動的な状態の複合」である。 

従って段階モデルは、死別を経験した人々がその時点でどの悲しみの段階にいなければならないと

規定するものではなく、一般的なガイドラインであると取るのが妥当であろう。 

 

                                                   
141 坂口幸弘『悲嘆学入門』昭和堂 2012 p. 21。内富庸介（監訳）『緩和医療における精神医学ハンドブック』星和

書店 2001 p.347                                                                                                     
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3－1－2 J.W ウォ－デンの見解142    

課題モデル（task model）は、死別後の適応過程を一連の課題の達成と考える。段階モデルとは

異なり、総じて現象の生起に固定した順序を規定していない。また課題モデルの特徴は、喪失への適

応課程において課題の遂行は遺族自身によって着手し活性されなければならない。 

ここでは、米国の心理学者 J.W ウォーデン（James.William Worden）の著書“Grief Counseling 

and Grief Therapy”（邦題：グリーフカウンセリング）において乗り越えて行く｢死別による悲嘆の

プロセス143｣には 4 つのメインテーマがあるとされている。ウォーデンが提唱しているこの 4 つのグ

リーフ課題を柱とする理論は、近親者を亡くした人々のグリーフプロセスを理解し、援助するための

手引きとして広く知られている。死別の体験というものは人によりそれぞれが違う。 

ここではウォーデンの纏めた心理課題の理論として大変有用だと感じる、死別を乗り越えて行く為

の４つの課題のメインテーマを以下に考察する。 

 

課題Ⅰ：喪失事実を受容する “To accept the reality of the loss” 

その人が死んでしまい、戻ってくる事はないと言う事実に直面し、死の現実を受容する事である。 

この現実受容は、知的だけでなく、情緒的にも行わなければならないため、ときに多くの時間を要す

る事がある。いかなる喪失であってもこんなことは起きなかったのではないかという想いにかられ、

喪失の現実を否定したい気持ちになる。現実を受け入れるには時間が必要であるが、伝統儀式（葬儀

のような）は遺族が喪失の現実を徐々に受け入れる助けになる。ウォーデンは、その人が死んでしま

い、戻ってくることはないと言う事実に直面し、死の現実需要は知的だけではなく、情緒的にも行わ

れなければならない為、ときに多くの時間を要する事があると述べている。 

 

課題Ⅱ：悲嘆の苦痛を処理する “To process the pain of grief” 

悲嘆のプロセスでは心身の苦痛が大きい。この苦痛を回避し続けるとかえって悲嘆のプロセスは長

引くと言われている。遺族の悲嘆の表現に対してまわりの人々が不快感を抱くあまり、｢君だけが悲

しいのではない｣｢涙を見せるのは男の恥だ｣とか｢悲しんでばかりいては駄目だ｣などと善意の慰めを

言いがちである。悲しみの気持ちを回避し抑制する人はやがて欝的傾向を強めると言う。課題Ⅱに 

関して、この課題の完了を妨げる最も明らかな方法は、「感情を殺し、存在する苦痛を否認すること」

であり、「喪失に罹る不快さを感じさせないように思考停止をする」ことであると述べている。すな

わち悲嘆を抑圧せず、享受することがここの課題と言える。 

ウォーデンは第 2 版の邦訳書（1991／1993）において彼は、“work through”を「乗り越える」と

訳しているが、第 4 版（2009）では“ process”（処理する）という表現が用いられている。 

 

課題Ⅲ：故人のいない世界に適応する“To adjust to a world without the deceased” 

遺族は死者の生前の役割がいかに大きかったかを改めて思い知らされる。死者との関係の下に形成

                                                   
142  同上 pp.21~22。アルフォンス・デーケン、柳田邦男共著『〈突然の死〉とグリーフケア』新装版 第 3 刷発行 春

秋社 1997 p.256。鳥羽研二監訳『エンド・オブ・ライフケア 終末期の臨床指針』医学書院 2011 p.42。 
143  坂口幸弘『悲嘆学入門』昭和堂 2012  pp.21~23 
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されて来た｢自己概念｣は変革を余儀なくされ、死別によって生きる意味を失うとか人生観や信念の基

盤が脅かされる。遺族は喪失の意味を真剣に問い、生活の変化を振り返る事によって新たな人生目標

が見えて来るようになる。第 3 版までは、故人のいない“environment”（環境）への適応と言う表

現が使われていた。第 4 版（2009）では故人のいない“world（世界）への適応に変更されている。 

課題Ⅲは、死者が以前に果たしていた役割を肩代わりするという事である。加えて、死別によって

変化した自己意識や世界観の問い直しも求められる。 

 

課題Ⅳ：新たな生活を踏み出すなかで、個人との持続するつながりを見つける 。“To find an 

enduring connection with the deceased in the midst of embarking on a new lite” 

死者へのこだわりが続くと新たな関係への関与が出来ない。死者に対する愛着を抱きながらも、 

更に周りの人々を愛せるようになる時、この課題が達成される。死者を悼む気持ちは一生続くが日常

生活に新たな関心を抱き、希望への感覚を恢復し、率直な感謝の気持ちを抱き、新たな社会的役割に

意味を見出すようになれば悲嘆のプロセスを乗り切った事になる。この課題Ⅳに関しては、この課題

モデルが最初に提唱された当時は、“To withdraw emotional energy and reinvest it in another 

relationship”（情緒的エネルギーを引き揚げ、他の関係に再投資する）（1982）とされていた。しか

し、「コンセントを抜いて、他に差し込み直すと言うような機械的な感じに受け取られやすい」（1991

／1993）との理由から、第２版から第 3 版では、“To emotionally relocate the deceased and move on 

with life”（死者を情緒的に再配置し、生活を続ける）に修正され、更に第Ⅳ版で大幅な改正が行わ

れた。この課題Ⅳは、死者との関係を忘れるのではなく、心理的な生活の中で故人の為の適切な居場

所を新しく見出す事である。新しい居場所を見つける事は個人を自分の人生に於いて大切な存在とし

てうまく持ち続ける事であり、それによって故人に固執する事なく、新たな生活や人生を歩み出す事

が出来ると考えられる。ウォーデンは課題の完了を示す一つの目安として、「死者を苦悩なく思い出

せるようになった時」と述べている。 

死別の経験は人によって違う。死別を乗り越えて行く行く為、長谷川は死別問題研究の歩み144の

中で、ウォーデンの死別による悲嘆の４つの課題について以下のような見解を述べている。 

１番目はやはり喪失、死別の現実を受け入れると言うことが非常に大事ではあるが、しかし、何れ

その事実を受け止め受け入れると言うことが重要だと述べ、それには時間が必要ではあるが人の 1

つの知恵というのか、宗教的な例を出せば「葬儀」のような儀式が死を受け入れる助けになるのでは

ないか、段階を踏み、行事を遂行して行くのは現実を受け入れ、あるいは死別後の新しい生活を作り

上げて行くステップであるとし、伴侶を亡くす死別というものをどう乗り切るか等、死別悲嘆ケアの

研究は大変意味があると述べている。 

2 番目は、悲しみは小出しにしないで出し尽くす、つまりウォーデンの考え方である、「悲しむと

きには悲しむことが非常に大切」と言われているように、悲しさをとことん出し尽くすという事がそ

の悲しみを乗り越えて行く非常に大きなステップだと長谷川は言う。 

3 番目として、死者のいなくなった環境に適応するという事である。家族の中の誰かが亡くなると

                                                   
144 長谷川浩「死別ということ」Ａ．デーケン、柳田邦男編『〈突然の死〉とグリーフケア』新装版 第 3 刷発行 春

秋社 1997 所収 pp.239~260 
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いう事は物理的にその人が亡くなると言う事だけではなく、私たちは自分自身の中に一般的な他者を

取り入れながら社会人になって行くが、つまり、その中の人が居なくなるという事になる訳であり、

自分自身を映し出してくれる他者が居なくなると言う現実から、新しい環境を作り直して行かなけれ

ばならない課題があると長谷川は分析する。 

4 番目として、死者に向けていた心のエネルギーを新たな人間関係の中に向けかえることが大切で

あり、それがある意味で死者からの回復なのだとウォーデンの理論を長谷川自身が纏め、最後に４つ

のグリーフプロセスは、決して 1 番目の課題が達成して 2 番目、2 番目の課題が終わって 3 番へと言

うのではなくある程度の順序はあるが、「死別からの回復」というものには 4 つの課題があり、その

4 つの課題をどうサポート出来るかが、一番のポイントであると言う考え方をウォーデンは示してい

ると長谷川は締めくくっている。 

 

3－1－3 その他の理論  

 ここでグリーフケア研究の理論を述べてみたい。グリーフケア研究は精神医学、精神分析学、心理

学、哲学、社会学、宗教学など様々な分野に於いて膨大な研究がされており、全てを概観する事は出

来ない。本節ではアルフォンス・デーケンによる段階（位相）モデル、「悲嘆のプロセス 12 段階」

と J.W ウォーデンによる課題モデル、｢死別による悲嘆のプロセス 4 段階」について２人のグリーフ

ケア理論および実践者の先行研究を概観した。以下では悲嘆過程についてその他の理論について要点

を簡潔に述べる。 

フロイト（Sigmund Freud）は『悲哀とメランコリー』の中で、服喪という言葉を使って喪失に

苦しむ際の正常な心のプロセスを示した。「死者への同一化が強ければ強い程、死別体験者は愛する

者との切り離しが難しくなる」という事。「正常な悲嘆においては、人は喪失を否認し、次に失われ

たものへの愛着を強め……そして最終的には生活に再適応して別な関係に心を注いで生きるように

なる」という事が、フロイトが主張した精神分析理論である145。リンデマン(Erich Lindeman）は、                                                                                                                                                                                       

『急性期悲嘆の症候群とマネジメント』を発表し急性期悲嘆の症状として、①身体的苦痛、②故人の

イメージで一杯になる、③罪の意識、④敵意、⑤日常的な活動の障害を挙げている146。悲嘆の過程

に関してはフロイトの考え方を踏襲し、「グリーフワーク」(grief work) の必要性を強調している。

ボウルビー（John Bowlby）の築いた愛着理論は『母子関係の理論』に纏められているが愛着理論の

見地から段階モデルの悲嘆プロセスとして①無感覚と不振、②思慕と探究、③混乱と絶望、④再建の

4 段階モデルを示した147。 

パークス(Colin Murray Parkes)は、精神科医で死別、悲嘆のケア研究の第一人者で、1997 年には

死や死別をめぐる宗教的・文化的特徴に関する著書“death and bereavement across cultures”（死

と死別と文化）を編纂。シシリー・ソンダースらと共にイギリスホスピスケアの創世記を担った。 

又パークスは段階モデル「感覚麻痺」、「思慕（探索行動）」、「抑うつ」、「回復」の 4 段階を示した148。 

また、何人かの理論家たちは、エリザベス・キューブラー・ロス（グリーフケア 140 ページ）が

                                                   
145 ジョージ M．バーネル、エイドリエン L．バーネス、長谷川浩監訳『死別の悲しみの臨床』医学書院 1994 pp.17~21 
146 同上 pp.16~17 
147 坂口幸弘『悲嘆学入門』昭和堂 2012  pp.17~18  
148 ジョージ M．バーネル、エイドリエン L．バーネス、長谷川浩監訳『死別の悲しみの臨床』医学書院 1994 p. 25 
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死に行くプロセスで記述した 5 段階説である「否認」、「怒り」、「取引」、「抑鬱」、「受容」に習って

悲嘆プロセスの段階モデルを作った149。 

エイベリルとリンデマンは、「ショック」、「絶望」、「回復」という悲嘆の 3 段階を記述し150、悲嘆

プロセスに幾つかの段階が理論化出来るかについて明らかなのは色々な段階は多分に重なり合って

いる事である。近年はシュトレーベ（Stroebe）とシュット（Schut）による二重過程理論151が提唱

されている。このモデルは、「喪失志向コーピング」と「回復志向コーピング」の併存する 2 方向の

コーピング間を調整する過程として「揺らぎ」という概念が導入され、ある時は故人の死に向き合い、

他の時は家事に没頭すると言う、行ったり来たりする対処の過程である。喪失は時間の経過に伴い重

心が移っていき、急性の悲嘆がその事態に上手く適応し鎮まって行く事を示している。 

  

第 2 節 悲嘆反応と病的悲嘆及び予期悲嘆    

生まれてきた命には限りがあり、何時かは死を迎え誰もがこの宿命から逃れられない。大切な人を

亡くすと言う体験は人間にとって古からの壮大なテーマである。次に「悲嘆反応」、「病的悲嘆」、「予

期悲嘆」について述べる。 

 

① まず「悲嘆反応」には、一つだけではなく様々な感情が含まれている。相手の死後数ヶ月の間に

最も強く感じられ、多くの場合 2 年程度、時にはそれ以上の期間続くこともあり、この経験の後、

殆どの人は喪失を乗り越えることが出来る。悲嘆は多くの場合、ある程度の期間知っていた相手に対

して起こる感情反応を経験する。 

｢悲嘆反応｣には次のような特徴がある152。  

・ 身体的苦痛。  

・ 死者のイメージに心を奪われる事：軽い非現実間を伴う。 

・ 罪責感：故人や死の状況への罪の意識が芽生える。 

・ 敵対的反応：温かさの消失、焦燥感と怒りのしぐさで応じる傾向。喪失前に比べて機能低下して

いる。 

・ 行動のパターンの喪失：組織的な行動パターンを開始し維持する能力の痛ましいまでの欠如 

社会的交流の慣習の喪失など。 

 

② 「病的悲嘆」とは、家族を亡くした後悲嘆が長期化するか非常に強度な場合、悲嘆を感じなくな

ったり、上手く心の中の痛みを表現する事が出来なくなる。どこかで抑制されている悲嘆が欝病や、

その他の精神疾患に進行する事もあり、病的な悲嘆の状態に陥ってしまう。喪失に適合するのが困難

な場合に病的悲嘆だと考えられている153。                         

                                                   
149 同上 pp.20~21。高木慶子編著『グリーフケア入門』勁草書房 2012  pp.139~141 
150 ジョージ M．バーネル、エイドリエン L．バーネス、長谷川浩監訳『死別の悲しみの臨床』医学書院 1994 p. 2  
151 坂口幸弘『悲嘆学入門』昭和堂 2012 pp.99~101。 
152 横山恭子「臨床心理学における悲嘆」高木慶子［編著］『グリーフケア入門』勁草書房 2012 所収 p.123 
153 ジョージ M．バーネル、エイドリエン L．バーネス、長谷川浩監訳『死別の悲しみの臨床』医学書院 p. 52  
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｢病的悲嘆｣には次のような特徴がある154。 

・感情の表現が出来ない。 

・怒りや敵意などを表現しない。 

・言動を抑制する。 

・食欲不振。 

・寡黙になる。 

・重篤な睡眠障害などを生じる。 

                                                                                              

③ 「予期悲嘆」とは、実際に喪失を予期した時に起る悲嘆反応と定義できる。この予期悲嘆という

概念について初めて言及したのがLindeman（1944）である。更にRando（2000）は、「予期悲嘆

について、将来の死の可能性によって生み出される悲嘆だけでなく、主に病気の進行に伴って患

者や家族などが経験する物理的あるいは心理社会的喪失に対する反応である。」と予期悲嘆をよ

り包括的に捉える必要があると指摘し再定義している。155。 

｢予期悲嘆｣には以下のような特徴がある156。  

・患者と家族の両方によって通常経験される 

・死によって必ず終わる。 

・時間が経つに連れて増大する 

・否認される傾向がある。 

・希望 

  

予期悲嘆は「避けられない死」を予期する事で経験する一連の反応過程をいい、この場面には死別

後の悲嘆と同様のさまざまな反応を多く含んでいる事や、十分な予期悲嘆を体験することが死別後の

病的悲嘆を防ぐことにも繋がる点で重要である。大切な人との永遠の別れを死亡前から認識すること

は別離の不安や苦悩をもたらすが、死への準備を可能にし、亡くなる本人自身にも家族との十分な別

れや意思を伝え遺すことが出来、双方の体験に重要な時期と言える。死別後に家族が、｢遺された日々

を有意義に過ごせ故人らしく死を迎えさせてやれた｣｢最善を尽くせた｣と感じられるようなケアが目

標となる。予期悲嘆の心理過程にある家族のニードを援助側は見逃さない観察が重要である。 

悲嘆のケアは予期悲嘆から始まり、死別後の病的悲嘆を最小限に留めて行くことが目的である157。

悲嘆のプロセスを理解し、影響する要因を把握しておくことがケアの質を高める要因となる。遺族は

告知から死別後の最初の一年間で、辛い嘆きや苦痛は徐々に収まりはするが、その後に来るもっと大

きく深い悲しみを静めるに為には長い年月がかかる。 

家族は永年に亘り支え続けてきた病者が｢この世から居なくなった事による凄まじい喪失感158｣に

打ちのめされた中で悲しみや苦しみ、切なさなど、様々な苦痛の中で、死を受容していくプロセスを

                                                   
154 ジョージ M．バーネル、エイドリエン L．バーネス、長谷川浩監訳『死別の悲しみの臨床』医学書院 p.98。 
155 坂口幸弘『悲嘆学入門』昭和堂 2012  p. 5 
156 同上 p. 5 

157 坂口幸弘『悲嘆学入門』昭和堂 2012 pp.95~98 

158 www8.cao.go.jp/hanzai/report/h19-3/pdf/03. 



- 69 - 

 

十分に取れなかった家族は死後もなお生前に交わせなかった後悔の念が断ち切れず、悲嘆感情をいつ

までも引きずって行く事になりかねない。援助者は人の死の重みを常に真摯に受け止め死に向き合い、

死の淵に立たされている人の研ぎ済まされた感性を厳粛に受け止める事が重要である。 

悲嘆のケアを重視する理由は、かけがえのない人を亡くした喪失体験が心理的、身体的症状を伴う

悲嘆反応として、時には社会的に不適応な病的悲嘆を遺族に引き起こすことによる。更に、予期悲嘆

へのケアは家族が早期から避けられない死を現実的な事と認識し、心の準備を始めることで喪失体験

を癒し、回復過程に少なからず影響を与える事になる。 

次章では周辺の要素や背景などを理解しつつエンド・オブ・ライフケアについて述べるが、その前

に次節で沖縄におけるグリーフケアについて見ておきたい。 

 

第 3 節 沖縄におけるグリーフケア －ヌジファとは－  

 ここで沖縄の民間信仰やユタがからむヌジファ （抜霊）について、それがグリーフケアの意味を

持つ事を確認したい。ヌジファとは死者の霊（マブイ）をあの世へとスムーズに導く沖縄の伝統的な

儀礼であり同時に｢ヌジファは……沖縄と言う文化の中で……グリーフケアの意味を持つのです｣159

と浜崎は述べている。例として、ある人が交通事故で亡くなった場合、マブイがその現場から離れき

れない事があるとされ強い思念がそこに残っており、いつまでも現世との繋がりがふっ切れない事が

あるのである。この場合霊としての浄化が出来ずに現世との間をさ迷い苦しんでいるとされる。ヌジ

ファはそういうマブイの現世との引っかかりを取り除き、安心して成仏出来るようにしようという祈

願である。それによって遺族が安堵する事になり、ヌジファはグリーフケアの役割を果たしていると

言えるのである。病院で亡くなった場合も、同様にヌジファが必要になる場合があるとされている。           

『ユタと霊界の不思議な話』の中であるユタは次のように述べている。「病院で死んだ人のマブイ

がヌジファを要望すると言う例もあります。特に入院期間の長かった人や、お年寄りの例に多く、こ

の場合はユタが患者の遺族と共に病院をたずねて、病室に残っている死者の遺念を離脱させます160」。 

『沖縄の御願ことば辞典』161によると、ヌジファ（抜霊）の御願は、神仏や魂や遺骨などを移動

する為に、霊を抜き新しい所に移動する一連の儀礼のことで、ヌジファはカミヌテツズキ（神の手続

き）であり、生きている人が役所でとる移転手続きと同じようなもので、これが済まない限り何年た

っても神から移動した事が認められないと言われている。 

ヌジファはその対象やユタにより御願の方法や拝む場所も色々違うとされる。このようにヌジファ

は病院での死、交通事故死、溺死、戦争での死、他郷での客死の場合、更には一般的な死においても、

様ざまな場合に必要になるとされ、マブイはヌジファを求めてくる事がある。 

浜崎は、｢喪失の悲嘆から回復するプロセスがグリーフワークであり、そのプロセスを手助けする

のがグリーフケアだ。その目的は生きている人が大切な人が亡くなった事を受け止めながら、新しい

生活を組み立てて行く事。回復の段階は何段階かに定義されるが、実際にはそうスムーズではなく、

何年も止まったままになる事もある。死後何十年たっても遺族がヌジファをするのはそういう事で、

                                                   
159 浜崎盛康『ユタとスピリチュアルケア』ボーダーインク 2011 p.161  
160『ユタと霊界の不思議な話』月刊沖縄社 1999 p.144 

161『沖縄の御願ことば辞典』ボーダーインク 2006 p.274（1127）  
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マブイをグソーへ送り届けるヌジファは亡くなった人と遺族双方の為にある。162｣と述べている。 

ヌジファについて浜崎の見解を以下にまとめる163。 

① ヌジファによって遺族が安堵する。祖先との距離の近さは沖縄独自の精神文化を創り出す。死後

のマブイの痛みは現世の自分たちの痛みでもある。つまりヌジファによって遺族の痛みや不安、悲し

みなどのスピリチュアルペインが解消されるのである。そして、そのような精神文化がケアし、ケア

されることによって、沖縄の人々（ウチナンチュ）の生きる力を担う１要素になっている。 

② 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、マブイが墓へ行けずに、死んだ場所に留まっていること

があり、その場合ヌジファが必要になる。ヌジファは、グソー（あの世）へ行けずに苦しんでいるマ

ブイ（霊魂）をグソーに導き成仏させる。つまり、死後の霊魂に対するスピリチュアルケアがなされ

たという意味があり、遺族の癒しとしても納得できるグリーフケアが重要であると言える。  

③ 沖縄におけるグリーフケアを考える時、マブイと、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。そのような観点から、沖縄においては死者のマブイに対するヌジフ

ァ（抜霊）の一連の儀式が、スピリチュアルケアの意味合いを持っている。 

このようにグリーフケアにおいては地域の文化や宗教に対して考慮する必要があるのである。 

海外の研究者、C・Mパークスは「それぞれの文化は死を、そして死別を意味づけ特定の方向と経路

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独自の方法を持つ164」と述

べ、其々の文化が持つ独自性を考慮に入れる必要があると述べている。 

ディビット・キセインとシドニー・ブロックは、ニュージーランドのマオリ族の家族の例を挙げて、

其々の文化の特性を考慮に入れる必要性について述べている165。その夫婦は夫マオリ族出身、妻は

イギリスからの移住者で、カトリック教徒の異文化結婚であった。オーストラリアで生活を送り30

年後、彼ががんで死を迎える事になった時、以前の文化的習慣に援助を求めた。葬儀はカトリック式

のミサと埋葬が行われた166がこれだけでは十分ではなく、更にマオリ族の祈祷師達が聖歌を捧げ伝

統的な葬儀が執り行われた。遺族はマオリ族の儀式によって特に大きな支えと慰めを得る事が出来た。

このように其々の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を探らなければならない。そして其々の文化集団内の医療・

福祉等の健康に関する専門家の助けを借りる必要性についても検討する必要があると述べている。 

また浜崎は、「沖縄も民間信仰の面で独特な文化を持つわけですから、当然の事ながら沖縄に於け

るグリーフケア、スピリチュアルケア等も場合によっては、独自の配慮が必要になると言えます167」

と述べている。 

 

                                                   
162 momoto vol.6「ヌジファ～沖縄に伝わるグリーフワーク～」 

163 浜崎盛康「沖縄県における入院患者の死とユタのヌジファについて」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 pp.58~64 
164 C・M・パークス『改訂 死別』メディカ出版 2002  p.i 
165 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『家族指向グリーフセラピー』コスモス・

ライブラリー 2004 pp.117~120 
166 同上 pp.117~120 
167 浜崎盛康『ユタとスピリチュアルケア』ボーダーインク 2011 p.141 
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第 4 章 エンド・オブ・ライフケア （End－of－Life Care）の理念  

第 1 節 エンド・オブ・ライフケアとは 

 エンド・オブ・ライフケアは、1990 年代半ばからアメリカやカナダで高齢者医療と緩和ケアを統

合する考え方として提唱されている。北米では緩和ケアはがんやエイズを対象としたものという理解

があり、がんのみならず認知症や脳血管障害等広く高齢者の疾患を対象としたケアを指している168。 

｢エンド・オブ・ライフケア｣という用語は、1999 年にニューヨークメモリアル・スローン・ケッ 

タリング・ガンセンターの医師キャサリーン・フォーリー博士（Dr. Kathleen M Foley）が、｢人生

の終焉は誰にでも訪れ、終焉の原因（死因）が病気の事が多く、しかも原因となる最近の病気の多く

は長い経過をとる。そのような最期の日々の痛みや苦しみを十分に治療され本人が望む通りに過ごせ

るよう支援する｣と香港でアジア緩和太平洋ホスピス緩和ケア学術総会により、End－of－Life Care

の言葉が用いられた。キャサリーン・フォーリー博士によればEnd－of－Life Care・とは、「人生の

終焉を迎える直前の時期の患者へのケア」を意味し用いている。 

ここで高齢者の晩年期ケアを次に纏めてみた。“高齢者晩年期ケア”は、「進行性あるいは慢性で

生命を脅かす状況を生き、或はそれによって死にゆく個々の高齢者を治療し、慰め、支援する、能動

的で共感的なアプローチを必要とする。また、個人的、文化的そしてスピリチュアルな面での価値観、

信仰、習慣に気を配る。更に喪の期間も対象とし、家族や友人に対するケアも行う169。」と定義し

ている。この定義は、高齢者の End‐of‐life ケアガイドのプロジェクトである諮問委員会によって

作成された。（Executive Committee，End－of－Life Care Project，health Canada，1998） 

ライフ（Life）は生命・生活・人生等であり、国際的にも“End of Life Care”を重視し、先進国の

アメリカやイギリスでは政策的にもケア体制を充実させる方向で対策が取られるようになり、今や国

際的にも使われる共通用語となって来た。このエンド・オブ・ライフケアの用語は、2004 年（平成

16 年）に日本へ紹介された。千葉大学では日本では初めてという “看取りの場”の広がりを見据えて

病院以外でも人生の終末をケアする看護のあり方、死生観を身につけた看護師の育成を目指す｢エン

ド・オブ・ライフケア看護学｣を 2011 年 8 月 4 日から看護学研究科に創設し、エンド・オブ・ライ

フケアを「晩年期高齢者ケア」170と名付け次のように定義した。「診断名、健康状態、年齢に関わら

ず差し迫った死、或はいつか来る死について考える人が、生が終わる時まで最善の生を生きることが

出来るように支援する事」（千葉大学大学院看護学研究科エンド・オブ・ライフケア看護学 2012 年） 

また、2011 年（平成 23 年）10 月 1 日、国立長寿医療研究センターに End－of－Life Care team171 

が稼働し始めた。医療の急速な進展により多くの先進国では平均寿命が延び人口の高齢化が様々な意

味で問題となっている。このような社会的背景のもとで人生の最期をどのように迎えるかという事は

個々人・家族にとって、又国としても関心が高まり、近年終末期にある患者が｢より良い死｣を迎える

為にどのような援助が出来るかについての研究が医療・福祉・介護の分野で行われるようになった。 

｢死｣の訪れは誰にでもやってくる。死の過程は本人にとって、人生の集大成として高い価値づけを

                                                   
168 www.hpcj.org/what/definition.html。資料提供・筑波大学メディカルセンター緩和医療科診療部長 志真泰夫 
169 National Advisory Committee 著／岡田玲一郎監訳，『高齢者の end‐of‐life ケアガイドときに治し、しばしば 

慰め、つねに癒す』厚生科学研修所 2001 p.13 p.132  

170 http://www.n.chiba-u.jp/eolc/opinion/index.html 

171 www.l.u-tokyo.ac.jp/dalspe/pdf/121021d.pdf 

http://nippon.zaidan.info/jigyo/2011/0000074772/jigyo_info.html
http://nippon.zaidan.info/jigyo/2011/0000074772/jigyo_info.html
http://www.hpcj.org/what/definition.html
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有するものと考える。その一方、家族にとって死の過程は生涯忘れる事の出来ない経験を残す時間と

なる。しかし、日本では Life の中心は｢本人と家族｣であるにも関わらず、現実は重要な死の過程の

具体的な予測がつかず、医療従事者主導の進め方で終末期ケアが進められている事例が多い。 

エンド・オブ・ライフケアは、生活を支え、老いや虚弱といった自然な死を迎える事を明確に意図

しており、前にも述べたように特に患者の高齢化の進展と共に、悪性新生物（がん）、エイズ（AIDS：

後天性免疫不全症候群）以外にも｢非がん疾患｣である慢性腎臓疾患や糖尿病、呼吸不全などの患者も

急増し、これら患者の（終末期）医療が問題となっている。更には、認知症、脳梗塞などの脳血管疾

患による高次脳機能障害等の高齢者への対応も問題化している。終末期ケアにおいて、患者の苦痛を

緩和することは、終末期の Quality of Life を向上させる為には必須で有り、身体的な苦痛の緩和、

精神的、社会的、霊的な痛みを含めたトータルペインの緩和が重要と言われている172。 

がんを中心とするこれまでのホスピス・緩和ケアでは対処出来なくなった現在、高齢化社会におい

て全人的ケアをがんだけに限らず非がん患者も対象とするエンド・オブ・ライフケアが必要となって

来た。非がん患者の場合にも、命の限界が近づいた患者が人工呼吸器の装着や胃瘻による栄養補給等

の難しい患者や家族の決断を専門チームが手助けするエンド・オブ・ライフケアが広がって来ている。  

疾病などにより死が近づいている状況で、人は精神的にも非常に危機的な状況になる事は共通の認

識であり、又このような死に向かって生きる人々には身体的、精神的、社会的苦痛の増強は生きる過

程で、既にみたように人生や苦しみの意味への問い、死の恐怖、超越した存在の追及などのスピリチ

ュアルな苦痛にも繋がっており、｢エンド・オブ・ライフケア｣と｢スピリチュアル｣な側面は、ケアを

提供する上で大変重要な要因であると言える。ただ単に痛みを和らげ緩和を中心とした狭義のペイン

コントロールのみに留まらず、心や魂の安らぎを与える「全人的ケア」が求められている。  

医療従事者とサービス受給者である本人と家族が共同で参加できる「在宅エンド・オブ・ライフケ

アプログラム」を開発した島内と薬袋は、ケアの期間を 4 期に区分し、経過を時期別に捉える事が

適切ケアにつながると考え、次のように述べている173。 

 

