
統合医療の本質



統合とは何か

integration, integrate
＃ （部分・要素を）全体にまとめる、統合する

~integrates several ideas into one’s own philosophy
＃積分する

→次元が変わる

速度＝∫t=0
t=T加速度・dt 距離＝∫ t=0

t=T速度・dt

科学scienceとは分析・分化すること：

分化scienceと統合philosophyによって、

進化が起こる



(034-001-II)現代的