① 終末期を予測しての在宅ケアの開始期 (7 日間) 

② 小康期 （暫く無事な状態） 

③ 臨死期 （在宅での死） (7 日間) 

④  グリーフケア （死別後）（3 ヶ月） 

 

 経過時期別のケアプログラムは、より良い終末期ケアの確立に向けての 1 つの指標であると言え

る。上記の内容は、①から④の各期においてアセスメント、ケア行動、アウトカム（ケアの効果）に

ついて、本人とその家族及び専門職が同時に一連の過程として評価してチェック出来る。本ケアプロ

グラムは、緊急度の判断を行いケアの優先順位を確定出来る迅速で適切な内容である。死に逝く者は、

突然でない限り、ケアを受けずに死を迎える事は出来ない訳であり、突然死や事故や自殺を除く殆ど

の人が死に向かう迄の一定期間を、何らかの障害で苦痛を持ちながら生きる事になる。どのような死

                                                   
172 島内節、薬袋淳子著『在宅エンド・オブ・ライフケア』（終末期ケア）kk イニシァ．2008．p.6 
173 同上 pp.28~31 
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が迎えられるのかは、本人だけの努力では不可能であり家族をはじめ親族、友人や専門職など様々な

社会資源（福祉サービスの総称）を如何に効果的に統合出来るかが終末期ケアのポイントとなる。  

平原は「エンド・オブ・ライフケアは殆どの人が受けるべきケアだ」と述べており、具体的には、

内部障害、四肢の機能障害、認知機能障害、嚥下障害、排泄、栄養、感覚器等の多様な障害を持ちつ

つ長期ケアやリハビリテーションを必要とする。そのような状態は、痛みをはじめ呼吸苦など、様々

な苦痛を持ちながら生きる事になる。症状を緩和しつつその人らしく生き、QOL を高める為の緩和

ケアが必要とされる174。」とエンド・オブ・ライフケアの重要性を述べている。 

 

第 2 節 疾患別の死亡者割合及び今後の非がん疾患とエンド・オブ・ライフケア 

ではここで、非がん疾患等による死亡原因についても、エンド・オブ・ライフケアとの関連で見て

おきたい。我が国ではどのような疾患で死に直面している患者が多いのかは、日本人の死亡原因をみ

ると判る。2010（平成 22）年の日本人の死亡原因は以下のようである。1, 197, 066 人（全死因） 

第 1 位．悪性新生物（がん）：29.5% （353 ,318 人）  

第 2 位．心臓疾患：15.8% （189, 192 人） 

第 3 位．脳血管疾患：10.3% （123 ,393 人） 

第 4 位．肺炎：9.9% （118, 806 人） 

第 5 位．老衰：3.8%、（45 ,323 人） 

その他、6 位．不慮の事故が 3.4% （40, 583 人）、7 位．自殺が 2.5%（29,524 人）、8 位．腎不全

が 2.0% （23,691 人）と続く。 

（厚生労働省 2010 年（平成 22 年）人口動態統計月報年計（概数）概況より） 

このようにがんが 29.5%、がん以外が 64.7%、事故・自殺が 5.9%となっており、日本人の死因の 

原因となる、がん以外の非がん疾患の多くは長期の経過をたどる慢性疾患が背景にある場合が多い。

日本人の死亡原因の 29.5%ががんであり、がんは 1981 年以来、依然として日本人の死亡原因の第一位

を占めており、ここ 10 年の間、毎年のように 30 万人を超える人々が「がん」で死亡している。  

しかし、日本人にとって死にゆく患者の疾患は 64.7%が、がん以外の非がん疾患である事を考えると、が

んと同様、或はそれ以上に非がん疾患における緩和ケアが重要であることが判る。 

また 2012 年（平成 24 年）の日本人による死亡原因175と死亡総数は以下のようになる。 

第 1 位．悪性新生物（がん）： 28,7%（360,790 人）  

第 2 位． 心臓疾患 ：15,8%（198,622 人） 

第 3 位．肺炎 ：9,9%（128,818 人） 

第 4 位．脳血管疾患 ：9,7%（121,505 人） 

第 5 位．老衰 ：4,8%（60,669 人） 

（厚生労働省 2012 年（平成 24 年）人口動態統計月報年計（概数）概況より） 

2012 年（平成 24 年）は悪性新生物（がん）が死因の第１位で、心疾患、肺炎、脳血管疾患と続いている。 

では、在宅死亡の割合はどうであろうか。2010 年（平成 22 年）の厚生労働省・人口動態統計によると、 

                                                   
174 www.ncgg.go.jp/zaitaku1/pdf/...14/1013_hirahara_text.pdf 
175 厚生労働省 2012 年（平成 24 年人口動態統計月報年計（概数）概況）より 
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我が国に於けるがん患者の在宅死亡の割合は 7.9%であり、老人ホームは 1.6%、介護老人ホームは 

0.5%である176。がん患者の自宅死亡率が低いという事は、がんの終末期患者が自宅で最期まで過ご

すのが困難である事を意味している。 

以下平原による “エンド・オブ・ライフ・ケア”の視点を有する在宅医療の重要性から引用し、

その要点を見てみたい。 

「我が国に於いては非がん疾患の患者に対して、殆どと言って良いほど緩和ケアの光が届いていな

かったのが現状であり、ごく最近まではその実態や課題さえ明らかになっていなかった。世界の緩和

ケアの潮流は「がん」の緩和ケアから非がん疾患を含むより包括的な方向に向かっているが、非がん

疾患の緩和ケアは患者の予後の予測が困難で症状も多彩であり、がんの緩和ケア以上に困難な課題が

山積している。177」 

我が国の在宅医療を行っている地域で共通に見られ、在宅医療を積極的に実施して行くと｢非がん

疾患の緩和ケア｣の困難さが明確化する。その理由は以下のように考えられている178。                                                                                                                                                                                                                            

① 非がん疾患患者のケースでは予後予測（今後の見通しや見立て）が、がんに比べて難しい事。 

② 非がん疾患の患者では身体能力が低下してからの生存期間が長い（平均在宅療養日数は 744 日） 

為に、がんの場合のような短期決戦（平均在宅療養期間は 67 日）ではなく、長期の在宅ケアを

受けてから看取りになる例が多く、家族の心理的・身体的・経済的な負担が大きい事。 

③ がんは痛みなどの症状コントロールの基準が明確だが、非がん疾患においては明確でない事。  

① に関しては主治医が予測出来ない死亡が存在し、非がん疾患に於いても殆どの患者に緩和ケアが

必要である事が示唆された。又、最期に出現する様々な症状についてその出現率を検討した所、終末期に

主治医が最も緩和すべきと考える症状について聞くと、呼吸困難、食思不振、嚥下障害、咳・痰、疼痛、嘔吐、

譫妄、口渇等であった。これらの事から、がんでは「疼痛」が主な問題であるのに対して、非がん疾患患者の

場合は「呼吸苦」を始め「嚥下困難」、「食思不振」等の症状が挙げられ、がんとは異なった予後の予測不能

な症状緩和の課題があると考えられた。 

② に関しては、がん（平均 2 ヶ月）以外の疾患は整形疾患や神経難病等、数年に亘って生存する

場合もあるが、平均 2 年（療養日数 744 日）で死に至る。これ等の事から在宅医療の場合、がんは

もとより、非がん疾患の患者では、長期ケアの延長線上に終末期ケアがあると考えられ、広義のエン

ド・オブ・ライフ・ケアの対象であるべきだと述べられている。 

③ に関してはがんと異なり、｢呼吸困難｣、「食思不振」、「嚥下障害」等、緩和すべき症状である事

が示唆されている。 

しかし、在宅医療の世界でも保険診療の内容においても、治らない「がん患者」の診療は優遇され

ているが、がん以外の非がん疾患患者で症状コントロールの基準が不明確で治らない病気に苦しみ、

死に至る患者にも同様の恩恵が与えられる事こそが人権への配慮と考え、今後全ての国民が緩和ケア

の恩恵を享受出来る社会を実現する為に、非がん疾患患者の緩和ケアについての実践と、臨床研究を

推進し制度的課題を解決していく必要がある事を在宅医療の研究者平原らは主張している。  

                                                   

176 www.mhlw.go.jp/stf/shingi/...att/2r9852000002g2hg.pdf 

177 www.ncgg.go.jp/zaitaku1/pdf/.../2012/.../1013_hirahara.pdf 

178 平原佐斗司『非がん疾患の緩和ケア』南山堂 2012 p.5。 www.ncgg.go.jp/zaitaku1/pdf/.14/1013_hirahara_text.pdf 

http://www.zaitakuiryo-yuumizaidan.com/data/file/data1_20080328113745.pdf
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第３節 今後のエンド・オブ・ライフケアの展望 ―在宅緩和ケアの重要性について― 

在宅では病院の管理下にある“患者さま”から一生活者に戻っていく。人生の最期を自宅で安楽に暮

したいと言う思いは日本人の願いであると同時に命題でもある。ここではエンド・オブ・ライフケア

の視点を有する在宅医療の重要性について「緩和ケア」及び「エンド・オブ・ライフケア」が、死を

意識しながら「最期まで QOL を最大限に保つ為のケア」という点を踏まえて平原の見解を引用し、

その要点を以下に見てみたい179。 

平原は、「在宅緩和ケアの重要性」として 5 点、「在宅がん緩和ケアの今後の課題」について 3 点、 

「非がん疾患の今後の展望」について2点、「今後のエンド・オブ・ライフケアの課題」として3点

を述べている。 

 

その理由としてまず平原は、「在宅緩和ケアの重要性」として以下の 5 点を挙げている。 

① 多くの人が在宅で人生の最期の時間を過ごしたいと望んでいる。自分らしさを貫く事が出来、自

分らしい人生の時間を過ごせる。 

② 在宅の方が痛みの閾値が上がり鎮痛剤の使用が減り、自宅でもがんの苦痛の殆どを緩和出来る。 

③ 家には Spiritual pain（魂の痛み）を癒す力がある。自宅での生活は、身体的、心理的、社会的、 

更にスピリチュアルな次元で全ての痛みを緩和する力があり、在宅緩和ケアは患者の QOL を高 

め、同時に家族の満足度も高める。 

④ 在宅では患者自らの目で様々な変化を感じ取り、死への過程を受け入れる体験と、大切な人を 

ケアし、自らも支えられたという思い等、残された時間の確保が出来る。 

⑤ 在宅での看取りの方が病院での看取りより、遺された家族は「家族の死」を受け止め自分の人生

を生きていく事が容易となり、看取りに際して家族が受ける心の傷は自宅の方が緩和され易い。 

 

ここで「在宅がん緩和ケアの今後の課題」を述べる前に、緩和ケアの中心である「がんの病態及び

がん終末期の疼痛」について触れ、平原の見解を見ておきたい。 

先ず始めに、がんの場合は「痛み」を主症状とした様々な苦痛が問題となる。がんは種類が違って

いても次のような共通の病態を持つ。 

① がんは自己増殖し、周囲の組織に浸潤する。 

② がんの原発巣や転移巣で増大し、臓器不全を起こす。 

③ がん腫瘍が増加すると異常なホルモン状態、つまり「悪液質」を引き起こし全身が衰弱する。 

（痛みが比較的早期から発生し、増強しながら長期間に亘って持続するという特徴がある。） 

④ がんの原発巣や転移先でのがん腫瘍の増大により、臓器の機能不全による呼吸困難や腎不全、腸

閉塞等を起こし、悪液質によって「食思不振」、「全身倦怠」、「羸痩
るいそう

」等の全身症状を引き起こす。 

 

平原によると、がんの場合は平均して約 2 か月前後の在宅療養期間で死に至る場合が多く、初め

は身体の全体的な機能は保たれているが、がんの末期では最期の 1～2 ヶ月間で急速に機能低下し、

                                                   
179 www.ncgg.go.jp/zaitaku1/pdf/...14/1013_hirahara_text.pdf 
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あらゆる面での介護が必要となるのが特徴である。在宅緩和医療によっても十分な症状緩和が行われ、

家族は 2～3 ヶ月間の短期間の介護が可能であり、自宅での看取りも十分可能である。更にがん治療

で最も問題となる疼痛コントロールについても、近年は各種の「医療用麻薬」の選択肢も増え、以前

よりも症状緩和が容易となっている。がん患者に対する症状緩和を実践する上で平原は､塩酸モルヒ

ネ錠、硫酸モルヒネ徐放剤、モルヒネ塩酸塩水和物（液・坐薬）、オキシコドン塩酸徐放剤塩水和物

（液･錠・散）、フェンタニール（貼付剤や口腔粘膜吸収製剤）に関する各製剤に関する基本的な知識

に加え、鎮痛補助薬についての知識、具体的にはシリンジポンプを用いた持続皮下注射、「携帯型シ

リンジポンプ」等、患者に対して「持続皮下注射」の手技が可能であれば、大部分の痛みは在宅で緩

和する事が可能であり、その人の終生期を家族と共に支える「がんの疼痛及び緩和ケア」に於いての

方法は、ほぼ確立していると言えると述べている。 

  

次に平原は「在宅がん緩和ケアの今後の課題」について 3 点を挙げ以下のように述べている。 

1 点目に、がん患者の高齢化に伴う問題が挙げられる。現在でもがんで死亡した患者の半数以上が

75 歳以上であるが、高齢者のがん患者が増加するにつれて様々な問題が出現している。具体的には

高齢化に伴い心臓疾患、糖尿病等の併存疾患や、運動機能障害、欝病、認知機能障害、誤嚥等の老年

症候群を併せ持つ患者が増加している。高齢のがん患者は苦痛のみならず、加齢に伴う複雑な問題が

併存し、ケアニーズが複雑になり、今後増々緩和ケアと高齢者ケアの融合が重要となってくる。 

2 点目は、外来に於ける化学療法が普及し、分子標的薬180が進歩した事に伴って、治療と並行した

「在宅緩和ケア」という新たな課題が出現している事である。在宅医はがんの治療中からの関わりを

期待され、がんを専門的に治療する医師との日常的な連携や、在宅医によるがん治療の知識の習得が

求められるようになる。  

3 点目に、介護基盤の脆弱化の問題である。従来、末期のがん治療では在宅緩和ケアが提供される

事によって、家族は自宅で 2～3 ヵ月の介護体制を取り在宅での看取りが出来る事が多かった。所が

最近ではがん患者の高齢化と共に介護者も高齢化し、介護者がいない独居の末期がん患者も増加し、

今迄より積極的な介護者支援が求められるようになっている。最近では地域の医療や介護資源及び、

インフォーマルな資源をフル活用する事によって、在宅看取りが可能なケースも出て来ているが普遍

的に行える事ではない。がん患者の高齢化、治療の難渋した緩和ケアを含めた介護基盤の脆弱化につ

いては、望む場所で最期迄過ごせる社会の実現は重要な課題であり、医療・福祉の専門職を始め、行

政や地域の住民が協力して取り組まなければならない。 

在宅緩和ケアの今後の課題として平原は、高齢者が望む場所で最期まで過ごせる社会に向けて、増

え続けて行く「看取り数の増加」をどのように乗り切って行くかであろうと述べている。 

 

 

 

                                                   
180 www.anticancer-drug.net/molecular/。  

分子標的薬とは、がん細胞の持つ特異的な性質を分子レベルでとらえ、それを標的として効率よく作用するように

作られた薬剤。がん細胞を狙って作用する為、副作用をより少なく抑えながら治療効果が期待されている。 
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更に平原は、「非がん疾患の今後の展望」について以下の 2 点を述べている。 

現在、我が国の在宅に於ける、「非がん疾患の緩和ケアに関する在宅看取りの対象疾患」として、

脳血管障害、認知症、老衰、呼吸器疾患、神経難病、心不全、腎不全等が主要な対象疾患群である事

迄明らかになって来た181。その一方非がん疾患の経過には疾患別に大きな違いがあり、かつ終末期

の軌道に関係する因子は複雑で、大きく 2 つのタイプに分けられている。 

1 点目は、呼吸器疾患や心疾患等の「臓器不全」で、このモデルでは急性増悪と改善を繰り返しな

がら、徐々に悪化する軌道を辿り最期の時は比較的突然に訪れる事が多い。全般的に ADL は比較的

保たれる傾向があるが、ケアが長期間に及ぶ事や終末期と急性増悪の区別が困難である事があり、在

宅での看取りを困難にする。 

2 点目は、「認知症及び老衰」等で、緩やかにスロープを下るように機能が下降していくタイプで

ある。例えばアルツハイマー型認知症では、発症してから約 10 年かけて緩やかに機能が低下し、死

に至る。この間中核症状（脳の細胞が壊れる事で起こる、記憶障害、見当識障害、理解・判断力低下

等の症状）の進行や身体症状は一定の順で出現する場合が多い。その他の非がん疾患、特に整形外科

疾患や神経難病等の場合、数年に亘って生存するケースもあり、全般的に日常生活動作は比較的保た

れる傾向があるが、ケアが長期間に及ぶ事や終末期と急性増悪の区別が困難である事がありこれが在

宅での看取りを困難にする原因でもある。これ等の事から在宅での緩和ケアの対象者は、がんを始め、

非がん疾患の老年期症候群（認知症や脳卒中、整形外科疾患等）や内部障害（心不全や呼吸器疾患、

神経難病）等の 3 領域及び頻度は少ないが、重要な領域として「小児在宅医療」や「統合失調症」

等の精神科の領域も広義のエンド・オブ・ライフケアの対象と言える。 

 

最後に平原は、「今後のエンド・オブ・ライフケアの課題」として次の 3 点を進言している。今後 

我が国には「看取り増加」182が予測され、それに伴う無縁死183の増加の問題等が現実味を帯びている中

で「望む場所で最期迄過ごせる社会を構築する為には 21 世紀前半の需要の爆発を、労働力危機及び

財政危機の中で支えるという課題にチャレンジしなくてはならない184」と述べている。更に平原は、 

①「供給側へのアプローチ」、②「需要側へのアプローチ」、③「システムや制度面へのアプローチ」

のどれを欠いてもこの課題は達成出来ないと、今後の課題として次の 3 点を進言している。 

1 点目の「供給側へのアプローチ」としては、優れた専門職の必要な数を計画的に育成する事が重

要である。又、専門職別の研修だけでなく、各地域で学際的チームアプローチが実践出来るような連

携教育を同時に勧めていかなければならない。優れた専門職が共通の目標で協働し、連携が出来る形

                                                   
181 www.zaitakuiryo-yuumizaidan.com/.../data1 
182 medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/magazine/cover/. 

厚労省老健局鈴木康裕老人保険課課長は、今後の高齢者数の増加に伴い看取りの場所が少なくなるとの推移を示し

た上で「今は有料老人ホームや高齢者専用賃貸住宅が少ないが、今後爆発的に増やさないと看取る場所がない」と

述べた。今後は居住系の施設を増やすべきとし療養病床の介護老人保健施設への転換の他、高専賃（高齢者専用賃

貸住宅）等の増加も必要との認識を示し、第 3 回国際医療福祉大学総研フォーラムで講演した。 
183 www.nhk.or.jp/special/detail/2010/0131/ 

全国の自治体を調査した結果、引き取り手がなく自治体によって火葬・埋葬された人＝無縁志した人は 2008 年だ 

けで 3 万 2 千人にものぼる。無縁死の内で警察でも自治体でも身元が判らなかった身元不明者は 1 千人にのぼり、

「行旅死亡人（こうりょしぼうにん）と呼ばれ、国が発行する官報には毎日のように記事が掲載されている。 
184 www.ncgg.go.jp/zaitaku1/pdf/...14/1013_hirahara_text.pdf 
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を全ての地域に作る必要があり、各地域で企画される多職種研修の果たす役割は極めて重要である。 

2 点目の「需要側へのアプローチ」については、いのちの主体として、どのような状況でも自分で

出来る事を自分で決める事が出来る「自律した市民」を地域に作る事が重要である。又、患者や家族

のセルフケア能力を高める事、更に協働の精神や形を地域に作り、コミュニティの再生を図る事も重

要である。   

3 点目の「システム・制度面へのアプローチ」については、介護保険制度は我が国の誇る長期ケア

の優れた制度ではあるが、終末期ケアではケアの質、スピードに於いて長期ケアとは質的に異なる。 

在宅での看取りを支える為には最期の時間を手厚くケアする制度上の工夫が必要であり、またケア

の必要な状態になっても暮らせる、様々な選択の場を地域に作る事も大きな課題である。更に現在の

ように専門職が、制度に時間と労力を取られる監視的なシステムを見直し、患者に集中できる効率的

でシンプルな制度設計を検討する必要がある。この問題は医療や福祉の現場と行政、更に国民が其々

の役割を意識し、叡智を結集して取り組まなければ解決する事が出来ない事は明白である。 

平原は、高齢化社会の到来と慢性疾患患者の増大に伴って、終末期ケアの在り方が模索されている

昨今、誰もが安心して人生の終焉を迎える為には、従来のがん患者の終末期における「緩和ケア」だ

けでは十分とは言えず、医療機関の他にも特別養護老人施設を始め、在宅看取り等の地域に合わせた

終末期のエンド・オブ・ライフケアの体制を確立する必要があると述べている。 

 

日本は超高齢社会、ケアの需要増大、多死社会等と言う言葉で表される、世界一の高齢化率と世界

一の病院での看取り率の高さが現在の日本の大きな特徴である。現在まで日本の医療は治療（キュア

目的）を中心に発展し、最期まで延命を追求し長寿を目指して来た。我が国では人口減少を迎える中、

超高齢社会、特に後期高齢者の急激な増加に伴い「高齢者の単身世帯」や「要介護認定者」の数も比

例し増加していく事が見込まれている。 

21 世紀前半の日本社会を支えるシステムを構築する為には、地域（在宅）緩和医療への人的資源

や、在宅ケアの制度設計や地域社会の再生等が極めて重要であると言えよう。また、対人援助に於い

ては多職種（専門職）の育成が必須となるが病者や高齢者、死に瀕した末期の人への理解と共感を論

理的に解明する為にも、研究領域としての、医療・看護、福祉、心理、哲学、宗教等を学び、理解を

深める必要があろう。 

このような超高齢社会に突入している我が国であるが、超高齢社会の次にやって来る社会、それは 

「多死社会」であり、多死社会が意味するものは医療ではどうにもならない「寿命」の問題であろう。 

多死社会に求められる医療は、医学が発達しても治せない疾患があり、人は必ず死ぬ事を念頭に置い 

て、「老い」や「死」と向き合う医療ではないだろうか。 

高度な医療を持ってしても必ず人間は死を迎え、老いや死を受け入れる事が必要になって来る。 

現在我々は、食事摂取が出来なくなり病院で検査を行い、がんが見つかる人が多い。病気が見つか 

ると同時に患者は病院側から、手術、抗がん剤、放射線等の治療に対する選択肢を求められる。 

延命治療し続けた結果、死を迎える医療ではなく、老いや死を見据え最期迄より良く生きるかを考え

「死ぬ瞬間迄どう生きるか」を追求し、天寿を全うする生き方も選択肢の一つであり、医療・福祉へ

の変革も求められている。在宅医療の場合は無理に積極的な治療を行わず、比較的楽な治療を優先し、

出来る限り輸液等を制限する。在宅に於ける緩和ケアに関する看取りは患者のQOLを最大限に高め、
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同時に家族の満足度も高める事が必要であり、在宅医療に於いても無理な延命措置は行わず、苦痛を

伴わず呼吸も穏やかな「老衰死」に出会う事も多い。 

また多死社会では「死に場所の不足」が大きな課題となっている。「住居、病状、介護などの条件

が揃えば最期は自宅で」と考える高齢者は多く、希望を叶える為には社会環境の整備と自宅での「看

取り」の選択肢がある事を、医療、福祉職は情報で伝える必要があろう。 

厚生労働省の推計によると、2025 年には団塊の世代がなら後期高齢者となり介護が必要となる時代

に入る。2025 年以降の死亡数のピークはその団塊の世代が亡くなる時代の死亡数が増えた時、現状

のままでは病院のベッド数はまったく足りなくなる。我が国の医療計画では、病床数が減少する事は

あっても増加する事はない為、2030 年には約 160 万人の死亡者の内、約 47 万人は死に場所が定ま

らず、看取りの場所がない「看取り難民」の大量発生185が予測されており、在宅でもない、病院でもな

い、地域にどう作って行くかという厳しい課題が突きつけられている。 

厚生労働省は増加する看取りの受け皿として医療機関の病床を増やす事ではなく「在宅」や「介護

施設」等での看取りを増やす事で対応していく方針を明確にしており、看取りを含めた在宅医療を行

う診療所等に大きな期待が寄せられている。近年の診療報酬、介護報酬改定に於いては、在宅や介護

施設での看取りの実施を報酬面で評価するようになっている。 

福祉は「幸せ」や「豊さ」を意味する言葉であり、全ての国民に最低限の幸福と社会的援助を提供

するという理念を指し、多くの高齢者が在宅で人生の終わりを過ごす事が望ましいと述べている。 

エンド・オブ・ライフケアの定義には、「その人が持つ価値体系を尊重し、能動的で共感的なアプ

ローチを必要とする為、スピリチュアルなケアや、個人の信仰や習慣にも気を配る必要がある」と記

されており、一般に人生の終末期の週単位、日単位、時間単位の時期を迎えている患者に対するケア

を指している。 

約 60%以上の国民は、終末期に於いても可能なかぎり療養場所として自宅を希望186しており、病

院で人生の終わりを過ごすよりも在宅で過ごすほうが身体的・精神的苦痛が少なく、最期を迎える場

としても望ましいと主張しており、今後、自宅や多様な施設等の住み慣れた場所で看取りを行ってい

く必要がある だろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
185 mediva-hhc.jp/clinic-service/index.html 
186 同上 
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第 2 部 沖縄におけるエンド・オブ・ライフケア  

第 1 部においては、ホスピス・緩和ケア、スピリチュアルケア、グリーフケア、エンド・オブ・

ライフケアについて見たが、それぞれの考察をもとに第 2 部においては第 1 章で、沖縄のユタと祖

先崇拝、第 2 章で、久高島における伝統的信仰、第 3 章で、特別養護老人ホーム｢しらゆりの園｣に

おける介護の取り組みを論じる。 

 

第 1章 沖縄のユタと祖先崇拝 

第 1 節 ユタとその役割 

ユタは古くから祖先崇拝の強い沖縄社会の中で民間信仰の担い手として存在してきた巫女である。

ユタについて事典等の説明を見ておこう。 

『沖縄大百科事典187』ではユタは、｢神がかりなどの状態で神霊や死霊など超自然的存在と直接に接

触・交流し、この過程で霊的能力を得て託宣（ハンジ）、卜宣、病気治療などを行う呪術・宗教的職

能者｣と定義されユタはこのような呪術・宗教的職能者として信仰されている。  

『沖縄の御願ことば辞典188』では、ユタとは｢占いをする巫女 （みこ）。神や霊に仕え、霊感を通し

て人に教えをする人で、神や精霊などと超自然的直接的な交渉（例えば口寄せなど）が出来る特殊な

能力を持つ人。｣となっている。広義にはノロやツカサ等と同じく｢神人（かみんちゅ）｣と呼ばれ、

これは創始者も教義も教団組織もない宗教とも言えよう。神に仕えるのは一般に女性と考えられてお

り、ユタもノロやツカサと同じく大多数が女性である。（男性のユタも存在する）。 

『暮らしの中の御願189』によればユタは、「沖縄県と鹿児島県奄美群島の民間霊媒師であり、霊感

を通して人に教えをする人で、超自然的存在と直接的な交渉（例えば口寄せなど）が出来る」。 

『沖縄の祖先祭祀190』によると、「ユタの主な役割は、死霊の慰撫あるいは供養・祖先のまつりに 

ついて指示し、依頼に応じてそれに関わる巫儀を取り行う事である。」と述べられている。 

『沖縄シャーマニズムの社会心理学的研究191くではユタとは、「沖縄本島を中心に奄美諸島から宮

古・八重山諸島にかけて活動し、祖先霊やカミと交流出来る特異な能力をもつと民間社会でみなされ

ている職能者の総称である。」と述べている。たんにユタを「カミンチュ」（神に仕える人）とか「ム

ヌシリ」（物知り）と呼ばれる事もある。かつて研究者や新聞はユタに「巫女」の字を当ててきたが、

近年は「シャ－マン」のカテゴリーにいれている。 

このようにユタは沖縄で現に活動している霊能者とされる人達で、沖縄の信仰においてユタはカミ

ングヮ（カミの子）或いはカミンチュ（神人）等とも呼ばれている。ユタはいわゆる霊能力者ではあ

るが迷信と考える者も多い。だが一般にユタの力は古くから広く信じられており、「凶事」に当たっ

た場合や「原因不明の病気」、「運勢を占いたい時」、「冠婚葬祭」の相談など、人が人知を超えると考

える問題を解決したい時に利用されている。 

ではユタは病気や不幸の原因についてどのように関わっているのだろうか（災因観）。社会心理学

                                                   
187 沖縄タイムス社『沖縄大百科事典』 
188 高橋恵子『沖縄の御願ことば辞典』ボーダーインク 2006 pp.171~172 
189 高橋恵子『暮らしの中の御願』ボーダーインク 2008 p.199 
190 平識令治『沖縄の祖先祭紀』,第一書房 1995  p.68 
191 大橋英寿『沖縄シャーマニズムの社会心理学的研究』弘文堂  1998 p.20 
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者の大橋192は、ユタの判断や解釈を求めてユタを訪れる相談者について人々は「ユタを買いに行く」

とか「習いに行く」と表現している。ユタを買いに行くのは、一家の主婦の役割で、嫁と姑が同居の

場合は姑や年配者が同行する。つまり「個人的な動機からだけでなく、親族集団における地位や役割

から固有の信念体系をユタと共有している」と述べている。 

例えば浜崎によればユタのアドバイスの内容としては次のようなものがある193。  

新年の初運勢（ハチウンチ）、祖先供養や祭祀関係、墓に関する問題、位牌継承の問題、マブイグ

ミ、マブイワカシ、ヌジファなど祈願関係、夢の分析・判断（吉凶）、家の新築・改築の是非や日取

りの判断、家庭内の不和などの問題、家族の健康・病気、結婚・離婚関係、商売や事業関係、農業関

係、漁業関係、旅行関係、紛失物関係など、特に病気や災難が生じた時の超自然的な原因の追究や死

者や祖霊からのメッセージを受け取り相談者に伝えるなど広範囲にわたっている。 

ユタは、ユタになる過程で指示を与えてくれた神霊をチジブン、チジガミ [守護神・指導神霊]等

とし、霊との接触によって客に対してハンジ[判示]等を行う。沖縄人（ウチナーンチュ）は、病気が

医療によって治らないとき等ユタに相談に行く事がある。特に原因不明の病気や、精神的に不安定な

患者に対し、医者がユタを勧める例もあり、沖縄県には古くから｢医者半分、ユタ半分｣という諺があ

り、この言い方が示すように特に医療によって治らない病状の場合には、ウチナンチュはユタに関わ

る事が少なからずある。あるユタは次のように述べている。｢やっぱり、自分なんかは病気の人に、

最初からカミゴトといわない。何かがあって病気になっているっていうとはわかっているけど、一応

病院に行ってきれいに検査して、病名がわかってはっきりしたら、病気のことは病院の先生に関わり

なさい。それであの病院、この病院行っても、体にどこも異常がないといって帰ってくる人にはこの

時は何か分かるものだけは手伝ってあげて拝みやってあげたりする194｣。 

上述の「ユタか医者か」に引き続き、主なものとして次の 4 つを順に見てみたい。195 

① ウグヮンブスク[御願不足196]と祖先からのシラシ [知らせ] 

 沖縄の民間信仰は、｢祖先崇拝｣がとても大切なものと強調している。病気や不幸の原因についても、

ファーフジ[祖先]との関係が大きな役割を果たしている。沖縄のユタなどの信仰においては、この世

とあの世に強い因果関係があると考えられている。子孫達のウグヮン[御願]が不足すると祖先の霊は、

ウグヮンや供養を求めてシラシ[知らせ]を子孫に送ってきて、これが病気や不幸のカタチで現われて

来る事があるのである。 

② マニカタ[真似型197] 

あるユタによると、人の特徴的な能力や性格や、祖先の持っていた症状の悪い性格・習慣もマニ 

カタ[真似型]の継承として宿命論的な意味が含まれており、ユタの説明によると、同じパターンが真

似され繰り返されると言う｢カルマ（業）198｣と言う概念を取り上げている。 

                                                   
192 同上 pp. 165～167 
193 浜崎盛康『ユタとスピリチュアルケア』ボーダーインク 2011 p.28 
194 同上 p.41 
195 同上 p.80 
196 同上 p.41 
197 大橋英寿『沖縄シャーマニズムの社会心理学的研究』弘文堂 1998 p.239。浜崎盛康『ユタとスピリチュアルア 

ボーダーインク 2011 p.44。 
198 同上 p.45 仏教で身[身体]・口[言葉]・意[心]の行為が未来の苦楽を招くという概念をユタ Iさんは取り上げている。  
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③ 霊的な場所199  

不幸な出来事や病気に関してもう一つ大切な要素が｢場所｣であり、｢場所｣は霊的・カミ的意味 

を持っている。そのような特定の場所のカミとして、例えばヒヌカン［火の神・竃のカミ］、フール

ヌカン［便所のカミ］、トチヌカン［土地のカミ］（地のカミ・ジーヌカン・ジーチヌカンとも言う）

がある。このような場所（土地）には何か霊力（セジ）200が宿っていると考えられている。 

カミンチュは、屋敷の儀式｢屋敷の御願（ヤシチヌウグヮン）｣に関わり、屋敷の大切な場所である

四隅（ユスン）、ヒヌカン、仏壇、トイレ、中柱に拝みを行い、共同体にとって大切な場所、例えば

井戸などにも行事を行う。あるユタは次のように述べている。｢土地はね……もともとこの土地は買

ったから〔といって〕この人のもんじゃないですよ。土地はカミ様のもの。……カミ様のウタキ（御

獄）があるわけさ。201｣。土地や屋敷に関する行事を怠るとトチヌカンを怒らせる原因になり、不幸

を引き起こす可能性があり、また屋敷を弱らせ、さまよう無縁仏が接近しやすくなり悪い影響の可能

性も出てくるとされる。その場所や建物の中に入る前に、そこのトチヌカン[土地のカミ]に感謝をし、

カミさまに対する祈願が十分に行われ、許しを得なければならないと強調している。 

 

④ 位牌の後継202 

 祖先を大切にすることは位牌の継承にも表れている。トートーメー[位牌
イフエー

]の後継ぎに関しては沖縄

では長男による後継ぎを大原則とし、そこからいろいろ厳しい規則もある。 

あるユタは次のように述べている。「祖先崇拝だからね沖縄は。だから祖先を一番大切にする。世

界で一番だ筈よ、沖縄の場合は。だから沖縄ではもうこの仏壇の後継ぐのは必ず長男。」多くの場合

に、ユタは男性・長男が位牌を継ぐべきとするこの考え方とそれに関するタブーを強調する。位牌の

後継者は男性で、同じ親族の人で長男であることが理想的であるが、長男が亡くなった場合や息子が

いない場合、男性の親族（亡くなった長男の次弟の次男など）が養子として位牌を継ぐことになる。 

ただ位牌の後継についての規則は地域によって違いがあり、例えば民俗学者の桜井徳太郎が指摘す

るように宮古では位牌の後継制度では養子が継承しても良く、日本本土との類似点を持っている203。 

従って位牌の後継の規則を守ることはそのような災いから身を守るという意味合いも持っており、

位牌継承に関する「知識の維持者」の役割を持つユタは、位牌の後継についての相談も受けている。 

 

第 2 節 沖縄の民間信仰（祖先崇拝）と福祉施設における事例  

 ここでは沖縄文化における独自の信仰を基軸として福祉の現場に於いて特にトートーメーの問題

が関係した事例について考察する。 

福祉に於いても沖縄の民間信仰を考慮に入れたケアが必要な場合がある事を確認したい。この事例は、

A 介護老人福祉施設に入所した 80 歳代女性のケースである204。 

                                                   
199  同上 p.45 
200  同上 p.61 セジはカミ的霊力で人・土地や物に憑くとされる。 
201 同上 p.46  
202  同上 p.47  
203 同上 p.48。 桜井徳太郎『沖縄のシャマニズム－民間巫女の生態と機能－』弘文堂 1973 
204  以下の事例報告は福祉専門学校のＳ先生への半定型聞き取りによるものである。聞き取りは 2012 年（平成 24

年）11 月 18 日（金）、法文学部 501 研究室において行い IC レコーダーに録音した。 
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１）M 子さんのプロフィール 

M 子さんは A 介護老人福祉施設に入所した 80 歳代の女性で、中ムートゥ家205であり、大きいグ

ヮンス206を持っていた。しかしそのグァンスを M 子さんとその次男が某宗教団体と一緒に海に捨て

てしまった事に罪の意識を感じていた。M 子さんは祖先の位牌を処分し某宗教団体の信仰を受け入

れたものの、その事が本人を苦しめ続けていた。 

２）M 子さんの入所時の状況 

Ｍ子さんは 80 歳代になって A 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）へ入所（19XX 年）する

事になった。当時、M 子さんは非常に気難しい人で施設職員達は｢どうしてこう気難しい人なのだ｣

と思っていた。ソーシャルワーカー（以後 Sw）が色々な話を聞いていく内に心に重荷を背負ってい

る事が判って来た。入団当時、M 子さんは非常に生活が貧しく、そういう状況を見て某宗教団体が

勧誘し始め、本人も縋るように入信した。M 子さんは中ムートゥ家であるにも関わらず、グァンス

は団体の手によって処分されてしまった。グァンスを海に捨ててしまった事は、罪の意識として本人

を苦しめていたのである。M 子さんによると、｢自分がそのような事をしたから 2 人の息子にバチが

当たった｣、｢全部そこから来ている｣と話し始めた。そのバチとは、息子が 2 人とも結婚できない事、

仕事に就けない事、M 子さんとの中が上手くいっていない事、長男が神ダーリ207に襲われ、精神病

院に入院している事等である。この事が根本にある為、常に落ち着かず入所中の人間関係も上手くい

っていなかった。M 子さんは、祖先崇拝に関わるスピリチュアルペインを人知れず抱えていたので

ある。 

３）某宗教団体への仏壇返却と新しいトートーメー 

そこでSwは、気難しくホーム内でも他を寄せ付けない浮いた存在のM子さんに改めて質問した。 

Sw：「それでおばあちゃんはどうしたいの。」 

M 子：「先祖に対して申し訳ない、出来たら直接に某宗教団体の仏壇を返しに行きたいが、人の話で

は中々引き取らないと聞くので、どうしたらいいのか悩んでいる。」 

Sw：「今、M 子さんがこんな気持ちになったのだから 80 も過ぎている事だし、しかし、永年 M 子

さんの心を支えてくれたのだから、M 子さんが良ければ少しだけお金を包んで｢ありがとう｣と言っ

てお返ししてはどうですか……きちんと正面玄関から返しに行きましょう。私も一緒に行きますか

ら。」その後二人は某宗教団体へと出かけて行って次のように話した。 

Sw：「M 子さんは現在ホームに入所中でもあり、この後きちんと拝みが出来ないと心配しています

……本日は有り難う御座いましたという気持ちでお返しに来ました。」すると某宗教団体はスムーズ

に仏壇を受け取ってくれた。仏壇を返した事は M 子さんのスピリチュアルペインの緩和に繋がり、

M 子さんの心の重荷や負担となっていたものが軽減し、安心したのか表情も柔和になっていった。 

暫らくした後、ムンチュー（門中）の人が訪れ、｢もう一度トートーメーを起こしたいので、責め

ないからそれについて協力してほしい｣と相談された。長男がアパートで見ると言う事で M 子さんは

トートーメーを新しく仕立て、このようにしてこの問題は解決されたのである。 

                                                   
205 ナカムートゥ（中元屋）とは、おおよそ 7 代位遡った本家。高橋恵子『沖縄の御願ことば辞典』p.44。 

大橋英寿『沖縄シャーマニズムの社会心理学的研究』p.244。 
206 同上 p.37。その家の初代の祖、死んだ人の仏名や俗名を書いて祀った位牌。 
207 浜崎盛康編著『ユタとスピリチュアルケア』p.19。 
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４）福祉のケアとスピリチュアルケア  

以上見たように、Sw は最初、｢M 子さんは何故こんなに人を受け入れないのだろう｣と思っていた

がその意味がフッと解けた。それらの問題が十数年間も心に引っかかっており、心の痛みが長い年月

続いていたのである。M 子さんは「グァンスを海に捨ててしまった」事で、「罪の意識」と「バチが

当たった」というスピリチュアルペインが出現していた。様々な思いや感情等｢心の中の鎧｣が、罪深

さといった罪責感として自分自身を雁字搦めにしていた。M 子さんは十数年もの長い年月、子供達

やムンチューからも見放され、自己逃避し、一人孤立して暮らして来たのである。 

ここで施設側の対応を振り返ってみると、スタッフは M 子さんがたった一人で十数年抱え込み、

タブーとして触れずに生きて来た｢罪責感｣への心情を配慮しつつ、Sw が中心となり、傾聴という共

感的な態度で接し、M 子さんのありのままを肯定的に受け止め、気持ちに寄り添うケアを行った事

から切り口が見つかって来た。Sw のケアによって、M 子さんの長く続いていたスピリチュアルペイ

ンに整理がついて行き、ホームでの生活も次第に安定して来た。福祉スタッフも全員、M 子さんの

訴えに耳を傾け、スピリチュアルペインを含むこころの｢痛み｣に対応して来た。M 子さんの抱えて

いたスピリチュアルペインは、「生活介護」というケアスタッフの姿勢によって見事に解消された。 

福祉介護のサービスメニューにはなく点数化もされないが、高齢者の場合は見えないスピリチュア

ルケアが必要な場合があり、標準的なケア、限られた手順のケアのみを行っていると洩れ落ちの場合

があり、そこで地域独特の文化を考慮に入れた福祉の視点が必要となって来る。実際それが介護の現

場ではどうなっているのかである。特に沖縄には地域独特の文化と福祉の視点が必要になって来る。

人生の終わりの時期に心残りを沢山抱えながら暮しているお年寄は心の痛みを持っている場合が多

く、其々の信仰や地域独特の生活習慣にも気を配る視点が必要になる場合もある。  

福祉は人の一生と関わりを持つが、人間のスピリチュアルな側面へのアプローチは、利用者と家族

の全人的ケアにおいて重要な要素であり、介護保険の限られた土俵の中でも、生活支援である｢寄り

添う介護のケア｣が必要になってくる。しかし、現実の介護現場としては難しく、全体的に介護者も

段々と若くなり、沖縄の精神文化的なものを学ぶ機会が少なくなって来ているのが現実である。介護

の真の役割とは、日々の生活の中に於ける、目には見えない安定と安寧を確実に提供すると言う事で

ある。そこまで行かないと高齢者は心を開かない。 

このケースは、沖縄の民間信仰、一般的に言えば、地域独自の信仰や文化への配慮を伴った「寄り

添う福祉の介護」によって、スピリチュアルケアがなされた事例である。 

 

第 3 節 人生の終末期に於ける看取り－特別養護老人ホームの事例－ 

 次に実際に久高島と、｢しらゆりの園」（南城市知念）の調査とその考察に入る前に、ここで一般的

な「終末期における看取り」の実例を一つ見ておきたい。 

このケースは沖縄の民間信仰が絡む訳ではないが、病院以外の｢介護老人福祉施設｣という福祉実践の

場に於いて、人生の終末期の看取り（老々介護）がシフトされた 1 事例である208。 

 

                                                   
208 以下の事例報告は、福祉専門学校のＳ先生への聞き取りによるものである。聞き取りは 2012 年（平成 24 年）11

月 18 日（金））、法文学部 501 研究室において行い、IC レコーダーに録音した。 
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K 子さんのプロフィール（B 特別養護老人ホーム入所中）  

辻の郭（遊郭）で一人暮しを続けて来た K 子さんは、子供に恵まれず S 子さんを養女にして 2 人

で生活を送って来たが、90 歳代の K 子さんは 70 歳近くになる娘の S 子さんを一人残していく事に

不安を抱きながらも、自ら人生の締め括り方を考え「終の棲家」として、介護老人福祉施設（以下 

「特養ホーム」と略す）を選び、（19YY 年）に入所した。 

1 ）いのちに寄り添うケア  

  K 子さんは老衰のため殆ど寝たきり状態ではあるが安定した状態で日々を送っている。養女の S

子さんは、ほぼ毎日面会に訪れ医療施設では到底叶える事が出来ない「手作りの特別食｣を毎日差し

入れていた。養女の S 子さんは K 子さんに最期まで悔いの残らない人生を送らせたかった。 

 別れが近づいて来た約１ヶ月間は養女の S 子さんも毎日ホームに泊まり込み、気持ちを整理しつ

つＫ子さんとの別れの準備を始めていた。しかし K 子さんの死期が近づいている事が現実になり始

めると、養女の S 子さんはこれまでに経験した事のない不安な気持ちに陥り、人生において避ける

事の出来ない死別の状況に対し心の準備を始めようとはするが、この問題を直視する事が出来ず嘆き

悲しんでいた。これは第 1 部、3 章のグリーフケアで記述した「予期悲嘆」である。養女の S 子さん

には別れを連想させる深い苦悩がある。 

しかし、S 子さんなりに、K 子さんと共に残された時間をどう過ごすかを懸命に考えようとしてい

るのではないだろうか。ここでスタッフのサポートが重要になって来るが、やがて訪れる K 子さん

の死を養女の S 子さんが受容出来るように援助する事はそれ程容易な事ではなく、心のケアを行う

際にはやはり戸惑う事が多かった。スタッフがいくら努力しても K 子さんの死が受け入れられるか

どうかは、養女の S 子さんと K 子さんの最期の日々の過ごし方に大きく関係する。                                                                                               

終末期ケアに於いては K 子さんの死が近づくと家族のケアが中心となり、スタッフは間もなく K 子

さんに訪れようとしている死へのステージがどのように変化して行くのかを養女の理解度を確認し

つつ、今後予想される症状や急変の可能性等について予め説明を行った。人がどのように亡くなって

行くかという事は、遺される者の記憶の中に留まり決して忘れる事は出来ない。危篤時の数時間に起

こった事が、遺される者にとってはかけがえのない「心の癒し」にも「悲嘆の回復の妨げ」にもなる。 

K 子さんの最期は施設スタッフの理解と温かい協力のもとで援助がなされ、養女の S 子さんは K

子さんの側に寄り添い、親子だけの悔いを残さない時を過ごした。K 子さんが旅立つ臨終の時、養女

の S 子さんはスタッフと共に母の死に立ち会い看取る事が出来た。施設の職員達に見送られ K 子さ

んは養女の S 子さんに付添われて、特養ホームの正面玄関から自宅へと戻って行かれた。 

ここでは人生の最終章を生きた K 子さんの特養ホームでの援助として、終末期のケアやスピリチ

ュアルな側面に注目した全人的ケアについて述べた。本来的には慣れ親しんだ自宅で最期を迎えたい

と希望する高齢者は多いが終の棲家を特養ホームに決め、その正面玄関から自宅へと戻って行かれた

という K 子さんの事例に象徴される、「死の捉え方」について考察を加えた。K 子さんと養女の S 子

さんの場合は施設スタッフの支援のもとで K 子さんのいのちに寄り添う介護が行われた特養ホーム

におけるケースだと言えるだろう。 

又、K 子さんの事例は 90 歳を過ぎた高齢者が亡くなると言う、日本中の特養ホームで繰り返され

ている日常のごく有り触れたケースであるが、養女の S 子さんも恐らく時間をかけて施設への入所

を受け入れ、K 子さんの死を看取る覚悟を決めたと考える事が出来る。 
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第 4 章でも述べた通り｢エンド・オブ・ライフケア｣と｢スピリチュアルケア｣は、ケアを提供する

上で大変重要な要因であり、ただ単に痛みを和らげ緩和を中心とした、狭義のペインコントロールの

みに留まらず、心や魂の安らぎを与える全人的ケアが求められている。養女の S 子さんにも母親の

死が避けられなくなる時期（死別）から深い悲しみの感情「グリーフ（grief）」が心を支配し、悲哀

の心が重く圧し掛かっていた訳である。 

グリーフケアは、第 3 章でも述べたように他者の死を扱うものであり、人間が社会的存在である

限り、自己にとって意味のある重要な他者を喪失する事は大きな痛みを伴う事であり、スピリチュア

ルペインを喚起させる要因ともなり得る。 

K 子さんの晩年期は特養ホームに於けるスタッフの積極的な協力のもと、心身両面からの終末期ケ

アを受けられたケースであり、利用者とその家族、介護スタッフは命の尊厳を共に感じ合いつつ成長

し合う関係性にあり、K 子さんの死によって引き裂かれようとしている養女の気持ちに寄り添いなが

ら、また娘一人を残して行く K 子さんの不安と残される養女の S 子さんへの支援も含め、悔いの残

らない施設に於けるケアが行われた。このケースは穏やかに死に逝く人と、遺される人を温かく見守

る関係性こそが福祉におけるスピリチュアルケアである事を示している。 

終末期ケアは、人の死という領域と隣り合わせにある微妙な分野である。残された人生の終章を有

意義に過ごし、K 子さんは養女の S 子さんに付き添われながら「ホームの正面玄関」から自宅へと

戻って行かれた。 

終末期の B 特別養護老人ホームに於けるこのケースは、沖縄の民間信仰が絡む訳ではないが沖縄

の介護福祉施設に於けるスピリチュアルケアが行われた事例であると言えよう。 

 

2 ）特別養護老人ホームに求められるニーズ  

我が国では要介護状態を経て終末期に至る後期高齢者の数が増え続け、終末期のケアマネジメント

や連携チームの重要性が増すものと予想される。生老病死は不可避のものでもあり、特に老いを生き

る高齢者にとっては日々の生活の中で死に関わる苦難に直面し易くなる。 

超高齢化が一層進む我が国では、2013 年（平成 25）年、厚生労働省の人口動態統計209によると、

年間死亡者数は 111 万 0677 人であり、今後約 30 年間で現在の 1.5 倍に増加する「多死社会｣になる

と予測されている。2040 年頃にピークを迎える多死社会は、現役の 40～60 歳代が人生の終末期に

直面する介護の問題でもある。 

今後ホスピス・緩和ケアや在宅ケアの専門職、多職種による連携チーム、ボランティアなどチーム

による「社会的介護サービス」へのニーズは高まるばかりである。ケアに於けるプログラムレベルの

課題として見ても、① 病院以外のホスピス・在宅ケア、② 介護老人福祉施設におけるケア、③ 居

宅での安らかな看取りの緩和ケアなどが必要となって来る。更に高齢者の選択する「在宅」か「施設」

かの選択肢の問題は、やがて｢終の棲家｣を何処に決めるかと言う希望に沿う為の問題に行きつく。 

厚生労働省は 2014 年（平成 26 年）3 月、特養ホームに入所出来ていない高齢者が、2013 年度（平

                                                   
209 2013 年の年間死亡者数は 111 万 0677 人で、３大死因は第一位悪性新生物が 36 万 0790 人、第二位、心疾患 19

万 8622 人、第三位、肺炎 12 万 3818 人、第四位、脳血管疾患が 12 万 1505 人となっており、三疾患で約 60％を

占めている。 
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成 25 年）は 52 万 2000 人210（4 年間で 10 万人増）に上るとの調査結果を発表した。国は要介護者

が増加する中、膨らむ医療費等の公的支出を抑制、削減する為、特養ホーム建設への国庫補助の廃止

（一般財源化）や施設費への国の負担を削減する等、特養ホームの増設を抑制する政策を続けて来た。  

介護保険制度開始の 2000 年（平成 12 年）と 2013 年（平成 25 年）を比較すると、民間営利企業

が参入する有料老人ホームの定員数が 9 倍以上に増えたのに対し、特養ホームの増加は 1.7 倍に留ま

った。高額な入居費用がかかる有料老人ホームに、果たしてどれだけの高齢者が入居可能だろうか。 

更に 2015 年（平成 27 年 4 月）より新規の特養ホーム入所対象者を原則、「要介護 3 以上」に限定

する事は、国民の願いに真っ向から反すると考えられる。 

2014 年（平成 26 年 1 月）、鹿児島県社会福祉協議会は、「特別養護老人ホーム（特養）」の待機者

のニーズ調査を行った211。これによると特養ホーム待機者の施設入居へのニーズの高さが目立つ。 

特養ホーム待機者数には、①「身体機能の重度化」、②「医療ニーズの増大」、③「家族介護機能の

低下」等が重なり、在宅生活が困難となった高齢者が多いと言われている。国は「地域包括ケアシス

テムの構築212」に向け、住み慣れた地域を中心としたサービス及び社会資源を活用しながら暮らし

続けるという仕組みを目指している。     

近年では「有料老人ホーム213」、「サービス付高齢者住宅214」、「定期巡回随時対応型訪問介護看護215」

等の創設で住居を基本としたサービスを活用した環境整備も急激に進んできた。 

待機者の多くは本音では自宅での生活を望んでいても実際は、① 超高齢である、② 認知症及び疾

患等、自立度の低下、③ 介護者の不在、④ 医療的処置、⑤ 専門職によるケアの必要性等の理由に

より、在宅生活が困難な現状を踏まえた上で、特養ホームの入所によって終末期ケアを含む個別ニー

ズに応じたケアを求めている事が明らかになった。 

生涯を自宅で暮らし続ける事は多くの高齢者の願いであろう。勿論待機者が積極的に特養ホーム入

所を希望しているとは考え難いが自らの生活環境を冷静に捉え、自宅での生活が困難となった事を理

解し、①～⑤の状況が見られた時には、我が国の介護システムの中では特養ホームがその居場所であ

る終の棲家として選択される事は現段階では必然の結果と言えよう。従って特養ホームに於いても第

2 節、第 3 節の事例で見たように老齢者の来たるべき日迄のケアに携わる者は個々人のニーズに対応

する為の「傾聴」及び「寄り添う介護」等の支援を試みつつ「スピリチュアルケア」や更に「グリー

フケア」を意識した、精神的・スピリチュアルなケアを提供する必要があると考えられるのである。 

                                                   
210 www.nikkei.com > 速報 > 社会 
211 www.kanoya-choujuen.jp 
212

 www.mhlw.go.jp > ... > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 
213 www.yurokyo.or.jp/。 全国有料老人ホーム協会は、有料老人ホーム利用者の保護と、事業者の健全な発展を図る

ことを目的に設立された厚生労働大臣許可の公益社団法人。 
214 www.koujuuzai.or.jp/html/page07_02_09.html。サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者の暮らしを支援する

サービスの付いたバリアフリー住宅です。 国土交通省・厚生労働省の「高齢者住まい法」により創設された登録

制度で、都道府県・政令市・中核市の窓口で事業者が登録し、家賃サービスなど住宅に関する情報が公開される。 
214 www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001plgp.../2r9852000001pliw.pd。重度者を始めとした要介護高齢者の在

宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的に、又は其々が密接に連携しながら、

定期巡回訪問と随時の対応を行う、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」を創設（平成 24 年 4 月）。 

 

http://www.nikkei.com/news/category/
http://www.nikkei.com/news/category/national/
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/index.html
http://www.yurokyo.or.jp/
http://www.koujuuzai.or.jp/html/page07_02_09.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001plgp.../2r9852000001pliw.pd
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第 2 章 久高島における福祉と伝統的行事 

第 1 節 久高島と変遷する福祉の現状   

沖縄では本土とは異質の信仰と暮らしが結び付いており、豊富な祭祀儀礼が取り行われて来た。 

『沖縄シャーマニズムの社会心理学的研究216』によると集落には多くの場合、ウタキ（御嶽）217と

呼ばれる聖域がみられる。古くから祖先祭祀と御嶽信仰を主な内容とする独特の信仰が、時代と共に

変化しつつあるものの、それらの祭祀に関わる種々の行事は沖縄社会に深く根を下ろし、長年の間沖

縄の人の精神的支柱としての役割を果たしてきた。このように固有の信仰を持っている沖縄では、神

聖であるとされる拝所も数多くある。近年沖縄では、歴史や文化に人々の関心が高まり 2000 年のグ

スク関連遺産の世界遺産登録に見られるように伝統的からな文化が見直され再評価されている。 

また、琉球神話において、開闢の神アマミキョとシネリキョが作ったとされる 7 つの御嶽の中で

最も重要視され、近年世界遺産に登録された斎場御嶽218も南城市に位置し、その他にも数多くの聖

域を南城市は有している。古く｢太陽が穴｣219に隣接するという沖縄県南城市の大里、佐敷、知念、

玉城の 4 町村を東四間切または東方と称され、沖縄民族の始祖の渡来地として五穀の発祥、太陽神

信仰と密接な地域として巡拝されている。 

平成 18 年 1 月 1 日の４町村合併の背景には、このような聖域で纏まろうという側面もあった220。

そのような中で、沖縄の離島である久高島はこの合併により南城市の一部となった。久高島は神話や

多くの祭祀行事等により｢神の島｣と呼ばれ神聖視されており、沖縄独自信仰の中心となっている場所

である。反面、「神の島」と言われた聖地久高島における高齢化率（65 歳以上の高齢者が人口に占め

る割合）は、島の人口 255 名に対して 102 名（40％）と高く、超高齢化の波が押し寄せている。人

口規模の小さい島嶼社会という社会的条件は有人離島である久高島の深刻な現況として、保健医療福

祉サービスの基盤整備は乏しい。 

厚生労働省は高齢者が尊厳を保ちながら暮らし続ける事が出来る社会の実現を目指して高齢者が、

介護が必要になっても住み慣れた地域や住まいで尊厳ある自立した生活を送る事が出来るよう、質の

高い保健医療・福祉サービスの確保、将来にわたって安定した介護保険制度の確立などに取り組んで

いる。国の介護保険法施行に伴い、久高島に住む高齢者も介護保険の自由な選択により、権利として

介護サービス利用が可能となった。福祉サービス基盤の遅れた久高島でも多くの高齢者が暮らしてい

る。要介護認定者の為の介護サービスの基盤整備に重点が置かれているものの、規模の小さな久高島

                                                   
216 大橋英寿『沖縄シャーマニズムの社会心理学的研究』p.23。 
217 ウタキとは｢沖縄全域にみられる村落祭祀の中核となる聖域」の総称で、ウガン、ムイ、ウタキ、オン、ワン、ワ

ーとも呼ばれる。渡邊欣雄他編『沖縄民俗辞典』吉川弘文館 2008 p.49）。｢ウタキ（御嶽）とは、おがみ山・

ムイ・グスク・ウガンなどと呼ばれる聖地の総称｣（『沖縄百科辞典』沖縄タイムス社 1983 p.294。佐々木宏幹他

監修『日本民俗宗教辞典』東京堂出版 2000 p.47 では、｢沖縄県地方で神社の前身・先輩と言われ、鳥居も社も見

当たらない鬱蒼と樹林茂った岩石地の聖地。大きく分けて 2 つあり、1 つは村落創建の祖先達が神となっている祖

霊神のいる御嶽。他の 1 つはニライカナイから神を招請し祀った御嶽である。｣と述べられている。 
218 比嘉朝進著『沖縄拝所巡り 300』沖縄出版社 2005 p.81  斎場御嶽は、沖縄隋一の聖地、琉球で最も権威の高い

御嶽。面積は 15,000 坪。沖縄の始祖、アマミキョとシネリキョが造った。神名は｢君ガ獄主ガ獄御イベ｣。   
219 www.ugwan.com/?tag=太陽が穴 
220 http://www.city.nanjo.okinawa.jp/（2008/1/10）。南城市のホームページの中で合併の経緯として佐敷町、知念村、

玉城村、大里村は平成 17 年１月 25 日に歴史・文化・生活圏などの面で密接な繋がりを持ち、地理的にも隣接し

ており一体的な行政施策の展開による沖縄本島南部の中核を担う街づくりが可能なことから任意協議会を設立し、

同年２月 28 日、協定項目及び事務事業の調整を行い、平成 18 年１月１日に南城市の誕生となった。 

http://www.city.nanjo.okinawa.jp/(2008/1/10)
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では介護保険料を支払っても入所型の介護施設はなく介護サービスは絵に描いた餅である。 

島に住むお年寄たちは訪問介護と通所リハビリ(島外施設)等を利用している程度で、在宅サービス

の基盤整備も遅れており、家族介護が困難となり要介護状態になった高齢者の場合、サービスを提供

する事業所がなく深刻な状況となっている。久高島にあっては「保険あってサービスなし」の事態が

既に生じており、日常的に在宅サービスが利用出来る場所に比べると非常に不利である事は否めない。  

島内に特別養護老人ホームを建設しょうにも 30 人の定員が必要とされる221為、人口の少ない久高

島では建設する事が不可能（事業規模が困難）とされている。島のお年寄りたちは、後で見るように

要介護状態になった時は、在宅介護サービスを受けて島内で生きると言う選択肢を望んでいる。 

しかし、老齢化し、一人で暮らせなくなり介護が必要になった高齢者は介護不足等の理由により、

生活していた久高島を離れ必然的に島外の病院への入院や、施設（老人ホーム・介護施設）222へ入

所せざるを得ない。 

一度入所すると地理的特徴からして家族や友人との面会も減少し、再び生まれた島に帰る事もなく、

人生の最期を島外の施設で孤独に過ごす高齢者が少なくないようである。 

島を離れた施設入所高齢者の殆どは「生まれた島で人生の最期を迎えたい」と帰郷を強く希望して

いる。島嶼部にこそ、ずっと島で暮らし続けたいと言う高齢者のニーズがある。 

お年寄り達は常々、老人ホームに入所する事を「連れていかれる」と表現する。これは久高島に住

む高齢者達の厳しい現実に対する複合したスピリチュアルペインだと考えられる。 

島の福祉の現状については第 2 節で詳細に論じる。 

            

2－1－1  久高島の概況  

久高島は、沖縄本島南部東海岸の斎場御嶽東方 5.3km の海上に浮かぶ面積 1,37 平方 km、周囲

7.75km の隆起珊瑚礁の小島であり、琉球開闢の始祖アマミキョ来臨の島であり223、五穀発祥の地と

されている。古くから琉球王朝の聖地として知られており、歴代の琉球国王は 1673 年から祭官の下

庫裡当が派遣され代参に当たるまで、1 年おきの 2 月ミシキョマに聞得大君、雲上司按司らを伴い、

与那原の浜より渡り久高島での参拝を欠かす事はなかった224。ノロ制度やイザイホーなど民俗学的

にも貴重な島とされ、神話や多くの神秘的な祭祀行事が残っており｢神の島｣として崇敬を集める霊地

で、今も数多くの祭祀が受け継がれており沖縄における独自信仰の中心となっている場所である。  

久高島へは南城市安座真港より高速船で15分、フェリーで20分の位置にあり共に1日3往復運航し

ている。次にライフラインを見てみると、1975（昭和50）年に電気が点き、次いで1978（昭和53）

年に水道が敷設、水源は沖縄本島からの海底送水により全島の各家庭に水道が敷設された。屎尿処理

の状況は、2007（平成19）年より水洗式となっている。2012（平成24）年の加入電話数は85台、内

公衆電話1台である。2014（平成26）年1月31日の南城市役所・市民課の調査によると久高島の人口

                                                   
221 永井彰「沖縄島嶼部における地域ケアシステム構築の現状と課題」（東北大学大学院文学研究科東北文化研究室）2010 

pp. 1~15。山縣文治、柏女霊峰著『社会福祉用語辞典』ミネルヴァ書房 2002 p.265。 

平成 24 年度、日本高齢社会白書によると、2011 年 10 月 1 日現在の高齢化率は 23，3％。    
222 allabout.co.jp > All About > 健康・医療 > 治療・介護 

主に民間事業者が運営する「有料老人ホーム」や「サービス付き高齢者向け住宅」、社会福祉法人や 民間事業者等が運

営する「地域密着型施設」や「軽費老人ホーム」、医療法人・社会福祉法人等が運営する「介護保険施設」がある。 
223 桜井満著『久高島の祭りと伝承-古典と民俗学叢書-15』桜楓社  平成 3 年 p.7 
224 湧上元雄、大城秀子共著『沖縄の聖地－拝所と御願－』むぎ社 2010  p. 55 

http://allabout.co.jp/
http://allabout.co.jp/r_health/
http://allabout.co.jp/treatment/
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は269名、男性が139名、女性が130名である。65歳以上の高齢者が94名、内男性が37名、女性が57

名である。島嶼別住民基本台帳の結果では1978（昭和53）年の人口は370人であり過疎化が進んでい

る事が理解出来る。家屋も過疎化につれ空き家、廃屋が増加している。2008（平成20）年度、5月現

在の学校生徒数は小学校19名、中学校は生徒数21名の計40名である。次に、島の主な産業となって

いる観光業について見てみると島の宿泊施設は2008（平成20）年現在ホテルが1施設で収容人数が28

人、民宿が４軒で収容人数が57人となっている。観光客入り込み数は1975（昭和50）年に2,000人で

あったのが、2007（平成19）年度は32,840人と大幅に増加している。島の生業の変化もこれまでウ

ニ、スク、モズク養殖など試行錯誤を続けており、ここ数年は海ブドウの養殖を始めている。 

久高島に今もこれだけの自然と文化が残っているのは、｢総有制（地割性）｣という制度によって、

島外者などに対する土地の流出を防ぎ島としての地域共同体を維持しているからでもある。久高島で

は個人が土地を所有するという概念はなく、｢土地の所有権を認めず使用権のみを与える｣と言う土地

の管理権は集落（区）である字久高の土地管理委員会にあり私有地を認めない土地総有制度、｢久高

島土地憲章｣（1989年策定）と言う自治憲章として現代に至っている225。 

 

2－1－2 久高島の伝統的行事及び祭祀 

久高島は、琉球開闢の祖神が降り立った島として首里王府から位置づけられ、女性神職者による祭

祀制度を維持しておりそれが母性原理の祭祀世界を今日まで残し、精神文化の祖型が保持されている。

数々の神話が残っている久高島は、ニライカナイにつながる聖地として｢神の島｣という名のもとに、

沖縄において宗教的に特別な意味を持っている。既に述べたように、沖縄随一の霊地である斎場御嶽

も久高島を望む構図となっている。 

島内にはこれらの御嶽の他にも殿、拝泉・井泉などの聖域が散在しており、中でも島中央部にある

クボー御嶽は久高島第一の聖域であり男子禁制である。 

久高島と言うと｢イザイホーの島｣と言われる程、久高島の数ある祭祀の中でもイザイホーは有名で

ある。イザイホーの語意には定説はない。ではイザイホーの本義226は何であろうか。ここでは湧上

元雄と大城學の著書を主に参考にして、イザイホーについて簡単に見ておきたい。 

久高島では、島で生まれ育った一定年齢（丑年の 30 歳から寅年の 41 歳迄）の女性がノロを頂点

とする祭祀集団に加入し、全員神女となり、クニガミ227以外は 70 歳で神女の座を退く。イザイホー

はこの神職者の就任式であり、12 年ごとの午年、旧暦 11 月 15 日の満月から 18 日迄の４日間にわ

たって行われる伝統行事である。 

イザイホーでは島で生まれ育った女性が祖母の霊力を受け継ぎ、島の祭祀組織に加入する成巫式と

されているのである。その為に、まず祖先神の霊魂を頂き｢7 つ橋わたり｣、｢7 つ家籠り｣等の儀礼を

通過し、久高根人の朱付によって太陽神の霊力を、外間ノロのスジ付けによって月神のセジを賜り、

よりセジを充実させると同時に祭祀集団に加入することが認められる。 

初日に行われる祭事は｢夕神遊び｣である。30 歳から 41 歳迄のナンチュが 7 回にわたって｢7 つ橋｣

                                                   
225 沖縄県企画部地域離島課 http //www. 3.pref.okinawa.jp.（2012/05/31） 
226 大城學編著『沖縄久高島のイザイホー』砂子屋書房 1993 p87. 
227 八人の神役（外間ノロ、久高ノロ、外間根神，久高根神、外間掟神、久高掟神、外間根人、久高根人）のこと。 

同上 p.87 

http://www.prefu.okinawa.jp.chiki.ritou/simajima/kudaka.maino.htm（2012/5
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と｢神アシャギ｣を往復する。その間の集団の動きと｢エーファイ、エーファイ｣の激しい掛け声の連呼

と手拍子で大地を叩きつけるように足早に神女たちが駆け込んでくる時、一瞬にして御殿庭
ウドゥンミヤー

前の広

場は、厳粛な霊場に変わる。その様相は神のセジが乗り移ったかのような凄まじい迫力に満ちている

と言われている228。7 つ橋渡りを終えると、女性達はその晩から 3 日間、神アシャギ裏に造られたイ

ザイ山の｢7 つ家｣に山籠もりする。 

2 日目には｢髪垂れ遊び｣という神事が行われる。これは無限の信仰と服従を示すものと言われる。

｢7 つ家｣に籠もったナンチュ達はみな、垂れ髪にして御殿庭に出てくる。三重の円をつくり、円陣が 

整い神歌
ティルル

の唱和も終わると、ただちにエーファイ、エーファイの連呼に変わり、足早に輪の形で七回

まわり、7 つ家に入っていく。 

3 日目には｢花さし遊び｣が行われる。この日のナンチュは白鉢巻きをしめて、イザイ花という造花

を前髪にさす。根人から額と両頬に朱ちき遊びという神女となった証印儀式をうける. 

4 日目には｢アリクヤーの綱引き｣、｢ナンチュの家マワリ｣、｢桶まわり｣の儀式が行われる。綱引き

が終わると外間ノロと久高ノロに率いられ、2 列になったナンチュ達がイザイ山にあらわれ｢ナンチ

ュの家まわり｣の儀式を行う。家には、表座敷に男兄弟がいてナンチュを迎えいれる。桶まわり儀式

はイザイホー神事の最後の祭祀で、外間殿と御殿庭で行われる。最後は、祭祀終了祝いのカチャーシ

ーなどが神アシャギの前で賑やかに踊りながら、神酒を飲んでイザイホーが無事終了したことを祝う。 

イザイホーが日本民俗学にとっても貴重な祭祀であったのは周知の事実であり、学問的に重要視さ

れている点は、「島の女性全員が神事に参加する」という古い形式だと言われている。イザイホーの

歴史は古く、約 500 年前に｢ノロ制度｣が施行された時に神職者組織を編成するため、行われるよう

になったと言われている229。しかし、イザイホーに参加できるのは久高島出身で島の男性に嫁いだ

女性というしきたりにより、1978 年（昭和 53 年）は該当者が僅か 8 名であり、1990 年（平成 2 年）、

同 2002 年（平成 14 年）にはついに該当者がいなくなった。 

12 年毎に行われてきたイザイホーは、往古の祭祀を彷彿とさせる行事とみなされて、長らく注目を

浴びて来たが 1978 年（昭和 53 年）を最後に中断してしまい以後行われていない。 

 

2－1－3 イザイホー消滅の経緯 

齋藤ミチ子230によれば、久高島の古代信仰である厳粛で神秘的な儀式、イザイホーが消滅した経

緯は次の通りである。 

1．1954（昭和 29）年のイザイホーは大戦後初めて行われるものであった。 

続行については第 2 次世界大戦後 10 年も経たない時期の祭儀挙行は中止説もあったという。 

2．1966（昭和 41）年には、加入するカミンチュ（ナンチュ）候補者も 28 人と、祭祀遂行のメンバ

ーはかなり充足してきた。 

3．1978（昭和 53）年のイザイホーが最後となった。衰退の兆しが明らかに窺え、最たる点はカミ

ンチュ（ナンチュ）候補者が 8 人に激減していること、祭儀に欠かせぬ重要な役割を果たすべき

                                                   
228 湧上元雄、大城秀子共著『沖縄の聖地－拝所と御願－』むぎ社 2010  p. 60 
229 比嘉康雄『日本人の魂の原郷 沖縄久高島』集英社 2010 p. 145  
230 斎藤ミチ子「記録されたイザイホー画像から見た祭祀状況と聖域の変容－」 pp．80~81 



- 92 - 

 

外間根人（ニーチュウ）が欠員。本来担うべき立場にない久高根人（ニーチュウ）が急遽代役と

なった点である。ここから本来の根人不在の為、当座を凌いださまが如実に窺える。既にこの時、

破綻の徴候がみられた。 

4．1990（平成 2）年のイザイホーもどき 

  1990 年には久高ノロが没しており、外間ノロは闘病中で、根人が不在、新たなカミンチュ（ナン

チュウ）候補者も皆無という状況の中、外間ノロの最終決断と区長の同意によって、イザイホー

中止が決定した。外間ノロの決定理由は、神職者の不足などから従来の形式通りの祭祀を行えな

ければ神から祟りや罰などがあるかもしれないという恐れと、その影響が子や孫世代に現れると

いうもので、これは現在までも根強く残っている久高島の固有信仰における考え方である。島の

人々の精神的動揺は予想した以上のものであり、とりわけサーダカの度合いが強い人程、体調に

不調をきたしていた為、イザイホーもどきを行った。 

5．2002（平成 14）年、イザイホーが全くなくなった年。 

2002 年はイザイホー不履行も 2 度目とあって、カミンチュも平静に対応し各々が管掌する拝所で

拝みをし、イザイホーのない現実がすっかり定着した様相を呈していた。 

祭祀行事の担い手の変動によるイザイホーの衰退過程は、行事を遂行するカミンチュ（ナンチュ）

が欠落したまま補填できず祭祀組織の崩壊に依拠する。今後イザイホーの復活は難しいと言われ

ており、｢何よりもこの心意性（精神性）こそが必須である｣231と斎藤は述べている。 

｢近代化の押し寄せる波｣と｢超高齢化の一途を辿る島｣そのあり来りな事柄が、約 500 年間連綿と

して続いて来たあの大祭をも止めてしまったのである。現在、久高島ではイザイホーは中断して

いるが他の年中行事は行われている。祭祀行事を通して、島の歴史、島人の世界観・死生観（あ

の世とこの世の一体性・連続性）などが再現され、島独自の思想や文化が継承されている。 

 

第 2 節 久高島における福祉の現状とスピリチュアルペイン及びそのケア 

2－2－1 久高島における介護保険の現状 

公益社団法人地域医療振興会の調査によると、表－４に示したように久高島の介護保険実施状況は、

2012 年（平成 24 年 7 月末現在）第１号被保険者数が 97 名、第 2 号被保険者数 80 名の合計 177 名、

要介護認定者数は 65歳以上が 26名である。介護保険の施設サービス受給者数は介護老人保健施設232

が 7 名である。介護保険の居宅サービス受給者数は訪問介護233が 1 名、通所リハビリ234が 1 名、通

所介護235が 4 名、居宅療養管理指導236が 2 名、福祉用具貸与237が 6 名、居宅介護支援238が 5 名であ

                                                   
231 斎藤ミチ子「記録されたイザイホー画像から見た祭祀状況と聖域の変容－」p.80  
232 『社会福祉用語辞典』ミネルヴァ書房 2002 第 3 版第 4 刷発行 p. 37。介護老人保健施設とは、「病状が安定して

おり入院治療を必要としないが家庭に戻れるように機能回復、看護、介護などの医療ケアを必要とする状態の者｣ 
233 同上 pp.313～314 介護保険制度の在宅サービスで、ホームヘルパーが居宅訪問し身体介護、家事援助等を行う。 
234 同上 p.256 デイケア等に通所して理学療法、作業療法等の機能訓練を行い、介護者の日常生活の自立を支援する。 
235 同上 p.256 老人ディサービスセンター等に通所し、入浴・食事、その他の日常生活の世話、機能訓練を行う。 
236 同上 p.65 医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士等が居宅要介護者の療養上の管理や指導を行う。 
237 福祉用具貸与とは、「高齢者や障害者等に福祉用具（車いす・ベッド・歩行器）等 12 種目の貸与｣ 同上 p.302 
238 居宅介護支援とは、「介護認定被保険者（要介護者）が指定居宅サービスを利用した際に給付される保険給付｣  

『介護福祉用語辞典』医学評論社 2006、第 3 版第 1 刷発行 p.63 
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る。久高島には入所型の介護施設がなく、介護保険のサービス239は訪問介護と島外の通所リハビリ

などを利用しており、要介護状態になれば必然的に島外に移らざるを得ない。介護保健の被保健者数

に対し圧倒的にサービス受給の少ないのが理解出来る。 

 

表-4 介護保険実施状況（地域医療振興会） 

 

出典  沖縄地域医療支援センター  ゆいまーるプロジェクト推進室  

 

表-5 2013 年（平成 25 年）4 月 30 日現在の久高島の年齢別人口 

 

       出典 南城市久高島離島総合センター事務局 2013 年 6 月 1 日（赤太枠：高齢者層） 

また、現実にはサービス基盤の遅れたこの島では、表－5 の太枠に示した部分からもわかるように、 

老々介護の高齢者も多く暮らしている。しかし、海を渡らなければ病院に行く事が叶わない島民達は、

島外の「病院」や「介護施設」で、不安を抱えたまま暮らす高齢者が少なくない。 

 

                                                   
239 社会保障構造改革が始まり、介護保険法はその第一歩として位置づけられた｢利用者本位｣、｢利用者による（自己

決定）」、｢高齢者の自立支援｣などを基本理念とする。 

第1号被保険者 97人 第2号被保険者 80人

要介護認定者（65歳以上） 26人

施設利用者 介護老人保健施設 3人

①通所介護者 4人 ②短期入所生活介護者 1人

③福祉用具貸与者 6人 ④居宅介護支援受給者 5人

⑤訪問介護利用者 1人 ⑥居宅療養管理指導者 2人
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2 ｰ 2 ｰ 2 ワーキンググループ「有見会
う け ん か い

240」と久高島振興会 

沖縄県は「離島・過疎地域支援事業」を 2000（平成 12）年から 5 年間実施した。これは県内の３

離島、久高島、渡嘉敷島、波照間島をモデル指定し、高齢者の「介護予防」や「生活支援」の整備を

図るものであった。 

島民がこのような介護サービスを具体的に学ぶきっかけになった背景には、島の高齢者が要介護状

態になっても在宅介護サービスを受けながら、生まれ育った島で暮していきたいとの思いがあった。  

この事業をきっかけとして、久高島に「有見会」というワーキンググループが設置された。 

有見会では、島内の区長、老人クラブ会長、医師、看護師、教育関係者、村議会議員などが構成員

となり、県長寿社会対策室（当時）と県立看護大学が連携しながら、住民福祉の向上について実態調

査や支援計画策定を行った。 

また有見会は、離島・過疎地域支援事業で行う調査や話し合い結果の情報を住民へ提供するために、

「有見会通信」を発行している。更に“久高島の為に島の人間が立ち上がる”という自治を実現する

為に、中心的な役割を果たそうと活動しているのが 2000（平成 12）年 2 月に設立された NPO 法人

久高島振興会241（以下振興会）である。振興会は、久高島の自然、・文化・歴史を大切にする島内外

の人達と共に、島の清算・加工・販売・サービスなどに関わる島の経済の活性化ソフト面のインフラ

整備に力を入れている。 

振興会の主な財源は「久高島宿泊交流館」と「食事処とくじん」、「安座真港および德仁港の待合所

における南城市の公共施設の管理運営」、島の特産品である「イラブー（海蛇）の粉末、塩、もずく、

海ぶどう、豆類、んむくじ（サツマイモの澱粉）、ぷっかかー茶」等の収益である。 

中でも振興会が担おうとしている、重要な特産品開発の中心となっている商品が「イラブーの燻製」

である242。伝統的なイラブー漁は約 10 年間途絶えていたが、2005（平成 17）年振興会理事の内間

豊さんを中心に復活させた。更に 2001（平成 13）年には、離島型山村留学の場として「久高島留学

センター」が設立され、センターでは共同生活の場の中で久高島の自然と触れ合いながら様々な活動

を行っている。久高島振興会活動のホームページのトップには、「保健、医療または福祉の増進を図

る活動」が挙げられている。平成 14 年にはボランティアグループ「ふばの里」が結成された。有見

会のメンバーは、島内の福祉の現状について、「「ふばの里」の活動はとても喜ばれてはいるが、さら

                                                   
240 http://www.okishakyo.or.jp/htmｌ/kouhou/report/16huba.html（2012/6/12） 
241 2000年2月に設立された。活動のトップに、「保健、医療または福祉の増進を図る活動が挙げられている」。 

http:www.kudakajima.jp/（2012/5/5） 
241 比嘉康雄『日本人の魂の原郷沖縄久高島』集英社新書 2000  pp.93~97 

イラブーとはエラブ海蛇のことで、旧暦 6 月から 12 月の間が産卵期で島の海岸に来る。ユイムン（寄り物）と言

われ、神から久高島の人々の為に贈られてきたものと考えられてきた。イラブーを捕る権利は昔から久高ノロ家、

外間ノロ家、外間根家（ニーヤ）の祭祀をするミアムトゥ（三つの元家）と呼ばれる三家に決まっていた。1980

年代頃からは、久高ノロ家だけがイラブー漁を行っていた。イラブーは神の使いとして神聖視されている為、道具

を使って捕ることは許されず真っ暗闇の中で腹這いになり、イラブーがサラサラと這い上がってくる音を聞いて獲

ると言う。また交尾の為、一匹の雌に数匹の雄が絡みついている場合がある。そのような場合は、臀部でイラブー

の上にどっかと座り（ハブの 70 倍以上の毒を持つ）押さえておいて一匹一匹首根っこを押さえて素手で獲る。獲

ったイラブーは生きたまま袋に入れ、久高ノロ家の小屋に保管しておき、獲ったものが 120 匹から 140 匹といっ

た一定量になると、男たちが中心になって「バイカン小屋」と呼ばれる専用の燻製小屋で丁寧に燻製処理を行う。

10 年前から途絶えていたイラブー漁を、過疎化が進む島の活性化にはイラブーしかないという考えのもと振興会

のメンバーが復活させた。 

  

http://www.okishakyo.or.jp/htmｌ/kouhou/report/16
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なる在宅介護サービスの充実が必要である」と語る。現在島内には医療、介護、福祉に携わる専門職

が不足しており、高齢者が島で一生を終えたくても「手厚い医療及び介護サービス」や「生活の場」

を提供する介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）がない。久高島振興会のホームページでは、「―

生涯暮らし続けられる久高島を目指して―」という取り組みで、以下のように掲載しているので紹介

したい。 

 

「久高島には介護施設がありません。介護が必要になると住み慣れた島から離れなくてはなりません。

毎年数名のおじーやおばーが本島に連れて行かれ数名が亡くなって島に戻ります。 

皆心を痛めなんとかしないといけないと感じています。しかし、その想い、先祖や高齢者を大切に

する「久高島の心」をかたちにする為には、介護保険制度や若者不在による人手不足、住居不足など

この規模の離島、特に久高島ならではの立ち向うべき課題が多々あります。 

家族が島にいればおじーやおばーも島にいることができます。若者がいれば介護施設の運営に必要

な人員も確保できます。介護保険に頼らない、島の規模での介護施設運営の可能性も含め、一歩一歩

前進しながら可能性を模索しています。」  

 

平成 15 年から介護が必要な為、本島の施設に入所中の久高島出身の高齢者を一時的に帰省させる

「里帰り事業」も実施され、島ぐるみで温かく歓迎するなど、地域に密着した活動も展開されている。  

島に帰ってきたお年寄り達は、出迎えた島民のカチャーシーの中で車椅子のまま、喜びを体一杯に

表しながら手を動かし踊っていた。その反面、お年寄り達は島を離れ、島外の病院への入院や老人ホ

ームに入所する事を「連れていかれる」と表現する。 

「死んだらどうせ島に戻ってくるのに、死ぬ為だけに住み慣れた島から出るなんておかしいさー」。

これはまさに「死ぬ場所」と知りながら自宅で死ぬ事がままならないお年寄達が最期の旅に向かう為

の伝言であり、非常に重い意味を持った厳しい現実に対する複合したスピリチュアルペインだと考え

られる。実際後で見るように久高島のお年寄りにとっての望みは、島で最後まで暮らしたい事である。 

しかし、島には一生を終えたくても介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）がない。島内の高齢化

率や要介護者の割合は高いが介護事業の採算性の問題等からも民間参入は困難な状況であり、お年寄

達は島を離れ、老人ホームに行くとしても「仕方がない」と言う諦めの意見も多く老人福祉の問題は

依然としてこの島では解決に至っていない。これから先、久高島のような離島・過疎地域での介護を

支えていく為には福祉サービスを提供出来る島内完結型による、「特別養護老人ホーム243」や「小規

模多機能施設244」、「生活支援ハウス245」等、思い切った福祉サービスの基盤整備を立ち上げ、行政

も積極的に参画し島に於ける「看取り」を目指して行くべきだと考える。 

                                                   
242 山縣文治、柏女霊峰共著『社会福祉用語辞典 第 3 版』ミネルヴァ書房 2002  p.265 
243「デイサービスを中心に宿泊（ショート）や訪問介護を併用する施設。地域密着型複合介護施設」。同上 p.183 
244「高齢者生活福祉センター」とも言われ、独立生活が不安であり家族ケアが困難で生活支援や緊急対応の必要な 

者が対象。小規模複合施設。行政の措置で決定する。同上 p.93  
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2－2－3 「ふばの里」における福祉の現状 ― 年をとって介護が必要になっても、生涯暮らし続

けられる久高島を目指して ― 

こうした中、2004 年（平成 15 年）7 月から生きがいボランティアグループ｢ふばの里｣によるミニ

デイサービスが行われるようになった。 

久高島の住民福祉活動と介護を取り巻く島の現状をみてみると現在、毎週土曜日には知念村の行政

委託によるミニデイサービスが開催され、島民の福祉向上の一翼を担っている。 

島内には家に閉じ籠りがちな 80 歳代～90 歳代の在宅高齢者も多く、要介護者の生活を島内で支援

する高齢者の｢閉じ籠り防止｣や｢介護予防｣および｢転倒（骨折）予防のエクササイズ｣などが実施され

効果を上げている。 

ミニデイサービス「ふばの里」は集落の中心部にあり、会場となる久高島離島振興総合センターは

島民全体が使用する公共施設であり、午後 1 時 30 分～3 時 30 分の時間帯に実施されている。 

開始時間前には島内アナウンスで参加を呼びかけ、利用者の殆どは其々が徒歩で会場に集まって来

るが、送迎の必要な利用者に対しては自家用車によるサービスを行っている。 

ボランティアは久高島の住民で連絡調整、会場設営、レクリエーションの進行などを行っている。

ミニデイサービスでのプログラムは以下の通りである。 

 

・ 看護師による血圧・脈拍測定。 

・ 転倒（骨折）予防体操（音楽 4～5 曲に合わせて身体を動かす）。 

・ 理学療法士（PT：Physical Therapist）による介護予防エクササイズが月に一回。  

・ お茶を飲みながら歓談（ゆんたくタイム）。 

・ ゲームおよびレクリエーション。 

 

のどかな久高島のミニデイサービス｢ふばの里｣で行われる健康体操では、高齢者が寝たきりになら

ないよう、転倒骨折予防運動や、数種類の運動機器（トレーニングマシン）類を、「ふばの里」の中

に充実させ、運動指導士等の専門職も派遣されて、自立高齢者への在宅生活を支援し、福祉サービス

の充実を図っている。 

島のお年寄たちは老いて行く身体を医療に委ねる事ではなく、家族や島のボランティア等と主体的

に協働し、楽しみながら心身共にリフレッシュしつつ、「介護予防」の効果を大きく表している、 

ボランティアのFさんによると｢ふばの里｣の利用者たちは、｢体操によって足が自然と鍛えられる｣

と感想を述べていると言う。 

その反面、生きがいデイサービス等、比較的元気な高齢者の「生活支援」としては大いに成果が上

がっているが、在宅に於ける高齢者の福祉向上迄には至っていないようである。 

久高島に於ける地域医療や介護・福祉としては、沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

附属久高診療所の医師一人、看護師一人の医療機関と、南城市社会福祉協議会による「介護予防教室」、 

在宅介護保険事業として、「訪問看護」、「通所リハビリ」、「居宅介護支援」、「福祉用具貸与」、「居宅

療養管理指導」等が島の高齢者達を支えている。 
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写真 1～4 は、2012 年（平成 24 年）5 月 12 日（土）および 2013 年（平成 25 年）6 月１日（土） 

にかけて調査を行った時のミニデイサービス｢ふばの里｣の様子を撮影したものである。 

        

写真 1  平成 25 年 6 月 1 日（土）撮影      写真 2  平成 24 年 5 月 12 日（土）撮影 

         

 写真 3  平成 24 年 5 月 12 日（土）撮影     写真 4  平成 24 年 5 月 12 日（土）撮影 

 

表－6 は、これまでふばの里が行ってきた活動と行政との関わりを調査の上、表に示したものである。 

久高島では高齢者の為に多職種の専門家が関わっており、島の医療・福祉のネットワークを作る事

によって連携し様々な情報交換も出来、お年寄にとって健康的な日々を送る事が可能なようである。

2012 年（平成 24 年 7 月 26 日）より久高島では｢ネットワーク作り｣会議が久高島離島総合センター

｢ふばの里｣で実施されている。参加者メンバーは以下の通りである。 

① 久高島診療所（医師、看護師）。②松田クリニック（ 理学療法士）。 

③ 沖縄メディカル病院・理学療法士（月に３回・南城市の委託）。 

④ 南城市福祉課（課長、係長、久高島の福祉担当者）。⑤ 南城市健康化保健師。 

⑥ 包括支援センター（社会福祉士 看護師（ケアプランナー）。 

⑦ 社会福祉協議会（ケアマネージャー：介護支援専門員２名、ホームヘルパー）。 

⑧ 特別養護老人ホーム｢しらゆりの園｣。 

⑨ その他 介護機器の関係者。 

⑩ ｢ふばの里｣事務局のボランティア F さん。F さんの業務内容は次の通りである。 

独居老人の見守り、安否確認、診療所に於ける外来受診の手伝い、診療所との連携によるお年寄

りの薬剤の管理、事務的な手伝い等、「ふばの里」のお年寄を支える重要な役割を担っている。 
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表-6 ｢ふばの里｣と行政との関わり及び活動の経過年表 

 

平成14年度 沖縄県離島・過疎地域支援事業　　　 久高島支援において、ふれあい広場「ふばの里」立ち上げ。

平成15年度 久高島への里帰り事業実施（介護保険施設入所対象者11名）

知念、生きがい活動支援「通所事業（地域型）」の業務委託

平成25年現在は、南城市社会福祉協議会に委託されている。

「ふれあいミニデイサービス」事業

平成17年度 知念村委託料は1年間に180，000円

市町村合併によって知念村から「南城市」へ。

「ふばの里」事務局の立ち上げ、組織作りの開始。

ふばの里の活動資金集めとして、「ハガキ」「Ｔシャツ」「浮玉」などの制作発表。

ふばの里の「代表」「副代表」「事務局」で新しいスタートを切る。

月1回の昼食会。（個人負担4百円･･･食事のみ）（島の高齢者の栄養バランスが悪く、「食生活改善」を含め開始）。

南城市福祉課へ栄養士の講義を依頼。

沖縄県及び社会福祉協議会に対し、「レクリエーション」の依頼。

南城市地域支援事業のサービス「緊急通報システム事業」（独居の高齢者4名の自宅へ機器を設置）

ミニデイサービスは1ヶ月に2回の施行。

南城市への委託料は1年間に317，000円

ふばの里への送迎車は一回500円で、食事処「とくじん」より借用。

毎週土曜日には、「ふばの里」で活動があることを定着させる。

南城市リハビリ体操を月二回に増やし、「ふばの里」共催の形で依頼する。
（月一回の理学療法士（PT）により行われていた久高島交流館から場所を久高島総合センターに変更）

看護師による1ヶ月に2回の「血圧測定」「体重測定」「健康相談」の実施。

時間が余れば、在宅の高齢者4名～5名の「訪問リハビリテーション」を依頼。

「久高島敬老会」を開催、32名の出席者あり。南城市福祉課より課長他2名出席（毎年継続予定）

社会福祉協議会に「ボランティア」募集を依頼。（「手話ダンス」講師Aさんの協力を頂き、1ヶ月に1回実施）

南城市地域支援事業として「訪問リハビリテーション」が許可される。

「マッサージ」のボランティアBさんの協力により1ヶ月に2回実施。（毎回、12名から13名の予約がある）

南城市「トレーニングマシン」の導入。

南城市福祉課での「サービス担当者会議」が行われる。（特に係長（保健師）の協力があった）

一年間、ふばの里キッズ4名が「ミニデイサービス」を体験。
（久高島小学校3年から6年の総合学習で福祉高齢者を取り上げた。その成果として久高島小学校の学習発表会で、お年寄達
が揃いのユニホームを着用し、子ども達と一緒に「手話ダンス」を披露した）。

平成23年度 南城市への委託料は1年間に480，000円

リハビリ体操が、「がんじゅう教室」に名称変更。（指導員2名と看護師1名によって1ヶ月に2回実施）

南城市委託の訪問リハ部門の理学療法士による在宅リハビリは1ヶ月に2回から3回（木曜日）実施。

「映画の上映会」を1ヶ月に1回実施。（参加者は、常時15名程度）
（その目的は、今までの人生を振りかえりながら話をするもので、話をしながら「心を安定」させたり、「気持ちを整理」したり、
これから先「どう生きていく」のかを考えるきっかけを作る）。認知症予防、更に回りの人達と質の高い交流が出来るよう支援する。

ふばの里の拠点「ゆんたく処」づくり。※「医療」と「福祉」のネットワークづくり。

多少の活動資金が出来たので、12坪ほどのたまり場を作りたい。※「訪問リハビリ」を週に1回要望

整形外科医の往診を月に1回要望。※ 南城市より「ふばの里」の活動に、人材派遣を依頼。
（例として月～金曜日にホームヘルパー）

「がんじゅう教室」指導員・理学療法士・看護師との連携強化依頼。

「がんじゅう教室」の回数及び出席率のアップ。訪問リハビリテーションで効果の出てきたお年寄には、「がんじゅう教室」への
送迎参加を依頼。

「ボランティアの募集」1ヶ月に1～2回（交通費の支給含む）。※ 久高海運（フェリー・高速船）に車いす2台を常設して欲しい。

平成16年度

今後の活動
及び希望

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成24年度
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次節より久高島における、地域医療や福祉の在り方をエンド・オブ・ライフケアという終末期ケア

の動向を踏まえながら望ましいケアのあり方を考察し論じて行く。 

 

第 3 節 「ふばの里」における調査 

本稿の目的は、沖縄県南城市久高島に住むお年寄りが高齢化してゆく中で「年をとって介護が必要

になっても、生涯暮らし続けられる久高島を目指して」を目標に、スピリチュアルケア、エンド・オ

ブ・ライフケアの視点から、久高島に住む在宅高齢者の福祉の実際を把握することである。その為、 

実際に久高島に出向き、ミニデイサービス「ふばの里」で活動中の高齢者の方々に聞き取りを中心と

したグループ面接調査を行った。 

  

3－1 「ふばの里」におけるインタビュー調査 

久高島のミニデイサービス「ふばの里」で、久高島における高齢者の福祉を考える上で重要な、 

｢ふばの里｣事務局のボランティアＡさんの協力により調査を開始する運びとなった。 

予備調査として、2012 年（平成 24 年）3 月 16 日（金）、2012 年（平成 24 年）８月 11 日（土）

から 12 日（日）にかけ 5 回久高島にわたりラポール形成を図った。予備調査に於いてはフボー御嶽、

久高殿、外間殿、大里家などの拝所を巡検した。又、第 3 回目 2012 年（平成 24 年）5 月 8 日（火）

は日帰りであったが、｢ふばの里｣のボランティアＡさんと次回の宿泊調査の打ち合わせを行い、｢ふ

ばの里｣のお年寄達に自己紹介を兼ねて挨拶し、訪問の主旨を説明した。第 4 回目の予備調査（2012

年（平成 24 年）5 月 12 日（土）から 13 日（日））には、ミニデイサービス｢ふばの里｣でのプログ

ラムに参加し、健康体操やゲームに参加しお年寄りたちとの交流を図った。 

第 5 回目の予備調査（2012 年（平成 24 年）8 月 11 日（土）から 12 日（日））も、｢ふばの里｣の

ミニデイサービスに参加し交流を図った。以上の予備調査を基に、2013 年（平成 25 年）6 月 1 日（土）

から 6 月 2 日（日）にかけ、｢ふばの里｣に於いて久高島のお年寄り達に対する本調査を行った。 

本調査には 10 名のお年寄が参加し、沖縄県与那原警察署地域課による｢交通安全とオレオレ詐欺｣

の講習会が行われその後、島のお年寄達の協力で聞き取り調査を行った。 

以下は、｢ふばの里｣での取り組みと、本調査の報告である。 

 

1） 調査の日時と方法 

「ふばの里」において、2013 年（平成 25 年）6 月 1 日（土）、質問を幾つか用意した半定型によ

るグループ面接を行った。 

面接時間は約 45 分間。場所は久高島離島総合センター内の会議室で実施した。調査の内容は IC

レコーダーに録音し、またビデオ 2 台で撮影した。 

内容は、｢島に対する愛着度｣、｢健康状態｣、｢祈り（拝み）について｣、｢終の棲家｣などであり、介

護の支え手の乏しい島に住み、ミニデイービス｢ふばの里｣に積極的に参加されているお年寄り達の、

スピリチュアルな信仰とエンド・オブ・ライフケアの現状を調査した。 

2） 調査の対象 

対象は沖縄県、南城市知念久高島のミニデイサービス｢ふばの里｣の利用者の内、当日参加していた

10 名である。中でも「ふばの里」のお年寄りの特徴は、女性が神事を司る伝統的行事、「イザイホー」
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の経験者が 9 名も参加されているのが特殊なケースである。参加者は、｢ふばの里｣事務局のボラン

ティア F さんの協力のもと、調査協力の同意が得られた人で、自宅から「ふばの里」迄杖や歩行器

などは使用しながらも、徒歩で来所出来た方たちである。 

3） 倫理的配慮 

調査事前に自己紹介をすると共に、研究目的を参加者および、｢ふばの里｣の責任者の前に於いて、

口頭で説明し承諾を得た。 

4） 調査対象者の属性等 

  調査対象者の属性等は以下のようであり、表－7 としてまとめた。 

① 性別に関しては男性 1 名、女性 9 名である。 

② 年齢は 80 歳代が 9 名、70 歳代が 1 名である。 

③ 出身地は全員が久高島である。 

④ 世帯に関しては、長男家族と同居している者が 1 名、夫婦 2 人の者が 8 名、1 人暮らしの者が 1

名である。 

⑤ 生活自立度は、10 名全員が「自立」である。 

⑥ 健康度に関しては、「膝痛」を抱えている者が 8 名、｢特になし｣が 1 名、「不明」が 1 名である。 

 

表-7 調査対象者の属性  

 

5） 面接調査の内容   

 面接調査の内容から、特に本稿のテーマと関連が深い 4 つの項目について久高島のお年寄りの方々

の実際の言葉、（多少要約したものもあるが）を次に示したい。4 つの項目とは既に述べたように、 

① ｢島に対する愛着度｣、② ｢健康状態｣｢、③ 祈り「（拝み）について｣、④ ｢終の棲家｣である。 

 

ID 性別 年代 出身地 世帯 生活自立度 健康度

A 女 80代 久高島 長男家族同居 自立 膝痛

B 女 80代 久高島 夫婦二人 自立 膝痛

C 女 80代 久高島 夫婦二人 自立 膝痛

D 女 80代 久高島 夫婦二人 自立 膝痛

E 女 80代 久高島 夫婦二人 自立 膝痛

F 女 80代 久高島 夫婦二人 自立 膝痛

G 女 80代 久高島 夫婦二人 自立 膝痛

H 女 80代 久高島 夫婦二人 自立 膝痛

I 女 70代 久高島 一人 自立 不明

J 男 80代 久高島 夫婦二人 自立 特になし
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① ｢島に対する愛着度、満足度｣について 

B さん ： ｢この島がいいょ～ここで過ごしたい｣ 

C さん ： ｢あの世に行くまで、久高島で……｣ 

F さん ： ｢嫌われるまでいとく｣ 

D さん ： ｢この島が一番上等、とても気楽です｣ 

A さん ： ｢こっちがいいですょ｣｢ここに決めている｣ 

E さん ： ｢自分が出来なくなったら、行きたくはないけれど、後はホームに｣ 

 

② ｢健康状態｣について 

H さん ： ｢身体の健康は畑仕事｣。朝 7 時頃からお昼は休んで夕方 6 時頃まで。 

現在は｢小豆の草取り｣、とうがん｣、｢大根｣などの作業である。 

D さん ： ｢新鮮な魚｣家族（主人・息子））が釣りをする 

A さん ： ｢太陽の光｣｢運動｣｢島の野菜｣ 

E さん ： ｢若いころ難儀をしたから膝が痛い｣ 

 

③ ｢祈り（拝み）｣について 

B さん ： ｢久高の信仰は心の健康になる｣ 

J さん ： ｢心が健康になる｣、｢気楽にゆっくりなる｣ 

D さん：  ｢一日いいことがあるようにと祖先に祈る｣、｢航海安全｣、｢交通安全｣ 

F さん ： ｢70 歳で拝み事は卒業して 10 年も過ぎた｣、｢ウガンは癒しになる｣ 

I さん ： ｢ウガンをするときには、120 歳まで生きられるよう～｣ 

B さん ： ｢きっちりやっていたら安心｣ 

C さん ： ｢たまに忘れると不安になる｣ 

A さん ： ｢毎朝、１日の健康を守って下さい、宜しくお願いします｣ 

Y さん（男性） ：｢手はあわさないけれど、朝一回｢お茶とうを祖先に妻があげる｣         

G さん ： ｢気が晴れるようにお願いする｣ 

H さん ： ｢イザイホーの神さまにお祈りする｣ 

E さん ： ｢火の神にもお願いする｣ 

I さん ： ｢お願い事をしたら軽くなる｣、｢一日の健康を守って下さい｣  

 

④ ｢終の棲家｣について 

F さん  : ｢久高で最後まで暮らしたい｣ 

G さん ： ｢100 歳まで生きて、久高で終わりたい｣ 

B さん ： 「島で暮したいです」 

A さん  : ｢ここでゆっくり暮します｣ 

I さん ：  ｢ウガンをして、120 歳まで生きます｣ 

H さん ： ｢イザイホーの神さまにお祈りして暮らします｣ 
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考察  

面接調査の内容から、｢ふばの里｣に積極的に参加されているお年寄り達の、スピリチュアルな信仰

と島で生きるエンド・オブ・ライフケアの現状を 4 つの調査項目に基づきグループ面接を行った。 

今回の調査に於ける４つの質問に対して、「島の生活の愛着度、満足度」については、例えば「この

島がいいょ～ここで過ごしたい」、｢この島が一番上等｣等の回答があり、お年寄りの殆どは島での生

活の満足度が高いと言える。しかし、「島に対する愛着度、満足度」に関する質問に対しては、「自分

が出来なくなったら行きたくはないけど、後はホームに…」と答えた人もいる。 

次にお年寄りの「健康状態」については、表－7（調査対象者の属性）で示したように「生活自立

度」は全員が自立であり、程度の差はあっても健康状態はほぼ良好であると言える。健康に関しては、

例えば｢身体の健康は畑仕事｣、｢新鮮な魚｣、｢太陽の光｣、｢島の野菜｣のような回答があった。お年寄

りの健康感を見ていると島特産の新鮮な野菜や魚貝類等、自給自足への生活の満足度の高い事が感じ

られた。しかし、同じく表－７の健康度で見るように、8 名の人が「膝痛」があると答えており、具

体的には｢若いころ難儀をしたから膝が痛い246｣という事であった。 

「祈り（拝み）」については、天、地、海への感謝から始まる 1 日 であると言う。島の人たちは

毎日、「天」と「大地」と「海」に感謝する。「朝起きたらお茶を湧かして、三つの茶碗に入れる。1

つは竜宮、2 つ目は地、3 つ目は天。3 つそれぞれに感謝する。島の女性全員が「イザイホー」の経

験者であり、現在でも「イザイホーの神さまにお祈りする」と答えた人もいる。祈り（拝み）は、「久

高の信仰は心の健康になる」と自分自身の為であったり、家族や島外に住む子供たちや孫たちの為に 

「航海安全」、「交通安全」、｢1 日の健康｣を祈ったりしている。 

最後の質問である「終の棲家」については、答えてくれた全員が「久高で最後まで暮らしたい」と

答えている。例えば、｢100 歳まで生きて久高で終わりたい｣、｢島で暮したい｣、｢ゆっくり暮らす｣、

｢ウガンをして 120 歳まで生きる｣このような回答があった。お年寄りの終の棲家を見ていると、島

の生活の満足度が高い事が感じられた。 

島のお年寄達は久高島が好きで、老いて一人になっても島に残り、自活しつついのちを全うしたい

のが本音であると考えられるが、実際には島の住み慣れた自宅で最期を迎えられる人はごく限られて

おり、年に何人かのお年寄は、情況的に離れざるを得なくなり島での生活を諦め、久高島の見える島

外の老人ホームに入所したり、病院に入院したりあるいは、子ども達の暮らす本島に呼び寄せられ、

そのまま最期を迎える高齢者が増えているという。 

お年寄たちは、日常生活の内情がつぶさに分かり、健康に自信がなくなると同時に、我を通す事で

家族に迷惑をかけるのではないかと、「このまま住み慣れた久高島で暮したい」と望めないまま諦観

を抱きつつ離れざるを得ないのであろう。島外で亡くなる大部分のお年寄は、本当は久高島に帰りた

くて仕方がない、島の人々とおしゃべりしたい等、最期を迎えるその日迄、住み慣れた久高島で暮ら

し最期を迎えたいと願っているようである。 

 

                                                   
246「若いころ難儀」と言うのは、アスファルトによる道路の舗装工事が行われ、多くの久高島の人達はこの工事に加

わっている。この工事によって「膝を痛めた」と言う事は調査中に幾人もの人から聞かされた。南城市久高島の

舗装工事は 1975 年（昭和 50 年）には市道に認定され、島民はおおむね 3 年〜5 年前後工事に参加していたとみ

られる。 
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3－2 久高島の高齢者へのアンケート調査   

 

1） 調査の日時と方法 

調査用紙に基づいて、2013 年 9 月 23 日から 10 月にかけて、久高島で暮す在宅の高齢者の方々に

質問用紙を用いたアンケート調査を行った。面接時間は一人に約 90 分から 120 分間である。場所は 

 

2） 調査対象者の属性 

対象は沖縄県、南城市知念久高島に暮らす 60 歳以上の高齢者 17 名である。調査対象者の内、回

答者は調査協力の同意が得られた人で、性別に関しては男性が 8 人、女性が 9 人であり、年齢は 60

歳代が 8 名、（男性 5 名、女性 3 名）、70 歳代が 2 名（何れも女性）、80 歳代が 6 名、（男性 3 名、

女性 3 名）90 代が 1 名（女性）である。出身地は全員が久高島である。回答者は高齢である為、14

人は筆者が面接しアンケート用紙に記入した。その内 3 人は本人による自記で行った。 

 

3） 倫理的配慮 

事前に自己紹介すると共に、研究の目的を参加者及び家族の責任者の前に於いて口頭で説明し承諾

を得た。 

 

4） 面接場所 

島の紹介者の方と共に個人の御自宅（昼や夜）を訪問した。歩行可能な方々は、指定された時間に

其々が民宿のテラスに集まってこられた。比較的若い回答者の方々は、島の食事処で和気藹々と一緒

に御茶を飲みながら、自記式のアンケート調査用紙に記入をお願いし協力頂いた。 

  

5） 面接調査の内容 

 面接調査の内容は、特に本稿のテーマと関連が深い７つの項目を設定した。其々について、久高島

のお年寄りの方々の実際の言葉（多少要約したものあるが）を次に示した。 

その７つとは久高島に於けるⅠ．「本人及び家族」、Ⅱ．「しきたりや信仰」、Ⅲ．「トートーメー（位

牌）」、Ⅳ．「ユタその（１）」、Ⅴ．「ユタその（２）」、Ⅵ．「宗教活動および関わり」、Ⅶ．「介護とス

ピリチュアルペイン」であり、其々に関する状況や意識について明らかにする事を目的として、質問

用紙を用いたアンケート調査を行った。 

 

調査結果   

Ⅰ．本人と家族について 

 

1．生まれたところについて  

「生まれたところは久高島ですか。」という質問に、17 名全員が久高島であると答えた。 

表-8  生まれたところ 

 久高島 久高島以外 

 17   0 
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2．結婚について 

 「ご主人（奥さま）はお元気ですか」と言う質問に、「はい」と答えた人が 15 名、「結婚していな

い」と答えた人が 2 名であった。 

表-9  結婚について 

 結婚していて元気  結婚していない 

    15     2 

 

3．子どもについて 

 「子どもは何人ですか」 という質問に対して、5 人と答えた人が 5 人、4 人と答えた人が 5 人で

あり、3 人と答えた人が 1 人、2 人と答えた人が 4 人、1 人もいないと答えた人が２人であった。 

表-10  子どもについて 

  5 人   4 人   3 人  2 人 1 人  0 人 

    5    5   1     4     0   2 

 

4．家のお墓について  

 「家のお墓について」と言う質問に対して、家族だけの墓が 8 名、門中墓が 6 名 兄弟墓が０名、

その他が 2 名、無回答が 1 名であった。 

表-11  家のお墓について 

 家族墓  門中墓  兄弟墓 その他 無回答 

    8    6     0     2     1 

 

5．あなたの家について 

 「あなたの家について」と言う質問に対して、ムトウヤーが６名、 ナカムトゥが 0 名、 ヤー

タッチャーが 10 名、無回答が 1 名であった。 

表-12  あなたの家について 

 ムトウヤー  ナカムトウ  ヤータッチャー 無回答 

   6    0        10    1 

 

以上のように今回の調査では回答者全員が久高島生まれである。子どもは 4 人～5 人が 1 番多く、

お墓は家族墓や門中墓が中心であった。家はヤータッチャーが 10 人で、ムトウヤーが 6 人であった。  

 

Ⅱ．昔からのしきたりや信仰について 

1．「次のようなウグァンを、あなたや家族の人がした事がありますか。」という質問に対して、回答

は以下の通りである。 

１） ヤシチウグァンを行ったことがある人が 15 名、ない人が 0 名、無回答が 2 名であった。ヤシ

チウグァンを自分で行った人が 10 名、家族が行った人が 2 名、無回答が５名であった。 

２） 旅ウグァンを行ったことがある人が９名、ない人が８名。旅ウグァンを自分で行った人が６名、
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家族が行った人が 2 名、無回答が 9 名であった。 

３） マブヤーグミを行ったことがある人が 14 名、ない人が２名、無回答が 1 名であった。マブヤ

ーグミを自分で行った人が５名、家族が行った人が０名、無回答が 12 名であった。 

４） 病気治しウグァンを行ったことがある人が７名、ない人が８名、無回答が 2 名であった。病気

治しウグァンを自分で行った人が５名、家族が行った人が１名、無回答が 11 名であった。 

５） 安産のグァンを行ったことがある人が 5 名、ない人が 10 名、2 名が無回答であった。安産のウ

グァンを自分で行った人が４名、家族が行った人が１名、無回答が 12 名であった。 

６） 交通安全ウグァンを行ったことがある人が７名、ない人が８名、無回答が 2 名であった。交通

安全ウグァンを自分で行った人が５名、家族が行った人が 2 名、無回答が 10 名であった。 

７） 試験・就職ウグァンを行ったことがある人が７名、ない人が６名、無回答が 4 名であった。交

通安全ウグァンを自分で行った人が７名、家族が行った人が 2 名、無回答が 8 名であった。  

 

表-13 ウグァンの経験  

 

                                    （ ）内は回答者数 

 

2．マブヤーを落とすとマグヤーグミをしますが、あなたの家でもした事がありますか。という質問

に対して「ある」が 14 名、「ない」が 3 名であった。 

１）「マブヤーを落としたのはだれが、どんな時に落としたのですか。」という問いに対しては以下の

ような回答が得られた。 

・ 子供が調子の悪い時、子どもの時に何回も海で。 

・ 姪も後ろにいると思っていたが居なかった。 

・ 息子が交通事故の時、歯が痛んだとき自分で落とした。 

・ 子どもの身体が弱いのはマブヤーを落としたのではないか。 

・ 子どもがマブヤーグミをした。 

・ オバアがマブヤーグミをした。 

・ 長男がトイレの神からマブヤーを持って行かれた。 

・ 娘が交通事故に遭った時。自分でマブヤーグミをした。 

・ 気分が悪くて、知人のユタがマブヤーグミをしたら、次の日から良くなった。 

・子ども（中学生）の頃、足の骨折をしたときユタがきた。 

 

1 ヤシチウグァンは ある (15) ない (0) 自分で (10) 家族が (2)

2 旅ウグァンは ある (9) ない (8) 自分で (6) 家族が (2)

3 マブヤ―グミは ある (14) ない (2) 自分で (5) 家族が (0)

4 病気治しウグァンは ある (7) ない (8) 自分で (5) 家族が (1)

5 安産のウグァンは ある (5) ない (10) 自分で (4) 家族が (1)

6 交通安全ウグァンは ある (7) ない (8) 自分で (5) 家族が (2)

7 試験・就職ウグァンは ある (7) ない (6) 自分で (7) 家族が (2)
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２）「その時、だれがマブヤーグミをしましたか。」と言う質問に対しては以下の回答が得られた。 

・ 自分でマブヤーグミをしたが 5 名。 

・ ユタ（神女）がマブヤーグミをしたが 6 名。 

・ 母方の親戚のお祖母さんが 1 名。 

・ 無回答が 5 名であった。 

３）「 マブヤーを落とすと元気がなくなったり病気になったりするとよく言われています。あなたも

そう思いますか。」と言う質問に対して、「そう思う」が 12 名、「そうは思わない」が 1 名、無回答

が 4 名であった。 

 

3．「グソー （あの世） のファーフジ（先祖） から頼み事や催促がある時、クァンマガ （子や孫） 

に病気などを起してそれを知らせるとよく言われています。あなたもそう思いますか。」という質問

に対して、「そう思う」が 9 名、「そうは思わない」が 5 名、無回答が 3 名であった。 

「あなたの家族やまわりの人で、そういう事がありましたか」と言う質問に対して、「あった」が 9

名、「ない」が 8 名であった。 

 

以上のように久高島の場合にはウグァンは、屋敷内（ヤシチウグァン）で行ったことがある人が

15 名で、自分で行った人が 10 名と多かった。次いでマブヤーグミを行ったことがある人が 14 名、

と多く旅ウグァンを行ったことがある人が９名、病気治しウグァン、交通安全ウグァン、試験・就職

ウグァンを行ったことがある人が７名、を行ったことがある人が 5 名と続いている。「健康」に関す

るがウグァンが多く、島の人は「歯が痛い」や「頭痛がする」などの場合、病院に通院するなど特別

なことを行うのではなく、日常的にウグァンを行い対処していた事である。 

マブイグミ／マブヤーグミ（魂込み）は落ちたマブヤーを元に戻すと訳され、マブヤーを落したと

思われる場所に行き「マブヤー マブヤー ウーティキミソーリ」(魂よ、魂よ、追ってきてくださ

い」と呪文を 3 回唱えるというものである。マブヤーを落としたのは子供の頃が 7 名と多く、主に

病気や交通事故の時にマブヤーを落としていると答えている。マブヤーグミを行った人の質問に対し

ては、自分でマブヤーグミをしたが 5 名、信用している島のユタ（神女）がマブヤーグミを行った

と 6 名が答えている。ファーフジから頼み事や催促がある時、クァンマガに病気等を起し知らせる

と言われるがそう思うか、と言う質問に対してはそう思うが 9 名で、そう言う事が周りで起こった

か、に対しては「あった」が 9 名であった。 

 

Ⅲ．トートーメー（位牌） について 

「トートーメーの事では多くの人が悩んでいるようです。たとえば一つのトートーメーを引き取り

たい人が何人もいるとか、引き取る人がいないとか、引き取るべき人がいても引き取ってくれないと

か、いろいろな場合があります。」と読み上げた後、以下の質問を行った。 

 

1．「トートーメー（位牌）を祀っていますか。」と言う質問に対して祀っているが 7 名、祀っていな

いが 8 名、無回答が 2 名であった。祀っている位牌が、8 柱と答えた人が 1 名、7 柱が 2 名、5 柱が

2 名、3 柱が 2 名、無回答が 10 名であった。 

http://www.weblio.jp/content/%E3%83%9E%E3%83%96%E3%82%A4
http://www.weblio.jp/content/%E8%90%BD%E3%81%97
http://www.weblio.jp/content/%E6%80%9D%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%82%8B
http://www.weblio.jp/content/%E8%A1%8C%E3%81%8D
http://www.weblio.jp/content/%E8%BF%BD%E3%81%A3%E3%81%A6
http://www.weblio.jp/content/%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84
http://www.weblio.jp/content/%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84
http://www.weblio.jp/content/%E5%91%AA%E6%96%87
http://www.weblio.jp/content/%E5%94%B1%E3%81%88%E3%82%8B
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・その中には「預かっているトートーメーがありますか。」と言う質問に対して、「預かっているトー

トーメーがある」が 2 名、「ない」が 15 名であった。 

・「それはどんなトートーメーですか。」と言う質問に対して、「伯父と三男の妻」、「姑の親と子、兄」、

「伯父」、「親と兄弟」であった。 

2．「トートーメーの事で兄弟や親戚間で困ったり悩んだりした事がありますか。」と言う質問に対し

て、「ある」が 6 名、「ない」が 11 名であった。 

3．｢ある｣の場合、「それはどのような問題でしたか。」と言う質問に対して回答は以下の通りである。 

・姑が造った財産だからグァンスは預かっているが悩んでいる。 

・トートーメーを誰が見るのかが（2 名）。 

・夫の親類に関する問題。 

・姑が厳しすぎて、預けっぱなしの無神経な親類の事で悩んだなどであった。 

4．「そのトートーメーには家、屋敷、土地などが付いていましたか。」と言う質問に対して、「つい

ていた」が 7 名、「ついていない」が 10 名であった。 

5．「そのトートーメーの事でだれかユタに習いに行きましたか。」と言う質問に対して、「行った」

が 5 名、「行かない」が 12 名であった。 

6.「行った場合」、「だれが習いに行きましたか。」と言う質問に対して、回答は以下の通りである。 

・門中の人たちと母親が決まってといるティンユタの所。 

・自分が直接に行った。 

・自分がユタの所に電話を入れて行った。 

・母親と娘。 

7．「ユタのハンジ（判示）はどのような内容でしたか。」と言う質問に対して以下の通りである。 

・自分の事を「あんたは霊感が強い」と言われた。 

・「久高に帰るように」と言われた。 

・相談した内容が「良くなっている場合」と「当たっていない場合」があった。 

8．「結局、その問題の解決はどうなりましたか。」と言う質問に対して回答は以下の通りである。 

・今も続いている。 

・「トートーメーの事で揉めた。その後仲が悪くなり、今も連絡を取らなくなった」 

・「葬儀や墓などは障るので行かないように」とユタに言われている。 

・自分の中で判断して解決した。 

・解決済み。 

 以上のようにトートーメーに関しては回答者の内容が多岐にわたる。祖先の霊を祀っている人が、

7 名、そうでない人が 8 名と半々に近く中には預かっている人が 2 名と答え、祀っている方々は伯父

と 3 男の妻、姑の親と子、兄、伯父、親と兄弟と複数であった。 

トートーメーに関して、その管理や周囲との人間関係に悩んでいる方は 6 名と多くみられた。 

その内容は「グァンスは預かっているが悩んでいる」「預けっぱなしの無神経な親類の事で悩んだ」

「トートーメーを誰が見るのか」「夫の親類に関する問題」「厳し過ぎる姑の問題」等であった。 

トートーメーに家、屋敷、土地が付いている家が 7 名であつた。トートーメーに関してユタに相談

した人が１名で、同行した人は母親と門中の人 2 名であった。 
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又、解決策として久高島ではユタに頼っている部分がある為、Ⅳ・Ⅴで、更に考察していく。 

Ⅳ．ユタについて （1） 

「次のような事でユタの所に行ったことがありますか」という問いで、次の 18 項目について尋ねた。 

① 「運勢の事」、② 「旅・就職」、③ 「結婚・相性」、④ 「お産・子供」、⑤ 「仕事・受験」、 

⑥ 「新築・改築」、⑦ 「ヤシチ」、⑧ 「土地・財産」、⑨ 「マブヤ―グミ」、⑩ 「病気・怪我」、 

⑪ 「夢見の事」、⑫ 「トートーメー」、⑬ 「グァンス」、⑭ 「スーコー（法事）」、⑮ 「お墓の事」、 

⑯ 「ミーグソー(新仏)」、⑰ 「門中の事」、⑱ 「部落」。 

それぞれに対する回答は以下の通りである。（表－9 参照） 

１）「運勢の事」に対して：「自分で行った事がある」が 10 名、「自分で行った事がない」が 7 名、「家

族・親類がある」が 3 名（母と門中が 2 名）、「家族・親類ない」が 0 名であった。 

２）「旅・就職」に対して：「自分で行った事がある」が 1 名、「自分で行った事がない」が 16 名、「家

族・親類ある」が 0 名、「家族・親類ない」が 1 名であった。 

３）「結婚・相性」に対して：「自分で行った事がある」が２名、「自分で行った事がない」が 13 名、 

「家族・親類がある」が 2 名、（母と祖母）「家族・親類がない」が１名、「無回答」が 2 名であ 

った。 

４）「お産・子ども」に対して：「自分で行った事がある」が２名、「自分で行った事がない」が 1 名、

「家族・親類がある」が１名（母）、「家族・親類がない」が１名、「無回答」が 1 名であった。 

５）「仕事・受験」に対して：「自分で行った事がある」が 1 名、「自分で行った事がない」が 15 名

「家族・親類がある」が 0 名、「家族・親類がない」が１名、「無回答」が 1 名であった。 

６）「新築・改築」に対して：「自分で行った事がある」が２名、「自分で行った事がない」が 12 名

「家族・親類がある」が１名（母）、「家族・親類がない」が１名、「無回答」が 3 名であった。 

７）「ヤシチ」に対して：「自分で行った事がある」が４名、「自分で行った事がない」が 13 名、「家

族・親類がある」が１名（母）、「家族・親類がない」が１名、「無回答」が 0 名であった。 

８）「土地・財産」に対して：「自分で行った事がある」が 3 名、「自分で行った事がない」が 12 名

「家族・親類がある」が 0 名、「家族・親類がない」が１名、「無回答」が 2 名であった。 

９）「マブヤーグミ」に対して：「自分で行った事がある」が４名、「自分で行った事がない」が 11

名、「家族・親類がある」が 2 名（母と祖母）、「家族・親類がない」が 0 名、「無回答」が 2 名 

10）「病気・けが」に対して：「自分で行った事がある」が 2 名、「自分で行った事がない」が 13 名、

「家族・親類がある」が 0 名、「家族・親類がない」が 2 名、「無回答」が 2 名であった。 

11）「夢見の事」に対して：「自分で行った事がある」が 2 名、「自分で行った事がない」が 13 名、「家

族・親類がある」が 0 名、「家族・親類がない」が１名、「無回答」が 2 名であった。 

12）「トートーメー」に対して：「自分で行った事がある」が 1 名「自分で行った事がない」が 13 名、

「家族・親類がある」が 1 名（母）、「家族・親類がない」が１名、「無回答」が 3 名であった。 

13）「グァンス」に対して：「自分で行った事がある」が 2 名、「自分で行った事がない」が 13 名、「家

族・親類がある」が 1 名（母）、「家族・親類がない」が 1 名、「無回答」が 2 名であった。 

14) 「スーコー」に対して：「自分で行った事がある」が 4 名、「自分で行った事がない」が 11 名、

「家族・親類がある」が 1 名（母）、「家族・親類がない」が 2 名、「無回答」が 2 名であった。 

15）「お墓の事」に対して：「自分で行った事がある」が 1 名、「自分で行った事がない」が 13 名、「家
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族・親類がある」が 1 名（祖母）、「家族・親類がない」が 1 名、「無回答」が 3 名であった。 

16）「ミーグソー」に対して：「自分で行った事がある」が 1 名、「自分で行った事がない」が 13 名、

「家族・親類がある」が 0 名、「家族・親類がない」が 2 名、「無回答」が 3 名であった。 

17）「門中の事」に対して：「自分で行った事がある」が 1 名、「自分で行った事がない」が 13 名、「家

族・親類がある」が 0 名、「家族・親類がない」が 1 名、「無回答」が 3 名であった。 

18）「部落の事」に対して：「自分で行った事がある」が 0 名、「自分で行った事がない」が 14 名、「家

族・親類がある」が 0 名、「家族・親類がない」が 1 名、「無回答」が 3 名であった。 

 

表-14 ユタへの相談内容と行った経験 

 

 

沖縄の人(ウチナーンチュ)は、病気や不幸、困りごとに対して、琉球文化独特の考え方で「ユタ」

へ相談する事も少なくない。久高島での調査では、ユタの所へ行った理由として、「運勢の事」に対

して「自分で行った事がある」が 10 名（特に１年の初旬に占ってもらう初運勢）と最も多かった。 

続いて「ヤシチ」、「マブヤーグミ」、「スーコー」が 4 名と次に多く「土地・財産」が 3 名、「結婚・

相性」、「お産・子ども」、「新築・改築」、「病気・けが」、「夢見の事」、「グァンス」が 2 名で、「旅・

就職」、「仕事・受験」、「トートーメー」、「お墓の事」、「ミーグソー」、「門中の事」の相談が 1 名で

ある ない ある ない 無回答

1 運勢 10 7 3 0 0

2 旅・就職 1 16 0 1 0

3 結婚・相性 2 13 2 1 2

4 お産・子ども 2 14 1 1 1

5 仕事・受験 1 15 0 1 1

6 新築・改築 2 12 1 1 3

7 ヤシチ 4 13 1 1 0

8 土地・財産 3 12 0 1 2

9 マブヤ―グミ 4 11 2 0 2

10 病気・けが 2 13 0 2 2

11 夢見の事で 2 13 0 1 2

12 トートーメー 1 13 1 1 3

13 グアンス 2 13 1 1 2

14 スーコー 4 11 1 2 2

15 お墓の事 1 13 1 1 3

16 ミーグソー 1 13 0 2 3

17 門中の事 1 13 0 1 3

18 部落の事 0 14 0 1 3

自分 家族・親類
相談内容
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あった。次に家族、親類がユタの所に行った理由としては、「運勢の事」が 3 名と最も多く、次いで

「結婚・相性」、「マブヤーグミ」が 2 名であった。続いて「お産・子ども」、「新築・改築」、「ヤシ

チ」、「トートーメー」、「グァンス」、「スーコー」、「お墓の事」の相談が 1 名であった。 

ユタへの相談内容としては、「トートーメー」や「グァンス」、「お墓の悩み」、「門中の悩み」等が

少ないのも久高島の特徴である。 

 

Ⅴ．ユタについて （2） 

 初めてユタの所へ行ったときの事や、ユタへ行った回数などについて尋ねた。回答は以下の通りで

あった。 

1．はじめてユタの所へ行った時のことを思い出してください。 

1 ）「それは、あなたがいくつの時でしたか」と言う問いに対して、「8 歳の時」が 1 名、「28 歳の 

時」が 2 名、「35 歳の時」が 1 名、「40 歳の時」が 3 名、「45 歳の時」が 1 名、「50 歳の時」が 2 

名で 10 名の方が回答、7 名が無回答であった。 

2 ）「そのときどのようなことでユタへ行ったのですか」と言う問いに対して、「強かった姑の事」、 

「グァンスの事」、「家の事で」、「門中の問題」「年初めの運勢の事で」などであった。 

3 ）「そのときだれかと一緒に行きましたか。それとも自分ひとりで行きましたか」という点に対 

して、「ひとりで」が 5 名と 1 番多く、次に「母親と」が 3 名、「夫婦で」が 1 名、「姑と」が 1 名、 

無回答が 7 名であった。 

4 ）「その時行ったユタはどこのユタでしたか」という問いに対して、「那覇のユタ」と「与那原の 

板良敷のユタ」「ユタの名前を覚えていない」がそれぞれ 2 名と 1 番多く、「馬天のユタ」、「南風原 

に住んでいるユタ」、「西原町のユタ、サーダカンマリ（セジ高生まれの人だった）」、「大里のユタで 

老人の男性だった」、「ミーサ（新仏）専門のユタ」、が 1 名、無回答が 6 名であった。 

2．「その時から今までにユタの所へ何回くらい行きましたか」の質問に対して、「10 回以上」が３名、 

「1 回から 5 回」が 3 名と多く次いで「6 回から 9 回」が 2 名、「行った事がない」が 9 名であった。 

3．「この一年間で何回行きましたか」の質問に対して「1 回」が 1 名、「0 回」が 8 名であった。 

無回答が８名であった。 

4．「一番よく習いに行くユタは、どこの何さんですか」の質問に対して、「決まっていない」が 4 名、 

「その都度決めるので、特別なユタはいない」が 2 名、「年に 1 回運勢をする人」が 2 名、「門中で 

決まったユタ」が 1 名、「名前が判らないユタ」が 1 名であった。無回答が 7 名であった。 

 

以上のようにユタへの相談としては自分自身の運勢に対してのものが一番多く、中には 10 回以上 

訪れた方もいた。初めての相談は「40 歳の時」が 3 名、28 歳の時」が 2 名、「45 歳の時」が 2 名、

「50 歳の時」が 2 名であり、相談は 1 人で行ったが 5 名と最も多く、次いで母親とが 2 名だった。

相談の内容は「家の事」を始め、「姑の事」、「門中の事」、「グァンスの事」等で様ざまである。相談

に行ったユタは、「那覇のユタ」と「与那原のユタ」が其々2 名と多く、特定のユタに相談している

様子はなく、その金額も 1 回の相談料としては 3 千円が相場ではあるが、「馬天のユタ」は 5 千円だ

ったと述べる人もいてユタやその相談内容によってバラつきがあった。ウグァンの為にユタを 1 日

頼んだら 5 万円かかったと言う人もいた。中には久高島のティンユタは無料だったと言う人もいた。 
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Ⅵ．宗教的な活動、関わり 

 イザイホーや日々のウガミなど、信仰について尋ねた。 

1．久高島にはイザイホー（今は中断していますが）や、その他たくさんの宗教のウガミ行事（28） 

がありますが、あなたは主にどれに参加していましたか。という質問に対して、「すべてに参加した」 

が 1 名、「参加していない」が 5 名、「4～5 日かかるので自分は参加しない」が 11 名であった。 

 

1 ）「イザイホー：参加していた場合の役割は」という質問に対して、ナンチュ（30～41 歳代）、 

ソージヤク（ウットゥヤジク）（40 歳代）、シュリユリタ（40 歳代～50 歳代前半）、ウンサクー（50

歳代後半）、タムトゥー（60～70 歳代）の「全てに参加した」が 17 名中 5 名、「参加していない」

が 12 名であった。   

2 ）「今、イザイホーが中断していることについてどう思いますか」という質問に対して、「30 歳か

ら 41 歳の人が島にいないので仕方がない」が 2 名、「存続は厳しい」が 2 名、「流れに沿うだけ」「イ

ザイホーは出来ない、役職になる人がいない為」「ノロがいないので仕方がない」「ある方が良いがノ

ロもいないから出来ない」「今は仕方がないが続けた方が良かった」「無理だと思う、条件が厳しくノ

ロをはじめ参加者がいない」「単なる人の寄せ集めでは無理」「イザイホーはあった方が良いと思う」

が其々1 名であった。イザイホーの中断というに質問に対し、9 名の方は仕方がないと回答された。

あった方が良いと答えた人が 1 名、流れに沿うだけが 1 名であった。 

3 ）「あなたにとって印象に残っている行事がありますか、それは何ですか」と言う質問に対して、 

「イザイホー」が 6 名、「子供のころ神女さん達とお弁当を持ってフボウウタキに行った」「女の子

が産れたら久高島では御礼参りに行った」「旧正月に行われる行事」其々1 名であった。 

4 ）「その他の年中行事にはどんな風に参加していましたか」という質問に対して、「参加していな

い」が 6 名、「無回答」が 11 名であった。 

 

2．「現在の日々の拝みはどんなことをやっていますか」という質問に対して、次のような回答があ

った。 

「1 日と 15 日はお酒も供える」が 7 名、「健康祈願」「1 日置きにお茶とう」（久高の人は毎日行って

いる人が殆ど）「火の神とイザイホーの香炉」「交通安全と健康祈願」（お茶を 3 つ注いで拝む） 

「両親と 2 人の兄の為に拝む」「商売繁盛と朝・夕の健康祈願」「ウガンは行わないが神の存在は 

信じている」が其々1 名であった。 

 

 以上のように久高島における現在の主な信仰の活動は参加しないが 16 名と殆どである。イザイホ

ーに参加していた場合の役割は、ナンチュ、ソージヤック、シュリユリタ、ウンサクー、タムトゥー 

の「全てに参加した」と 80 歳代の 5 名の方が回答された。イザイホーについて途絶えていること

は様ざまな理由により仕方がないという意見が 9 名と多いが、中にはイザイホーは続けたほうが良

かったとの意見も聞かれた。現在は「お茶とう」「1 日と 15 日はお酒も供える」「火の神」「イザイホ

ーの香炉」など、目に見えない信仰はそれぞれの家庭で拝むに留まっている。 

2014 年は 12 年に一度のイザイホーの年に当たるが中止が決定した。 
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Ⅶ．介護とスピリチュアルペイン    

 久高島で暮す高齢者 17 名のお一人おひとりに福祉の現状を尋ねた。回答は以下の通りである。 

1．「島には介護施設がないので介護が必要になったら、沖縄本島の老人ホームに行ったりしますが、

貴女は沖縄本島の老人ホームに行くことをどう思いますか」という質問に対して、「行きたくない」

が 5 名、「老人ホームが良いです、ホームに行きます」が 2 名、「久高島が終の棲家です」、「島で

最後まで暮らしたい」、「その時の必要に応じてなら仕方がない」、「出来れば久高島に老人ホームを

作ってほしい」、「子どもが介護してくれると思うので行かない」、「出来る限り在宅で見てあげたい」

がそれぞれ 1 名、「考えていない」が 2 名、無回答が 1 名であった。 

2．「あなた自身は、島を離れて老人ホームに行きますか」という質問に対して、「行かないつもり」

が 5 名、「仕方がないから行く」が 2 名、「いいえ、自宅で過ごす」、「島で最後まで暮らす」、「な

るべくは行きたくない」、「老人ホームも良いと思う」、「家族が皆で看ると言われているので行くこ

とはない」、「その時になって見ないと判らない」がそれぞれ 1 名、無回答が 4 名であった。 

3．｢なぜ、島を離れなくてはなりませんか｣という質問に対して、「介護する人がいない場合は仕方

がない」が 2 名、「介護する者とホームがない為」が 2 名、「若者が島にいないので看取る人がい

ない」が 2 名、「子ども達が 1 人も看なければホームか病院に行くしかない」、「子どもたちが島に

いないので介護者がいない」、「施設がないから」、「特に考えはない」がそれぞれ 1 名、無回答が 7

名であった。 

４．「できれば最後まで島にいたいですか（島で死を迎えたいですか）」という質問に対して、「「はい」

が 10 名、「いいえ」が 2 名、無回答が 5 名であった。 

5．「死後（魂／マブイ、マブヤーなど）はどうなると思いますか」という質問に対して、「お墓に帰

る｣が 5 名、「生き続ける｣が 2 名、「ニライカナイ｣が 3 名、「仏壇に入る｣が 1 名、「島に帰る｣が 1

名、無回答が 5 名であった。 

6．「もし老人ホームに入ったら、拝みは老人ホーム（施設内）でも、出来るだけ続けたいですか」

という質問に対して、「毎日、拝みます」が 3 名、「ホームには入らないから」が 2 名、「拝みは必

要に応じてやると思う」、「もし入ることになった時は、拝みたい気持ちがあっても多分出来ないと

思う」、「心の問題として拝みはすると思います」、「もしホームに入ったとしたら、主人のことと孫

のことなどを祈る」、「考えたこともないです、行かないから」、「自分は早くボケた方が良いのかも

知れないと思う」、「久高に向かって拝みをするが、ホームの中では止められるだろう」、「入所はし

ても拝まない」、「心の中で一人拝む」それぞれ 1 名、無回答が 3 名であった。 

「介護が必要になったら沖縄本島の老人ホームに行く事をどう思いますか」という質問に対して、 

「行きたくない」が 5 名、「久高島が終の棲家」、「家族が皆で看ると言うから行かない」、「自宅で過

ごす」など、「出来れば最後まで久高島に居たい」、「終の棲家である」という方が大多数を占めてい

た。しかし、中には「仕方がないから行く」、「その時の必要に応じて仕方がないなら行く」、「久高島

に老人ホームを作って欲しい」などの意見もあった。更に「老人ホームが良いです、ホームに行きま

す」と言う特徴的な意見が 2 名の方から聞かれた。以上のようにそれを許さない島の現状がある。

それは「若者が島にいないので看取る人がいない」、「介護する者がいない」と「老人ホームが島にな

い為」等の過疎や施設不足を挙げる声が多く聞かれた。また老人ホームに入所しても拝みは続けたい

など、自身の信仰は貫きたいという想いのある方々が殆どであった。 
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考察 

 今回の調査における 7 つの質問に対し、お年寄りの殆どの方は久高島での生活を望んでおり、｢満

足感｣が強いと推察された。アンケート調査の回答者全員が久高島で生まれ育った方で、子供は 4 人

から 5 人が最も多くお墓は家族墓や門中墓が中心であった。家はヤータッチャーが 10 人、ムトウヤ

ーが 6 人であった。しきたりや信仰については、ウグァンやマブイグミは屋敷内で行う事が多く、

病院に通院するなど特別な事を行うのではなく日常的に対処していた事が分かる。トートーメー に

関しては、祀っている方とそうでない方が半々に近く、祀っている方はその管理や周囲との人間関係

に悩んでいる方が多くみられた。又、その解決策として久高島ではユタに頼り相談する部分もあった。 

ユタについて（１）の纏めでは、ユタの所へ行った理由として、「運勢の事」が 10 名と 1 番多く、

「ヤシチ」、「マブヤーグミ」、「スーコー」が 4 名と次に多く「土地・財産」が 3 名、「結婚・相性」、

「お産・子ども」、「新築・改築」、「病気・けが」、「夢見の事」、「グァンス」が 2 名で、「旅・就職」

「仕事・受験」、「トートーメー」、「お墓の事」、「ミーグソー」、「門中の事」の相談が 1 名であった。

家族や親類がユタの所に行った理由としては、「運勢の事」が 3 名と最も多く、次いで「結婚・相性」、

「マブヤーグミ」が 2 名であった。「お産・子ども」、「新築・改築」、「ヤシチ」、「トートーメー」、「グ

ァンス」、「スーコー」、「お墓の事」の相談が 1 名であった。 

ユタについて（2）の纏めでは、ユタへの相談としては中には 10 回以上訪れた方もいた。はじめ

ての相談は「40 歳の時」が 3 名、「45 歳の時」が 2 名、「50 歳の時」が 2 名であり、相談には 1 名

で行ったが 5 名と最も多く、次いで母親とが 2 名だった。相談内容は「家の事」をはじめ、「姑の事」

「門中の事」、「グァンスの事」等であった。相談に行ったユタは、「那覇のユタ」と「与那原のユタ」

が 2 名と多く、特定のユタに相談している様子はなく、金額も 1 回の相談料としては 3 千円が相場

であるが、「馬天のユタ」は 5 千円だったと答える人もいて、ユタやその相談内容によってバラつき

があった。ウガンの為にユタを 1 日頼んだら 5 万円請求されたと言う方や、中には久高島のティン

ユタは無料だったと言う人もいた。宗教的な活動および関わりについては、久高島における現在の主

な信仰行事には参加しないが 16 名と殆どであった。「卒業したのに」と言うのがその理由である。 

宗教的な関わりについては主に、イザイホーや日々のウガミなど信仰について尋ねた。イザイホー

に参加していた場合の役割は、ナンチュ、ソージヤック、シュリユリタ、ウンサクー、・タムトゥー

の「全てに参加した」と 80 歳代の 5 名の方が回答された。イザイホーについて途絶えている事は様々

な理由により仕方がないという意見が多いが、中にはイザイホーは続けた方が良かったとの意見も聞

かれた。現在は「お茶とう」、「1 日と 15 日には酒もそなえる」、「火の神」、「イザイホーの香炉」な

どを各家庭で拝むに留まっている。 

介護とスピリチュアルペインについては、長寿の島における「終の棲家」のあり方について、これ

からの「超高齢社会」及び「多死社会」に向けて、久高島は日本中が迎える現実的な問題を先行する

ような、超高齢化の「先進」地域である事が如実に現れている。アンケート結果により個々人の「信

仰」や「習慣」を尊重する事や、久高島における介護施設の充実と共に、スピリチュアルペインに対

してのケアが必要である事が明らかにされた。更に考察を深めると現実にはサービス基盤の遅れた久

高島で多くの高齢者が暮らしており、島嶼部にこそ一生涯「島で暮らし続けたい」と言う高齢者のニ

ーズがある。島に住む人々は「無形の資産」である自然豊かな島のコミュニティの中で、高齢者の体

が不自由になっても安心して島で暮らす事が出来、島でいのちを終える事が出来るようにしたいとい
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う切実なニーズがあるという。しかし、実際には自宅で最期を迎えられる人は限られており、「島で

は死ねない」という現実が横たわっている。準限界集落247」でもある久高島では 2－2－2 でも述べ

たように、久高島振興会のホームページでは次のように掲載している。「久高島には介護施設がなく、

要介護状態になった島の高齢者は、毎年数名のお年寄りが本島に連れて行かれては亡くなり島に戻っ

てくる。介護保険制度や若者不在による人員不足など久高島ならではの立ち向うべき課題が多くあ

る。」久高島では年に数名のお年寄は島での生活を諦め島外の老人ホームに入所したり、病院に入院

したり、或は子ども達の暮らす本島に呼び寄せられ、そのまま最期を迎えてしまう高齢者がいるとい

う。お年寄たちは島外の病院への入院や老人ホームに入所する事を「連れていかれる」、「死んだらど

うせ島に戻ってくるのに、死ぬ為だけに住み慣れた島から出るなんておかしいさー」と表現している。

久高島のお年寄は、暮らし続けた島で死ぬことも叶わず、死んでから本島で火葬されて「遺骨」とな

って島に帰ってくるのが現実であり、亡くなった人を島民は港で迎えるという。これは高齢者達の、

厳しい現実に対する複合したスピリチュアルペインだと考えられた。 

ここで永井の「沖縄の離島における地域ケアシステム構築の現状と可能性248」の内容を考察し、

私見を述べながら纏めてみたい。永井は、「一般的に島嶼部では様々な制約条件のもとで、「介護状態

の高齢者ケア」の問題を模索して行かなければならない。人口規模が 260 人規模の久高島では、島

には役場がなく、島の管理運営は住民自治組織に委ねられている。島の高齢者が要介護状態になって

も島で暮し続けていたいと言う介護のニーズが島内にあることを久高島の島民たちは確認している。

介護施設があればデイサービスの併設や殆どの「在宅サービス」の拠点となり得る。介護の専門職の

常駐も高齢者の生活支援に関わることも可能である。しかし、現状では入所型の介護施設は困難であ

り、「在宅サービス」つまり介護保険サービスもすべてを活用する事は不可能である。」と述べている。 

現実問題として島内には医療・介護・福祉に携わる専門職が不足しており課題も多い。これから先、

久高島のような離島・過疎地域での介護を支えていく為には、島全体で切れ目のない福祉サービスを

提供出来る、島内完結型による「居宅サービス249」や「小規模多機能施設250」、「生活支援ハウス251」

等、在宅サービスの基盤整備を立ち上げ南城市も積極的に参画し、島における「看取り」を目指して

                                                   
247 限界集落以前の状態を「準限界集落」と表現し、55 歳以上の人口比率が 50％を超えている場合とされ、久高島の

ように、過疎化・高齢化の進行で急速に増えてきておりこのような状態となった集落では、共同体としての機能

が急速に衰え、やがては消滅に向かうとされており共同体として生きて行く為の「限界」として表現されている。 
248 永井彰「沖縄の離島における地域ケアシステム構築の現状と可能性」2003。地域ケアシステムとは、「一定の地域

的範域の中で、行政機関、医療機関、福祉施設、住民グループなどが連携しつつ、高齢者本人やその家族にとっ

て必要なサービスを提供する社会的ネットワーク」 
249 山縣文治、柏女霊峰共著『社会福祉用語辞典 第 3 版』ミネルヴァ書房 2002  p. 64。居宅サービスは 12 種類。 

  ①訪問介護（ホームヘルプサービス）、②訪問介護入浴、③訪問看護、④訪問リハビリテーション、⑤居宅療養

管理指導、⑥日帰り介護（通所介護・ディサービス）、⑦日帰りリハビリテーション（通所リハビリテーション）、 

  ⑧短期入所生活介護（ショートステイ）、⑨短期入所療養介護、⑩認知症（痴呆）対応型共同生活介護（認知症

対応型グループホーム）、⑪特定施設入所者生活介護（有料老人ホーム、ケアハウス等）、⑫福祉用具貸与 
250「デイサービスを中心に宿泊（ショート）や訪問介護を併用する施設。地域密着型複合介護施設」。同上 p.183 
251「高齢者生活福祉センター」とも言われ、独立生活が不安であり、家族ケアが困難で生活支援や緊急対応の必要な 

者が対象。小規模複合施設。行政の措置で決定する。p.93  
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行くべきであろう。地域の重要な社会資源の1つに「介護サービス」があるが、久高島には介護サー

ビスの事業所や施設等がない為、要介護状態になった高齢者の多くが住み慣れた島内の自宅を離れな

ければならない現状が続いており、たとえ介護保険の保険料を納めていたとしても「要介護」と認定

された後、島内で介護サ－ビスが十分に選択出来る状況にはない。介護療養型医療施設（療養病床）

や介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）等の施設はおろか、訪問介護（ホームヘルプサービス）、

通所介護（日帰り介護）のディサービスや、短期入所生活介護（ショートステイ）等、様々な居宅（在

宅）サービスの選択も十分と迄は行かない。以上のように離島の介護保険サービスに於ける“離島苦”

とも言える現状は制度の理念には程遠く、「保険あってサービスなし」の状態が垣間見えてくる。 

介護保険がどんなに優れていても使えなければ役に立たない。離島に於いて「安心出来る豊かな福

祉社会」を構築する事は、島の現状ではかなり厳しいと言わざるを得ない。 

久高島では、家族のみによる個人的な介護が限界に達すると、近隣の人々の援助や介護サービス等

の社会資源を利用する等の手段が必要不可欠となるが、高齢者の場合は、「施設サービス」が必要に

なった時点で、島外の介護施設や病院に行かざるを得ない状況となる。島内には介護サービスや医療

福祉サービスを提供する為のマンパワーが極めて少ない為、「食事が作れない」や「歩いて買い物に

行けない」程度の ADL の障害が発生した場合、島内での自立生活が成り立たなくなり、子どもが住

む本島に引き取られ、身を寄せる場合もある。離島という社会資源が限られた状況では、マンパワー

不足や設備の未整備により介護保険におけるサービス（保険給付）の範囲も限られてくる。社会資源

に乏しく訪問看護ステーションも成り立たない程、過疎化が進行している久高島の高齢者達は「体が

動けなくなった時点で島を離れなければならない」との覚悟を述べている。 

更に久高島の在宅に於ける「終末期ケア」を受けるシステムが整っていないと言う問題に対しては、 

島内における終末期医療や看護・介護の充実が必要であると考える。しかし、島民が最期を迎えるに

あたっては、住み慣れた島を離れ、島外の病院への入院を余儀なくされている。1 度島を離れると、

2 度と生活の拠点であった島に帰る事は叶わず、覚悟しなければならない。 

島で最期を迎える事を望んでいながら現実を考えると、島民の QOL やより良く生きる権利が保障

されているとは言い難い。島の高齢者たちは｢島で死にたい｣、｢自宅で最期を迎えたい｣と住み慣れた

島で過ごす事を望みつつも、同時に「いつまで島に居られるのだろうか」という不安を常に抱いてい

るようである。本島に渡って死を余儀なくされる高齢者は老後を悲観し、島で生きて来た事や自分の

人生に喜びや誇りを持てないでいる。離島に住むという事のみで本島の人々と同等な社会資源も十分

に活用できず、人生の最期を迎える時に、生きた場所である生活の拠点をさえも変えざるを得ない状

況は、人としての尊厳や、その人の QOL が尊重されているとは言い難い。医療体制や社会資源の不

足は平等な医療や看護・介護の提供を難しくし、公正の原則も保障されていない。 

ここで纏めてみると、久高島に於ける保健・医療・福祉の基盤整備や島で最期が迎えられない要因

には、① 島の過疎化及び高齢化、② 島内での夜間往診医不在、③ 介護サービスに於ける選択不足、

④ 社会資源（マンパワー）の不足等が挙げられる。島のお年寄り達が、最期まで人が人らしく生き、

満足に暮す事が出来、生涯を終える事が出来る久高島である為には、行政による福祉の役割と高齢者

の存在意義を更に検討して行く必要があろう。沖縄の島嶼部に於ける地域ケアシステムの構築は、行

政の積極的な関与が期待出来ない場合極めて厳しい状況にあり、要介護者となったお年寄達を島で支

える目標である、「―生涯暮らし続けられる久高島を目指して―」は未だ達成されていないのである。 
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第 3 章 特別養護老人ホーム｢しらゆりの園｣における介護の取り組み 

第 1 節 特別養護老人ホーム｢しらゆりの園｣と久高島の高齢者たち 

施設職員 A さんによれば（次節参照）、久高島では核家族が進行し家族介護で日々の日常生活さえ

困難となり要介護状態になったお年寄り達は、人生最期の大切な時期を島外の施設に入所し、他人の

ケアを受けざるを得ない状況となると久高島に近い「しらゆりの園」に入所を決める場合が多かった。 

特別養護老人ホーム｢しらゆりの園｣は沖縄本島の南城市知念にあり、社会福祉法人立命会が運営す

る施設で｢高齢者の尊厳と自立支援、利用者本位｣の基本理念を掲げ、1988（昭和 63）年 3 月 11 日

に開設された。沖縄でも高齢化の進展による社会のニーズに対応し、特別養護老人ホーム｢しらゆり

の園｣は設立された。 

少子高齢化が現実のものとなってきた今日、お年寄が健康でしかも生きがいを持ちながら、安心し

て暮らせる社会を構築する事が増々重要となっている。2012 年（平成 24 年）6 月 15 日（金）現在、

｢しらゆりの園｣に入所中のお年寄りは約 70 名であり、久高島の高齢者も入所中である。施設では入

所者の看取り（終末期ケア）も行っており、その数は徐々に増加しつつあるという。 

現在｢しらゆりの園｣では、在宅へ向けてパワーリハビリテーションをはじめ以下の自立支援介護と

取り組んでいる252。 

1 ） 排泄の自立：入所者全員の日中の｢おむつはずし｣に挑戦し、排便時にオムツを使わず、歩行器

や杖等を使い一人でトイレ迄歩行が出来る。 

（例として下剤を使わずポータブルでの座位による排便） 

2 ） 運動の自立：パワーリハビリテーションを取り入れ、機能訓練は勿論｢安全｣を心がけ、心と体

をリフレッシュする為、利用者のペースに合わせた無理のない自分のペースで歩行訓練を行い老化

による機能低下を回復させる。 

3 ） 胃瘻の全廃：目標を掲げ、全員が普通食（常食、並食）を摂取出来るように、咀嚼や嚥下（カ

ミカミ・ゴックン）など、口腔機能を改善し介護の専門性を高めるケアに挑戦中である。 

その他の介護の基本としては水分摂取、食事、排せつ、運動を中心とした自立支援を実現している。

具体的には、一日の必要水分量 1500ml～2000 ml の摂取により便秘の予防を始め肺炎予防等、可能

な限り居宅に於ける生活への自立を念頭に置いている。入浴介助は清潔で安心設計の浴場で、シャワ

ー浴だけではなく浴槽も設置し、利用者本人の状態に合せて｢一般浴｣、｢特別浴｣、｢個人浴｣等が選択

出来、身体のご不自由なお年寄でも手摺りや補助器具等が充実し、安心して入浴が出来る。食事介助

については栄養とエネルギーのバランスを中心に、普通の食事を摂取する事によって口腔内の機能も

改善される。お年寄の低栄養や活動の低下等を防ぐ事を目的として、沖縄の家庭料理を始め、バラエ

ティに富んだ料理で「我が家」に近い食事を心がけている。 

その他、年２回の健康診断や インフルエンザ・肺炎球菌ワクチンの接種、口腔ケア（超音波洗浄

器）を導入し充実したケアを実施しており、介護及び見守りの支援を行う事により利用者其々が個人

の身体能力に応じた日常生活を営む事が出来るよう協力医療機関との連携も密にしながら｢自立支

援｣を志している。 

                                                   
252 ｢老化による器質的障害により低下した機能を回復させ自立性向上と QOL の高い生活復帰を目指す｣ 

 http://www.powerreha.jp/aboutPowereha.html 
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ここで、特別養護老人ホーム｢しらゆりの園｣が、2010（平成 22）年、自立援助の一環として工夫

を凝らし、「オムツ使用ゼロ」を達成した取り組みを次に報告する253。 

きっかけは同園理事長の T さんが、国際医療福祉大学大学院の竹内孝仁氏の講演会に参加した事

であった。排泄行為を他人の前に曝け出す行為は、羞恥心の為に吾身が縮む思いを味わう事であり、

「オムツはずし」254と言う主体的な行為の原点である排泄が自立する事は、高齢者が主体者として

の自立をとり戻しに繋がるとの提言に、T さんはまさに介護現場の課題解決方法だと考えた。しかし、

当時は約 7 割の利用者がオムツ使用中であり「無理」だとの声も聴かれた。そこで少人数から始め、

要介護度 4 から 5 の 6 名に歩行訓練と抱き合わせながらトイレでの排泄を促した。同時に、① 排泄

の有無、② 時間の記入により排尿のパターンをチェックし必ず声掛けを行った。まず 6 人が成功出

来た。トイレまで歩けない人はポータブルトイレを使用した。座位の保てない利用者は、手摺付きの

トイレで安全に排尿出来るように工夫し、日中のオムツ外しゼロを達成した。 

2014（平成 26）年 3 月現在は、歩行訓練に力を入れ、利用者の自立に向けての取り組みを続行中

である。オムツ外しに欠かせないのが水分、食事、排泄、運動（歩行）の 4 つのケアであり、当施

設では毎日の水分摂取を 1.5 リットルと決めて指導し、尿意と便意を定期的に気づき易くした。食事

は常食を中心とし食物繊維を増やし、また排便リズムを狂わせる下剤は嘱託医と看護師の連携によっ

てほぼ使用を止める事が出来た。この取り組みを通じて、施設長代理の O さんは｢介護は流れ作業的

に行うものではなく、利用者それぞれの方が自立出来るよう手助けするのが役割だ｣と語っている。 

 

第 2 節 特別養護老人ホーム｢しらゆりの園｣における聞き取り調査 

第１回目の聞き取り調査を、2012 年（平成 24 年）6 月 15 日（金）午前 11 時から午後 1 時の 2

時間、しらゆりの園の応接室にて施設長の T さん、副施設長の O さん、看護師の I さんに対して、

大庭学園校長の S さん、ボランティアの K さん同席のもと筆者が行った。 

久高島では核家族が進行し家族、介護で日々の日常生活さえ困難となり要介護状態になったお年寄

りたちは、人生最期の大切な時期を島外の施設に入所し、他人のケアを受けざるを得なくなる状況と

なると久高島に近い「しらゆりの園」に入所を決める場合が多かったと言う事である。島に住む多く

のお年寄たちは家族に見守られたいと家族介護を望んでいる。しかし、支える側が家族であるだけに

途中でも止める事も出来ず、日々老い衰えて行くお年寄りのケアについて、家族介護がどのように意

味づけられるかという問題に直面する。居場所を失ったお年寄達は住み慣れた日常生活や地域から切

り離され“長寿の島”“神の島”と呼ばれた久高島を後にした。｢本当は島を離れたくなかったが、一

人では生活して行けなくなった｣と施設職員 A さんに苦しい胸の内を吐露したという。 

しらゆりの園に入所した久高島のお年寄達は早朝から起床し、久高島を遥かに眺める事の出来る 

部屋から島の見える東方向に向かって祈りを欠かさなかったという事であった。勿論、太陽の昇る場

所であり、太陽神崇拝のひいては理想郷ニライカナイ遥拝の位置で、太陽（ティダ）の昇り場所は祈

                                                   
253 一般社団法人市民介護相談なは。ほーむぷらざ 第 1392 号（2014 年 3 月 13 日） 
254 竹内孝仁『医療は「生活」に出会えるか』医歯薬出版株式会社 2000 第 1 版第 7 刷 pp.67~101 
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願の対象である。当施設では 2001 年（平成 13 年）頃が最も入所者が多かった。一時期は６名もの

久高島のお年寄りが入所しており、島が見えるように｢久高の部屋｣とも呼ばれ、スピリチュアルな配

慮もなされており、其々のお年寄が島の方言で話し朝夕の祈りを欠かさなかったという事である。  

第 2 回目の聞き取り調査を、2012 年（平成 24 年）11 月 29 日(木) 午後 1 時から 3 時迄の 2 時間、

しらゆりの園の応接室にて施設長の T さん、看護師の I さん、琉球大学の浜崎盛康教授、大庭学園

校長の S さん、ボランティアの K さん同席のもと筆者が行った。 

この時は、施設職員から内間カナさんに関する以下のような興味深い話を聴く事ができた。1978

年（昭和 53 年）最後となったイザイホーの時、作家の岡本太郎255が｢最後のノロ｣である内間カナさ

んに会う為久高島を訪れ有名になった事や、宮崎編集の月刊誌256の中で、特別養護老人ホームに入

所中の内間カナさんに対してイザイホーについてのインタビューが行われた。その時点で内間カナさ

んは次のように話された。｢イザイホーはとてもなつかしいさぁー。皆で寄り集まって拝み（祈願）

して……祭りが終われば、大勢でお祝いのカチャーシー踊ってそれはそれは楽しかったねぇ。思い出

すと涙がとまらんよぉ｣、「時々、朝目が覚めたら枕が涙で濡れていることがあるのさぁ。きっと夢で

ティルル－（祭りの時に神さまに捧げる神歌）を歌っているのかも知れないですょ」、｢毎月 1 日と

15 日には久高島（東）に向かって皆の健康と幸せをウガンしているさぁ｣。また、施設職員 A さん

によると内間カナさんから当時、｢ある方が亡くなった後、霊が出てくるのでヌジファ［抜霊］をし

て欲しい｣との申し出があり、施設側も御祓いをし、色々と試したが納得されずユタに来てもらって

ヌジファを行った所、カナさんは落ちつかれたという。施設でしか知りえない貴重なスピリチュアル

に関したエピソードである。 

第 3 回目の聞き取り調査を、2013 年（平成 25 年）6 月 5 日(水) 午前 10 時から 12 時迄の 2 時間、

しらゆりの園の応接室にて施設長の T さん、看護師の I さんに対して、琉球大学の浜崎盛康教授、

大庭学園校長の S さん、ボランティアの K さん同席のもと筆者が行った。この時は、「しらゆりの園」

施設長と職員の方から、内間カナさんについて次のような話を聴く事ができた。内間カナさんはもの

静かな方でベッドの上で祈り、｢やるべき事はやった｣と安らかな日々を穏やな心で過ごされ、スピリ

チュアルなペインはなかったと見られるとの事である。居住系施設である特養ホームに入所中であっ

た内間カナさんも施設職員の｢寄り添うケア｣を受けつつ、老衰の為 1997 年（平成 9 年 7 月 1 日）に

亡くなられたという。久高島の最後のノロ・神女である内間カナさんは、スピリチュアルな安寧の中

で一生涯を閉じられたと言えそうである。このように地域特性への配慮が必要な場合があるのである。  

又、2013 年（平成 25 年）6 月 1 日現在、久高島からは一組のご夫婦が｢しらゆりの園｣に入所中と

の事である。お二人は様々な要因により日常生活に不安がある為、自宅での生活が困難となり入所を

決められた。夫（80 歳代）は日常生活が出来るように食事・入浴・排泄等、生活場面での介護支援

や機能訓練を受ける目的で、有料老人ホーム｢シルバーハウスしらゆり（人員 13 名）｣に、妻（80

歳代）は認知症対応の｢グループホーム（人員 6 名）｣に其々が別れて日々の生活を送っている。 

                                                   
255 ｢2011/9/8 の NHK｢岡本太郎生誕 100 周年記念｣で岡本太郎が内間カナさんに会いに行った。｣ 

http://www.amazon.co.jp./review/R2nfntk 
256 www5c.biglobe.ne.jp/~izanami/kaminohado/002uchima.html。内間カナ／月刊波動 2003／1 月号 

（文・構成 宮崎みどり） 

 

http://www.amazon.co.jp./review/R
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終 章 

本論文は、「エンド・オブ・ライフケア」と、沖縄の民間信仰について先行研究の考察と、久高島

のフィールドワークを行った。 

第 1 部では、「ホスピス・緩和ケア」、「スピリチュアルケア」、「グリーフケア」、「エンド・オブ・

ライフケア」それぞれについて考察し、これ等のケアは何れも全人的ケアをその土台としていると言

う共通点がある事を論じた。 

 

まず「ホスピス・緩和ケア」とは、がんの終末期にある患者が延命治療によって、生命の量（寿命）

を引き伸ばす場所ではなく、生命の質（QOL）を高める場所であるという視点で、充実した日々の

生活を安楽に過ごす事が出来るように支援し、生命の質を高め、維持出来るように患者を｢全人的｣

に捉える事である。 

 

「スピリチュアルケア」とは、浜崎は｢自己の生（存在）の意味と存在する意味や死（自分が消滅

してしまう）の恐怖に関するケアであり、「死の恐怖を受け止め、死を受容し、死が訪れるまで十分

によく生きる事を援助するケアであると言える｣と述べている。このケアは「生きる意味を取り戻す

援助と、生きることを援助するケア｣であり、スピリチュアルケアとは、「生きる力を取り戻すケア」

であると述べている。  

 

「グリーフケア」とは、ボウルビーは「悲嘆（grief）とは、喪失と悲哀に付随する主観的症状で

あり、悲哀は対象喪失によって起こる一連の心理過程で経験される落胆や絶望の情緒的体験である」

と述べている。グリーフケアは身近な人と死別して悲嘆に暮れる人が、その悲しみから立ち直る事が

出来るよう、側にいて支援する事を言い悲嘆を癒す為のケアと言える。 

この悲嘆ケアは「励ます」のではなくその人に寄り添う姿勢が大切だと言われ、終末期ケアが自己の

死を扱うのに対して、グリーフケアは他者の死を扱うものである。 

 

「エンド・オブ・ライフケア」とは、k.k キュブラーによると「その人が持つ価値体系を尊重し、

能動的で共感的なアプローチを必要とする為、スピリチュアルなケアや、個人の信仰や習慣にも気を

配る必要がある」と述べられており、晩年期高齢者ケアの基本方針である。 

ホスピス・緩和ケアは主に「がん患者」を対象としているが、エンド・オブ・ライフケアは「非が

ん患者」も対象としている。従って高齢者福祉に於けるスピリチュアルケアを考える時、非がん患者

も対象とするエンド・オブ・ライフケアの視点に立つ必要がある。 

以上の考察に基づいて第 2 部では、久高島におけるミニデイサービス「ふばの里」での聞き取り

調査と 17 名の高齢者を中心としたアンケート調査を行い、スピリチュアルニーズおよび介護予防や

生活支援などについて論じた。 

更に久高島の高齢者達が「終の棲家」として選ぶ事の多かった、南城市知念の特別養護老人ホーム

「しらゆりの園」での聞き取りを中心としたグループインタービューによる面接調査及びアンケート

調査を行い、久高島の高齢者に行われている介護福祉サービスの内容を考察し、高齢者に対するスピ

リチュアルな配慮を含むケアの在り方を見た。 
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以上のような先行研究の考察と、久高島でのフィールドワークによって以下の事が明らかになった。 

① 高齢化社会に於いて、非がん患者も対象とするエンド・オブ・ライフケアの視点が重要である事。 

② そしてホスピス・緩和ケアの全人的ケア、特にその中でも、スピリチュアルケアはエンド・オブ・

ライフケアに於いても必要であるという事。       

③ ホスピス・緩和ケアの全人的ケアを含むエンド・オブ・ライフケアは、高齢者福祉のケアに於い

ても必要である。 

④ 更に上記のケア実践においては、アンケートやフィールドワークの結果からも得られるように、

地域の文化、特に宗教や信仰を考慮に入れる必要があるという事。 

 

一般的には、老いの道のりは緩やかで長く続き、其々の終末期の迎え方や、そこに至る迄の過ごし

方に特別な線引きはなく、生活の延長線上にエンド・オブ・ライフケアを自然なものとして位置づけ

るべきである。 

村田は「とりわけ高齢者の終末期ケアにおいては、病状が段階的に移行していくというよりは、長

い経過の中で一進一退を繰り返しながら徐々に死へ向かっていくと言う「キュア」と「ケア」の関係

性は、ある程度の要介護生活の延長として迎える「時間の延長の先にある死」と考えるのが妥当であ

る」と述べ、更に高齢者の終末期ケアを考える際には「高齢者がそれまでの長い生活の中で身につけ

た生活様式を継続出来る場所において、生命が自然の中で終息に向かって行く流れを如何に提供出来

るかを考えていかなければならない、終の棲家が高齢者たちの漠とした不安感を取り除き生活実現で

きる場は、医療施設になるのか福祉施設なのか、或いは在宅かと言うような場所が何処であってもそ

の人らしい生活形態が安定して提供されることが「生活モデル」の根底と言える」257と述べている。 

 

その為にはエンド・オブ・ライフケアは「文化的、スピリチュアルな面での個人的な価値観や信仰

及び生活習慣にも気を配る」必要がある。高齢者の晩年期ケアは、介護及び生活支援の基本となり、

中でも福祉サービスに於けるスピリチュアルなニーズは今後一層求められて来ると考えられる。 

久高島での過去に於ける伝統行事であった｢イザイホー｣に参加した事により、島のお年寄達は現在

でもスピリチュアルな自尊感情を高め、其々の心身の健康を保つ為の日々の｢満足感｣や「幸福感」等

にも影響しているのではないかと感じられた。 

高齢者が安寧の中で人生を終える為には、本人及びその家族の生活文化に即したエンド・オブ・ラ

イフケアが重要となり、地域の中でエンド・オブ・ライフケアを推進していく場合、「老い」や「病」

を抱えながら生活を続けるお年寄りの日々の暮らし方や、家族との関係性、生や死に関する価値観、

地域文化と関係した生き方の視座を持つ事が重要である。 

エンド・オブ・ライフケアは、高齢者自身がこれからの残された「生」を実現する為に、「今をど

う生きたいのか」と言う今日の暮らしに焦点を合わせつつ、それと同時に大切な時を重ね、共に時を

生きた家族にとっての在宅医療や福祉ケア等を包含した看取りの「場」の選択も考えて行く必要があ

ろう。 

 

                                                   
257 村田真弓共著『福祉老年学』第 13 章 学文社 2009 pp.176~179  
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纏めてみるとエンド・オブ・ライフケアとは、全ての人間が抗うことの出来ない「老い」や「病」

によって日常生活が脅かされ、日々の暮らしや生き方を変えざるを得ない状況に追い込まれた場合、

何時かは訪れる死迄の「生」が穏やかで最期の一時を過ごす為に、最善の「生」を生きる選択が出来

るように支援する考え方であり、その為には「人生の最期をどのように迎えたいか、そしてどのよう

に生きたいのか」について自らの考えを明確化し、自分らしく生きる為の意識改革が重要である。 

特に女性を中心とした、「イザイホー」と言う伝統行事に携わってきた久高島の高齢者達にはそれ

ぞれの受け止め方があり、個々人の持つ価値観を尊重する事がどれほど重要であるかを理解し尊重し

なければならない。久高島における福祉の独自性は、信仰が絡んだ顕著な事例である。 

浜崎による『ユタとスピリチュアルケア』を引用すると、「沖縄に於けるスピリチュアルケアでは、

どのような沖縄的特性が考慮されるべきなのか、ここで沖縄に於けるスピリチュアルなもの（こと）

と、独特な沖縄的なスピリチュアリティに基づくスピリチュアルケア、グリーフケア」ついても触れ

られている258。 

それは、第 2 章 2－1－6 で見たように、ユタのハンジ［判示］、ウグヮン[御願]、マグイグミ（マ

グイ込め）等であった。更に浜崎は、「スピリチュアルケアは沖縄だけの問題ではなく地域にはそれ 

ぞれ独特な風土文化があり日本だけではなく、世界中の各地域が抱えている「終末期ケア」の視点が

重要である259」と論じている。 

前述したグリーフケアについても浜崎は、「「生」と「死」に関わる深い痛みへのケアでもあり、ス

ピリチュアルケアとして捉える事が出来る260」と述べている。 

このグリーフケアやスピリチュアルケアを包含した、エンド・オブ・ライフケアはその内容によっ

ては民族性や文化が大きく影響し、様々な要因を持ち「死別」による悲嘆は個々人によっても異なる

面があり、それぞれの文化圏による要因を考慮する必要がある。 

本論文の意義は、既に述べたように高齢化社会到来の状況にある終末期の福祉ケアに於いて、スピ

リチュアルケアが必要な事を明らかにし、そしてその為には、非がん患者も対象としたエンド・オブ・

ライフケアの視点に立つ必要性がある事を明らかにした。 

それに加えて更に、そのような高齢者福祉の実践に於いては地域の文化、特に宗教や信仰を考慮に

入れる必要がある場合がある事を明らかにした事である。 

本論文はこれらの点について文献研究によって論じるだけではなく、久高島を主要なフィールドと

して、聞き取り中心のグループ面接調査及びアンケート調査を行い実証的にも明らかにした。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
258 浜崎盛康共著『ユタとスピリチュアルケア』ボーダーインク 2011 pp.140~151 
259 同上 2011  pp.140~141 
260 同上 p.138  
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補 遺 

 （1）｢看取り体制｣における厚生労働省の見解とその問題点及び浦添市の試み   

世界に例を見ないスピードで高齢化の波が押し寄せる日本は、2020 年には東京でオリンピックが

開かれ、日本中がオリンピックムード 1 色となろうが、その 5 年後、2025 年には団塊の世代が 75

歳以上の後期高齢者となり、人口割合が約 2,179 万人（全人口の 18%）261と、介護を必要とする高

齢者が増加する。人は高齢化と共に老い、病みやがて臨終の時を迎える。高齢者は 75 歳を過ぎると

体調を崩す事が多くなり、「医療」や「介護」を必要とする人口が増える。この「老」、「病」、「死」

に纏わる様々な問題は、医療従事者による知識や技術の提供のみでは解決出来ない複雑な社会的要素

を含んでいる。いわゆる死の準備期間として、其々がより良い死を迎えられる為に今を考えなければ

いけない時代であり、「終の棲家」を考えておかないと「死ぬ場所がない難民」になってしまう可能

性がある。独居老人も多くなっており、その上地域そのものが希薄になっている現状で、どのように

今を生きれば良いかを考え自分や家族が無事老いを迎える為には、「終の棲家」の準備も重要である。  

医療や福祉やケアの目線からは、自分の受けたい医療ケア、受けたくない医療ケアを前もって提示

し、死について考え、死に方だけでなく居住の在り方までも前向きに考える時を迎えている。 

大蔵も次のように述べている。「人は加齢と共に老いを自然なものとして受け入れ、豊かな気持で

老後を楽しく過ごし、家族や友人に惜しまれてあの世へ旅立っていく」と認識して来た。反面、その

ような人はほんの一握りで実情は多くの者が老いを嘆き、孤独や差別、経済難に悩み、近づいてくる

死への不安を抱いて日々過ごしている。我が国の高齢者が世界トップクラスの長い老後をより楽しく

安心して過ごす為には、社会が今迄に気に止めなかった高齢者の心に真摯に向き合い、医療、介護、

年金、教育、定年制度等の社会的施策を通じて日々の苦悩を軽減する新たな社会作りが必要262」 

しかし、厚生労働省は増え続ける医療費削減を名目に様々な医療制度の改革を行っており、福祉の

政策も同時に打ち出し、｢在宅医療・福祉｣に国自体が大きく舵を切ってきた263。厚生労働省の方針

では、｢寝たきり老人｣の社会的入院を減らそうと、病院から在宅へと｢看取り｣のシフトを推し進めて

いる。なるべく施設に頼らず、住み慣れた地域で「在宅の生活」を最後迄全う出来るよう介護や医療

の支援を充実させていく事、これが国の基本方針である。しかし、生活の苦しい低所得層が圧倒的に

多い高齢者にとっては、国の基本方針等、実現しなければ何の価値もない訳である。 

2013 年(平成 25)年 10 月現在の「内閣府高齢社会白書」によると、全国の高齢化率は過去最高の

25.1％と、我が国は 4 人に 1 人が 65 歳以上の超高齢社会である。国の支援による比較的安い料金で

利用出来る「特別養護老人ホーム（特養ホーム）」入所待ちの高齢者は、全国で約 52 万人に上ると

いう。2025 年（平成 37 年）問題をもう少し深く考察すると、65 歳以上の世帯主は 4,983 万世帯と

なり、その内 3 分の 2 は高齢者世帯となる264。一方労働力人口は 5,820～6,320 万人と予測され、福

祉介護職員の数が約 212 万人から 255 万人程度必要となり、労働力人口の 3.4～4.4%（即ち 23～29

人に 1人）が介護関係の仕事に従事しなければ成立しない社会となると厚生労働省は予測している265。 

                                                   
261 www.mof.go.jp/comprehensive_reform/setsumeikaikoro.pdf 
262 大蔵暢『「老年症候群」の診察室』朝日新聞出版 2013  pp. 19~21、 pp. 84~85 
263 dlisv03.media.osaka-cu.ac.jp/infolib/user.../DBo0100006.pdf 
264 blog.drnagao.com/2014/08/2025.html 
265 www.mhlw.go.jp/stf/shingi/...att/2r9852000000qxbm.pdf 
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広井によると、「日本は 2005 年から人口減少社会に入ったが、年間の死亡者数は着実に増え、「死

亡急増時代」の中で生きている。2005 年に約 108 万人だった死亡数は 2025 年が 150 万人、2040

年頃には 170 万人弱程度に達すると推測され、現状の体制のままでは約 40 万人が「病院」でも「在

宅」でも、「介護施設」でも最期を迎える事が出来ない状況になってくると予測している。 

2025 年以降の死亡数のピークは、その団塊の世代が亡くなる時代の死亡数が増えた場合、病院の

ベッド数はまったく足りない事になる。我が国の医療計画では、病床数は減少する事はあっても増加

する事はない為、2030 年には約 60 万人の方に看取りの場所がない計算となる。 

更に、「末期がん患者」や「認知症」、「高齢者」、「障害者」等の社会的弱者の場合は、特に自分の

終の棲家を考えておかないと、「世話をしてもらえない難民」、「死ねない（死ぬ場所がない）難民」

になってしまう可能性がある」266と述べている。ただ「健康は是、不健康は非」として健康を志向

するだけではなく、死や不健康という避けられない諸々の病も自然なこととして受容し、その上でど

う生きるかを考える必要がある。不安なまま彷徨う「死に場所難民」にならないように、「どう死に

逝くか」その過程を考える一方で、「如何に最後まで生き抜くか」を考えてみる必要もあろう。  

沖縄県高齢者福祉対策推進協議会で報告された県内の 65 歳以上の高齢者人口を見てみると 2,025

年（平成 37 年）に約 35 万 3 千人で、全人口 141 万 4 千人の、4 人に 1 人（25%）との推計が明ら

かになった267。内閣府の高齢社会白書によると、2013 年（平成 25 年）の全国の高齢化率は過去最

高の 25.1%である。 

沖縄県内の 2014 年（平成 26 年）3 月現在の高齢化率を見てみると、18.5%と全国で最も低いが、

2020 年（平成 32 年）には長寿県沖縄もご多分に漏れず、21%を超え超高齢社会に突入する。沖縄県

が推計した高齢者人口は、2040 年（平成 52 年）には約 41 万 5 千人に達すると報告された。 

ここで大頭の、『「在宅ホスピス｣という選択』から引用し見てみたい。｢政府による改革や制度の中

で、特筆すべきが2006年度に成立した医療の制度改革関連法案であり、日本全国に約38万床あった

療養病床を2012年迄の間に50%以下の約15万床に迄減らすと言うものである。超高齢社会における

日本の実情は、年々膨張し続ける国民医療費を抑えると言う経済面から捉えた制度である。口調は柔

らかいが病院側の「入院お断り」である。終末期を迎えたがん患者もこの制度改革によって病院から

退院させられる事になってきた。一例を挙げると主治医に再入院を相談した際、「がんの有効な治療

法はないので、ホスピスか他の病院を探して欲しい」と拒絶された。時代の変化や社会的要請の中で

在宅医療が俄かに脚光を浴びてきた。減らした分を在宅療養および老人保健施設などに移行する事と

し、在宅診療所も制度化された。しかし、国の予想通りに在宅療養や在宅ホスピスが進展したかと言

うと現実とはかなり乖離しており、開業医の本音は｢夜中でも呼び出される24時間365日対応という

厳しい現況と、それに拍車をかけ、医師の両輪となり手足となって働く看護師の不足等も在宅医療の

進展を孕んで（含む、内包）いる要因になっている268｣と述べている。 

又、在宅医療が普及しない大きな理由として、少子高齢化と核家族化の影響により、子どもは少なく

家族の介護力の低下により、在宅医療を最後迄遂げられるかが大きな原因となっている。大頭は高齢

                                                   
266「沖縄タイムス（文化 16 面）」2014 年 8 月 27 日（水） 
267「沖縄タイムス（総合 3 面）」2014 年 10 月 25 日（土） 
268 大頭信義『在宅ホスピス｣という選択』現代書林 2013 pp.4~5。www.fp-kazuna.com/insu/medical/67.html 
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者の在宅の現状を、「核家族化する前の日本では、祖父母、孫までの世代が同居する事がごく普通で

大家族の中で、人は生老病死という人間の在りようを自然に学び、老いた者や病んだ者に対するいた

わりや愛情を育んできた。269」と家族関係の希薄化について述べている。 

国勢調査によると、65 歳以上の高齢者単独世帯が増加し介護を担うもの者がいない為、当然なが

ら介護力はゼロとなる。更に単独世帯だけではなく、高齢者の夫婦 2 人だけという世帯も増加して

おり、所謂「老々介護」となる場合も想定される。特に家族関係が希薄となっている現在の家族構成

の中で在宅療養に踏み切るには、「療養者本人」と「家族の覚悟」が不可欠である。特に高齢者の「看

取り」の場も病院から在宅だけに限らず、介護老人施設やグループホームなどの“第 2 の自宅”と

呼ばれている居住系施設に迄広がってきている。 

大頭も述べている通り、時代は好むと好まざるに関わらず、弱者切り捨て政策である在宅医療・在

宅療養の方向に向かっている。人生の最後の時間を人は誰でもより豊かな「老・病・死」を目指し、

十分にサポートされ、快適で穏やかな在宅ケアが「何時でも」、「何処でも」、「誰にでも」提供され、

終の棲家を住み慣れた自宅で過ごしたいと願う。看取りの場所が多様化して行く現状の我が国で、果

たして高齢者自身は人生の最期の時を納得して生きる為に｢どこで｣、｢誰と｣、｢どのように｣過ごして

行けば良いのだろうか。地域ケアは在宅、経済、介護など複雑な要因を含んでおり、各個人の問題で

はあるが、医療をはじめ保健福祉が一体となり、行政も諸々の施策を図り、高齢者の多様なニーズに

応じたきめ細かなサービスを推進し、様々な方向から医療・介護・福祉等、専門的立場の者と、療養

者とその家族、地域住民が協働し課題に取り組む必要があるだろう。 

日本老年医学会では、高齢者終末期の定義を「病状が不可逆的かつ進行性で、その時代に可能な最

善の治療により病状の好転や進行の阻止が期待できなくなり、近い将来の死が不可避となった状態270」

と定義している。我が国の医療は、世界のどの国も経験した事のない大きな変革期を迎えており、こ

れまでの医療は病院を中心とした「延命主義」の様々な臓器別の専門医療が発展し“世界一の長寿国”

となった。一方に於いて大部分の人が老いて病弱となり亡くなると言う時代では、長く続く「老齢期」

を心豊かにその人らしく生き切る事が出来るように「生活の場」で支えると言うスピリチュアルな視

点にも立ち「在宅医療・福祉ケア」へと変化していくことが求められている。 

もとより医療や福祉は人々の幸せの為にあり、今まで当り前であった病院中心の医療ケアから在宅

医療へと社会の変遷と共にその姿も変化し、多職種のチームと調和を図りながら高齢者をより良い形

で支える事が重要となろう。その為にはどうすべきなのだろうか。 

今後、我が国の医療の動きは「病院から地域へ、治療から予防へ、健康維持・増進へ、医療単独か

らチームケアへ」といったパラダイムシフト271が重要となろう。社会の高齢化と共に、限られた財

政資源の中で効率的な医療を実現する為には、病院中心の医療から地域・コミュニティを中心とした

「プライマリ・ケア」重視の医療への移行が潮流である。現在、日本の医療サービスは病院を主体と

する、2 次医療の「中小病院」及び 3 次医療の「大規模病院」が主体になっており、身近な地域で 

患者を支えていく 1 次医療である「診療所」を中心としたプライマリ・ケアは相対的に脆弱である。

                                                   
269 同上 pp.54~55 
270 www.jpn-geriat-soc.or.jp/proposal/tachiba.html。日本老年医学会「高齢者の終末期の医療およびケア」2012 年 
271 healthcare-agora.com/faq/ 

http://www.jpn-geriat-soc.or.jp/proposal/tachiba.html
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これからは病院を主体とする医療システムから、家庭医が果たすプライマリ・ケアの役割が主流にな

ると考えられる。そして患者の健康問題や疾患の深刻度によって医療機関のレベルを段階的に上げて

いくシステムは、世界保健機構（WHO）がプライマリ・ケアの重要性を訴えている事もあり大きな

特徴である。更にマンパワーとしては看護師、訪問看護師、介護福祉士、保健師、訪問介護員（ホー

ムヘルパー）、心理カウンセラー、ソーシャルワーカー等のチームと連携を図り、適切なチームケア

を提供し、「介護」や「生活支援」等も含めた健康問題に対応する事になろう。 

厚生労働省においては、団塊の世代が75歳以上となる2025年（平成37年）は国民の5人に1人が後

期高齢者となる。高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、重度な要介護状態となって

も可能な限り、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続ける事が出来るよう、地域の

包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築の実現を図り、政府の速やかな「知

域包括ケアシステム」の導入を「社会保障制度改革国民会議」の報告書で推進している。では地域包

括ケアシステムとはどのようなシステムであるのか以下に纏めてみたい。 

地域包括ケアシステムは、介護が必要になった高齢者の在宅の生活を支え、住み慣れた自宅や地域

で暮らし続けられるように、① 医療、② 介護、③ 介護予防、④ 生活支援、⑤ 住まいの五つのサ

ービスを一体的に受けられる支援体制のことである272。 

地域包括ケアシステムが構想された背景には、「入院」や「入所」について今後、現在以上の制約

が掛かる事や後期高齢者の絶対数が前期高齢者を逆転して多くなる（要介護認定のリスクが上昇、前

期高齢者の要介護等認定率は 4％弱、後期高齢者は 30％程度）事などが挙げられ、この結果在宅で

暮らす高齢者、医療が必要な終末期の高齢者、男女それぞれ一人暮らしの高齢者（未婚率も上昇し、

一人暮らしも増加）が膨れ上がると想定されている。 

今後、認知症高齢者や慢性疾患高齢者の増加が見込まれる事から、慢性疾患を抱えても地域で暮ら

せる仕組みは全ての国民にとって急務となっている。 

地域包括ケアシステムの構成要素である、自助・互助・共助・公助273及び介護や医療、予防という

専門的なサービスと、その前提としての「住まい」と「生活支援・福祉サービス」が相互に関係し、

連携しながら在宅の生活を支える事が重要となろう。 

厚生労働省の調査では、高齢者の約 7 割が「介護を受けながら自宅で暮らしたい」という結果が

出ており、同省では高齢者が住み慣れた地域で医療や介護等のサービスを切れ目なく一体的に受けら

れる在宅医療・介護を軸に整備し、地域包括ケアシステムを推進している。 

在宅医療・介護は、高齢者が地域で安心・安全に最期まで過せるよう支援するものであるが、その

体制はまだ量・質ともに十分とはいえない。そのような中、地域包括ケアシステムの実現に向けて、

市町村が在宅医療の中心的な拠点となり、地元医師会や病院、診療所、訪問看護等と連携する体制が

整備されている。これらの在宅拠点では、各地の 24 時間在宅医療・介護の提供体制、研修、地域住

民への啓発活動、在宅医療に携わる人材の育成などが取組まれている。現在、地域医療に関しては病

院と病院、病院と診療所といった連携が進んできており、高度な検査や治療が必要な場合は、診療所

から専門医や医療設備の整った病院に紹介し、症状が安定した後は再び診療所を受診するスムーズな

                                                   
272 iryou.chunichi.co.jp/kikaku/zaitakuiryou 
273 www.city.sakura.lg.jp/cmsfiles/contents/.../siryou2_2402.pdf 
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連携が出来つつある。しかし、地域包括ケアとなると医療と介護それぞれの分野の専門職が関わる事

になり、その連携が旨くいかなければ地域包括ケアは機能しない。 

近年は医療と介護、それぞれの分野の他職種が集まり情報交換をするなど、交流の場となるワーク

ショップも盛んに開催され連携強化への取り組みが加速している。今後の実現で課題になるのが、医

療や介護をはじめ、5 つのサービスを必要に応じて届けられる提供体制の整備と、医師や福祉専門職

などの連携である。こうした体制が整えば、高齢者の多くが早期に退院し、リハビリテーションの施

設などを経て、再び自宅での生活が可能になる。政府は概ね「30 分以内」に必要なサービスが提供

出来る環境を目指しており、各地の地域包括支援センターには調整役が期待されている274。 

沖縄県での「在宅医療・在宅ケア」を重視する流れは、浦添市が在宅診療所(在宅療養支援診療所）

数で、10 万人当たり 13.1 と全国の 10.1 を上回っている275。浦添市在宅医療ネットワークでは「訪問

診療支援事業」を進める中で、医師会と行政、多職種間、地域包括支援センター、社会福祉協議会と

の連携の確立等の利点を挙げている。 

沖縄県内では浦添市が最初に発足し 5 年目を迎えている、浦添市在宅医療ネットワーク代表の大

濱篤医師と、沖縄県在宅医療連係体制推進委員会委員長の山里将進医師の浦添市に於ける取り組み及

び現状と課題を以下に纏めた。 

① 国の打ち出す地域包括ケアシステム等、在宅医療への流れ。（以下、①～③は山里医師の見解） 

「地域包括ケアは、医療と介護サービスをパッケージにしてニーズに応えて提供する仕組みは医療

と介護の費用抑制に重きが置かれているように感じる」、「介護保険と医療の流れを見ると、訪問看

護や訪問リハビリ等、以前は医療保険から医療サービスとして提供されていたものが、介護サービ

スに置き換えられている。介護保険は介護度でサービスの支給限度額が決まっており、例えば「訪

問リハビリ」を入れると、その分、介護のサービスを減らさなければならない仕組みになっている。」 

② 在宅へのシフトの他、「看取り」が大きなテーマになっている。 

 「看取りに至るプロセスで、以下にニーズに合わせた医療と介護のサービスを提供出来るかが大切。 

 在宅患者の 6 割から 7 割は「居住系施設」276で自宅にいる人は少ない。「有料老人ホーム」は元々

看取りの為に作られておらず人員のゆとりもない。看取りになると介護者も不安。家族が最期の 1

週間でも介護できればいいが現実には厳しい。」 

③ 今後「在宅医療」に求められるものは。 

 「在宅に足を踏み入れる医師の数を増やし、在宅医療の量的拡大と質の強化が課題。県在宅医療連

係体制推進委員会は、在宅医療に関わる医師を増やす為の情報共有システム作りに取り組んでいる。

又、専門医の関わりも直接訪問はせずとも相談の体制が必要だ。」 

④ 在宅医を中心に、病院専門医や看護・介護が連携する体制の変化は。（④～⑨は大濱医師の見解） 

                                                   
274 p-kaigo.jp > 『介護ぱど』TOP > 介護施設・老人ホームニュース 
275「沖縄タイムス（くらし 19 面）」2014 年（平成 26 年）年 10 月 26 日（日） 
276 www.iryoken.co.jp/care/qa/view/id:359。①特別養護老人ホーム、②養護老人ホーム、③軽費老人ホーム（A 型・

B 型・ケアハウス）、④有料老人ホーム（介護付・住宅型・健康型）、⑤高齢者専用賃貸住宅・高齢者向け優良賃

貸住宅・適合高齢者専用賃貸住宅、⑥特定施設・地域密着型、特定施設・外部サービス利用型特定施設、⑦指定

（介護予防）短期入所生活介護事業所、⑧指定（介護予防）、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）、 

⑨指定（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所（宿泊サービス時のみ） 

 

https://p-kaigo.jp/
https://p-kaigo.jp/news/
http://www.iryoken.co.jp/care/qa/view/id:359
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 ネットワーク設立から 5 年「浦添市内の診療所 1 軒、那覇市の診療所 3 軒が新たに加わり、医師

同士の連携が広がった。」 

⑤ 在宅医療のニーズは。 

 「訪問診療エリアは、診療所の半径 16 キロ、在宅支援診療所は増えつつあるが、中には夜間対応

をしない診療所もありニーズに対応出来ていない。現在浦添市、宜野湾市、那覇市の 3 市をカバー

している、例外的に中城村、豊見城市も対応している。」 

⑥ 在宅療養支援診療所が増えているのはなぜか。 

 「国の医療政策で長期入院枠は狭まり、患者は数週間で退院でき団塊世代の高齢化に伴い、今後 

医療や介護ケアを担う場所としての自宅や高齢者施設のニーズがますます高くなる。」 

⑦ 在宅医療をネットワークで担う理由は。 

 「第一に主治医を中心に、ほかの医師等専門家の連携で安心した診療体制がとれる。例えばネット 

ワークに病院が参加すれば、入院時もスムーズに医療情報が渡せる。最大のメリットは「看取り」。 

病院で亡くなるのが当り前となっている日本では、自宅での看取りに不安な家族は多い。看護師や介 

護福祉士など、専門家の重なり合う支援が必要だ。」 

⑧ 在宅医療の課題は。 

 「圧倒的に足りないのがマンパワー。在宅医療・介護は家族の中では妻や嫁など特定の人物に偏り 

がち。家族を支援する社会的ケアも足りない。普段、介護・看護をしている家族が倒れそうな時、 

その状態をキャッチしてレスパイト（休息）ケアにつなげていくのも在宅医療の役割だ。」 

⑨ 今後の活動方針。 

 「近年、かく地域でも結成され始めているネットワーク体制の維持や活用方法を広めたい。同時に 

地域包括ケアに関わって行きたい、地域包括ケアには民主委員や社会福祉協議会等も加わる為、在宅 

医療体制をより強固に出来る。」 

以上、山里医師、大濱医師による浦添市の「在宅医療ネットワーク」の活動を見て来たが、今後の 

課題を纏めてみると以下のような内容である。 

１）医療・看護との連携強化。 

先ずニーズに対応できる為の 24 時間対応の在宅医療と介護。（夜間対応をしない診療所の例） 

個々人の患者が抱えるケアの内容に合わせた「医療・看護・介護およびリハビリテーション」等が必

要に応じて、在宅医および多職種の専門職によって提供されるべきで、連携が上手くいかなければ地

域包括ケアも機能しない。 

２）「看取り」について。 

病院で亡くなるのが当り前となっている日本では、自宅での看取りに不安な家族は多い。在宅での 

看取りは介護者と家族の協力体制が不可欠である。 

３）生活支援および福祉サービス。 

在宅における高齢者の心身の低下や家族の変化（看護の受け手不足など）、経済的理由等の問題を 

必要に応じてケアが継続できるよう、多様な生活支援を含めた福祉サービスが必要。 

４）本人・家族の選択と心構え。 

単身や高齢者のみの世帯が主流になる中で、在宅生活を選択する意味を、本人および家族も安

心・安全なケアを理解し、心構えを持つことが重要。（夜間対応の24時間ケアを受ける側） 
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５）足りない在宅医療におけるマンパワー。 

  開業医は、｢夜中でも呼び出される24時間365日対応という厳しい現況の中で、医師の両輪とな

って働く看護師の不足等も在宅医療を阻んでいる。医師同士の連携などにより安心した診療体制が

取れ、在宅医が拘束されず長続きする仕組みが必要である。 

 

（2）特別養護老人ホームに於ける高齢者の現状とエンド・オブ・ライフケアの視点から見た課題277 

総務省が 2013 年（平成 25 年）9 月 15 日（日）｢敬老の日｣に合わせ発表した人口推計によると、

日本における 2013 年（平成 25 年）の 65 歳以上の高齢者は、2012 年（平成 24 年）に比べ 112 万

人増の過去最高 3,186 万人で、日本の総人口に占める割合は 0.9 ポイント増の 25.0%と何れも過去最

高となった。その原因は第 1 次ベビーブーム278に生まれた団塊世代279が続々と 65 歳に達している為

で、4 人に 1 人が高齢者となっている。年齢層別では 70 歳以上が総人口の 18.2%の 2,317 万人、75

歳以上が 12.3%の 1,560 万人、80 歳以上が 7.3%の 930 万人である。2025 年には団塊の世代が後期

高齢者となり多死の時代に突入する。国立社会保障・人口問題研究所は今後も増加の傾向が続き 2035

年には 65 歳以上の高齢者が 3 人に 1 人の割合になると予測している。 

世界保健機関（WHO）は2014年（平成26年）5月15日（木）、2014年版の「世界保健統計280」を

発表した。これによると、2012年（平成24年）の男女合わせた日本の平均寿命は84歳で、2011年（平

成23年）に続き長寿世界一を維持した。しかし、日本の最大の悩みは高齢化である。当然ではある

が医療費が増化、国家予算（税金）の大半が医療費に流れる。そこで国は医療費を軽減する為に結論

として、高齢者の寝たきり高齢者を激減させ、医療費・介護費削減の為、健康作りプラン施策を打ち

出した。高齢者が健康上の問題がない状態で日常生活を送れる期間を「健康寿命（日常生活に制限の

ない期間）」と言うが、「平均寿命」と「健康寿命」との差は、日常生活に制限のある「不健康な期

間」を意味する。2010年（平成22 年）で、高齢者の平均寿命から健康寿命を引くと、男性は約9.13

年間、女性の約12.68年間は何らかの介護を要する期間となる。高齢者が要介護状態になる主な原因

は、「脳血管疾患」、「認知症」、「高齢による衰弱」の次に多いのが、「運動器の障害（関節疾患、転倒・

骨折等）」の頻度が最も多い事が示されている。 

要介護リスクの高い言葉として「ロコモティブシンドローム（Locomotive  Syndrome＝ロコモ：

運動器症候群）281」が提唱されているが、高齢者が自分の足で歩き続ける為にはロコモティブシン

ドロームを予防し、健康寿命の延伸を実現し在宅生活を続ける事も 1 つの方策であろう。 

老人福祉法に定める施設の理念および最低基準で示すようなサービス内容を実践する施設である、

特別養護老人ホーム（以下特養ホーム）は、高齢化の進展による社会のニーズに対応して設立された。

｢家庭生活の延長線上に位置する生活の場｣としての機能及び役割を持つ施設であり、例えばその運営

に関する基準 8 の中の第 2 条基本方針では、｢特別養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し

                                                   
277  沖縄タイムス 2013 年（平成 25 年 9 月 16 日月曜日） 
278 第二次大戦後、子供の誕生が爆発的に増えた時期の事。普通、昭和 22 年（1947 年）から昭和 24 年（1949 年）。 
279  1947～49年頃の第1次ベビーブームに生まれた団塊の世代とは2007年位に大量に定年を迎える人たちの総称。 
280 「沖縄タイムス」2014 年 5 月 16 日朝刊。男女別では日本の女性の平均寿命が 87 歳と首位、男性は 80 歳で 8 位。 
281  www.jcoa.gr.jp/locomo/teigi.html 

http://kotobank.jp/word/%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%A0
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地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業

を行う者その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなけれ

ばならない282｣となっている。特養ホームでは職員配置の中で｢医師は利用者の健康状況をチェック

し、必要に応じて保健医療サービスを提供しなければならない283｣と記載されている。ホーム利用者

の多くは在宅での死亡を望んでいる場合が多い。元々医療施設ではなく最期を看取る体制は整ってい

ない。特養ホームでは終末期ケアの実践は困難だという考え方も根底にあり、施設から病院へと移り

死を迎えている現実もあり、改めて特養ホームにおける家庭の延長線上にある｢生活の質｣が問われる

事になる。つまり、介護職員が｢終末を看取る｣事が可能かと言う議論は当然起こって来る。特養ホー

ムに於けるエンド・オブ・ライフケアの課題 としては、死を迎えたい場所と現実とでは開きがあり、

社会福祉基礎構造改革284の中で示された利用者主体のサービスの実践では大きな乖離がある。高齢

者の老いは日々目に見えない所で進行し、通常の病気ではない正常な老いに加え、「認知症」、「転倒」、

「老年期の欝症状」等が身体的、心理的社会的に、スピリチュアルな痛みとなり慢性的なストレスが

起こる。その意味に於いて非常に複雑で多様な高齢者の虚弱化の仕組みがゆっくりと進行し、「病」

から「死」へのプロセスを作り出して行くと言える。昨今迄、｢医療モデル｣と｢生活モデル｣は対峙的

に言われて来たが、医療職のみの分野だけでは担えず完結出来ない問題が起こり始めている。 

更に厚生労働省は 2015 年（平成 27 年）度、特養ホームに入所出来る新規の入所対象者を現行の｢要

介護 1｣から、｢要介護 3｣以上とする方針を発表した。導入後、沖縄県内では現在の入所者の約 6%に

当たる 267 人が対象外となり、入所待機者 2,184 人（2011 年）の約 45%である 976 人が入所待ちに

カウントされなくなる恐れが浮き彫りになった285。「要介護 3 以上」に限定する事は国民の願いに真

っ向から反すると考えられる。更にこの事は、要介護 1 及び要介護 2 の高齢者は特養ホームの入所

対象者と認められなくなる恐れも出てくる。厚生労働省による入所基準引き上げ方針は給付費の抑制

を目標とする介護保険法改正の一環であり、特養ホームの入所基準は都道府県毎に定められている。  

沖縄県の場合は現在、｢要介護 1 以上と認定された人の内、常時介護を必要とし、在宅介護が困難

な人｣と定めている。現在沖縄県内の特養ホーム 59 ヶ所は 2012 年（平成 24 年 10 月）現在、満床

の 4,332 人が入所中である。沖縄県高齢者福祉介護課によると入所者数は要介護 1（81 人）、要介護

2（186 人）、要介護 3（877 人）、要介護４（1,661 人）、要介護 5（1,527 人）と介護度が高い人ほど

入所者数が多い。厚生労働省は対象外の高齢者は在宅介護へと移行を進めようとするが、特に高齢者

世帯の場合、現状での在宅介護は厳しい。 

特養ホーム関係者はこれでは｢受け皿のない地域に介護を放り出すことに等しい｣、｢市民のニーズ

は置き去りにされる｣、｢要介護 1 と要介護 2 のお年寄りは特養ホームを終の棲家と考える人は多い｣、

｢高齢者は今後どこで介護を受ければ良いのか｣と厚生労働省方針の導入について説明する。 

沖縄県老人福祉施設協議会会長の我如古正昭さんは、｢有料老人ホームは利用料が割高で厳しく、

現在用意されている介護メニューでは特養ホーム程の介護は見込めない｣と指摘している。 

 

                                                   
282  law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F03601000046.html 
283  www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou.../0000042739.pdf 
284  www.geocities.jp/minna1293/03kouzou.html 
285 沖縄タイムス 2013 年（平成 25 年 9 月 16 日月曜日） 
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面接調査のアンケート用紙 

琉球大学大学院人文社会科学研究科 

                               比較地域文化専攻博士後期課程                             

川元 恵美子 

名 前              

性 別   ・男 ・女  

年 齢        歳 

Ⅰ．本人と家族について 

1．生まれたところは久高島ですか。 

         市・町・村       字        

2．結婚について 

ご主人はお元気ですか？ 

3．子どもについて 

  １）子どもは何人ですか     人 （男   人・女   人） 

4．家のお墓について 

  イ．家族だけの墓  ロ．門中墓  ハ．兄弟墓  二．その他 

5．あなたの家について 

  イ．ムトウヤー  ロ．ナカムトゥ  ハ．ヤータッチャー 

 

Ⅱ．昔からのしきたりや信仰について （〇をつけて下さい ） 

1．次のようなウグァンを、あなたや家族の人がした事がありますか。 

 1）ヤシチウグァンは    ・ある ・ない  ・自分で  ・家族が 

 2）旅ウグァンは      ・ある ・ない  ・自分で  ・家族が 

 3）マブヤーグミは     ・ある ・ない  ・自分で  ・家族が 

 4）病気治しウグァンは   ・ある ・ない  ・自分で  ・家族が 

 5）安産のウグァンは    ・ある ・ない  ・自分で  ・家族が 

 6）交通安全ウグァンは   ・ある ・ない  ・自分で  ・家族が 

 7）試験・就職ウグァンは   ・ある ・ない  ・自分で  ・家族が 

 

2．マブヤーを落すとマブヤーグミをしますが、あなたの家でもしたことがありますか。 

  イ．ある  ロ．ない 

 ・マブヤーを落としたのはだれが、どんな時に落としたのですか。 

                                       

・その時、だれがマブヤーグミをしましたか。 

                                       

  ・ マブヤーを落としたすと元気がなくなったり病気になったりするとよく言われています。 

あなたもそう思いますか。 

イ．そう思う ロ．そうは思わない ハ．どちらとも言えない 
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3．グソー （あの世） のファーフジ（先祖） から、頼みごとや催促がある時、 

 クァンマガ （子や孫） に病気などを起して、それを知らせるとよく言われています。あなたもそ

う思いますか。 

イ．そう思う  ロ．そうは思わない  ハ．どちらとも言えない 

あなたの家族やまわりの人で、そういう事がありましたか。 

イ．あった  ロ．ない  

 

Ⅲ．トートーメー （位牌） について 

トートーメーの事では多くの人が悩んでいるようです。たとえば一つのトートーメーを引き取りたい

人が何人もいるとか、引き取る人がいないとか、引き取るべき人がいても引き取ってくれないとか、

いろいろな場合があります。 

1．トートーメー（位牌）を祀っていますか。 

イ．祀っている  ロ．祀っていない 

・     人、祀っている。 

・その中には預かっているトートーメーがありますか。 

 預かっているトートーメーが イ．ある  ロ．ない 

・それはどんなトートーメーですか     、       

 

2．トートーメーの事で兄弟や親戚間で困ったり悩んだりした事がありますか 

  イ．ある  ロ．ない  

3．《｢ある場合｣》： それはどのような問題でしたか。（詳しくたずねる） 

                                

                                

4．そのトートーメーには家、屋敷、土地などがついていましたか。 

  イ．ついていた   ロ．ついていない  

5．そのトートーメーの事で、だれかユタに習いに行きましたか。 

イ．行った     ロ．行かない 

6．《行った場合》：だれが習いに行きましたか。  

                                

7．ユタのハンジ（判示） はどのような内容でしたか。 

                                

                                

8．結局、その問題の解決はどうなりましたか。  
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Ⅳ．ユタについて （1） 

次のような事で、ユタのところに行った事がありますか。 

 

 

Ⅴ．ユタについて （2） 

1．はじめてユタのところへ行ったときのことを思い出してください。 

1）それは、あなたがいくつの時でしたか年齢は     歳 

2）そのとき、どのようなことでユタへ行ったのですか。 

                                             

3）そのとき、だれかと一緒に行きましたか。それとも自分ひとりで行きましたか。 

イ．一緒に（だれと         ） 

ロ．ひとりで  

4）そのとき行ったユタは、どこのユタでしたか  

                                             

2．その時から今までに、ユタのところへ何回くらい行きましたか 

イ．10 回以上  ロ．6～9 回  ハ．1～5 回  二．行ったことがない 

3．この一年間で何回行きましたか     回 

4．一番よく習いに行くユタは、どこの何さんですか                                 

1 ． 運勢の事で ： イ． ある ロ． ない イ． ある（だれ） ロ． ない ハ． 判らない

2 ． 旅・就職 ： イ． ある ロ． ない イ． ある（だれ） ロ． ない ハ． 判らない

3 ． 結婚・相性 ： イ． ある ロ． ない イ． ある（だれ） ロ． ない ハ． 判らない

4 ． お産・子供 ： イ． ある ロ． ない イ． ある（だれ） ロ． ない ハ． 判らない

5 ． 仕事・受験 ： イ． ある ロ． ない イ． ある（だれ） ロ． ない ハ． 判らない

6 ． 新築・改築 ： イ． ある ロ． ない イ． ある（だれ） ロ． ない ハ． 判らない

7 ． ヤシチ ： イ． ある ロ． ない イ． ある（だれ） ロ． ない ハ． 判らない

8 ． 土地・財産 ： イ． ある ロ． ない イ． ある（だれ） ロ． ない ハ． 判らない

9 ． マブヤ―グミ ： イ． ある ロ． ない イ． ある（だれ） ロ． ない ハ． 判らない

10 ． 病気・けが ： イ． ある ロ． ない イ． ある（だれ） ロ． ない ハ． 判らない

11 ． 夢見の事で ： イ． ある ロ． ない イ． ある（だれ） ロ． ない ハ． 判らない

12 ． トートーメー ： イ． ある ロ． ない イ． ある（だれ） ロ． ない ハ． 判らない

13 ． グァンス ： イ． ある ロ． ない イ． ある（だれ） ロ． ない ハ． 判らない

14 ． スーコー ： イ． ある ロ． ない イ． ある（だれ） ロ． ない ハ． 判らない

15 ． お墓の事 ： イ． ある ロ． ない イ． ある（だれ） ロ． ない ハ． 判らない

16 ． ミーグソー ： イ． ある ロ． ない イ． ある（だれ） ロ． ない ハ． 判らない

17 ． 門中の事 ： イ． ある ロ． ない イ． ある（だれ） ロ． ない ハ． 判らない

18 ． 部落の事 ： イ． ある ロ． ない イ． ある（だれ） ロ． ない ハ． 判らない

行ったことが
自分は行かないが

家族や親類の人が行ったことは
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Ⅵ．宗教的な活動、関わり 

1．久高島にはイザイホー（今は中断していますが）や、その他たくさんの宗教のウガミの行事（ 28 ）

がありますが、あなたは主にどれに参加していましたか。 

                           

１）イザイホー：参加していた場合の役割は（○をつけて下さい） 

  （  ）・ナンチュ（30～41 歳） 

  （  ）・ソージヤク（ウットゥヤジク）（40 歳代） 

  （  ）・シュリユリタ（40 歳代～50 歳代前半） 

  （  ）・ウンサクー（50 歳代後半） 

  （  ）・タムトゥー（60～70 歳代） 

2）今、イザイホーが中断していることについてどう思いますか。 

                        

3）あなたにとって印象に残っている行事がありますかそれは、何ですか。 

                        

4）その他の年中行事にはどんな風に参加していましたか。 

                           

2．現在の日々の拝みはどんなことをやっていますか。 

                       

 

Ⅶ．介護とスピリチュアルペイン 

3－1．島には介護施設がないので、介護が必要になったら、沖縄本島の老人ホームに行ったりしま

すが、あなたは沖縄本島の老人ホームに行くことをどう思いますか。 

                        

3－2．あなた自身は、島を離れて老人ホームに行きますか。 

                        

3－3．できれば、最後まで島にいたいですか（島で死を迎えたいですか） 

                        

3－4．なぜ、島を離れなくてはなりませんか。 

                        

3－5．死後は（魂／マブイ、マブヤーなど）はどうなると思いますか。 

例） 存続するか、 ニライカナイにゆくか、墓にゆくかなど。 

                        

3－6．もし老人ホームに入ったら、拝みは老人ホーム（施設内）でも、出来るだけ続けたいですか。 
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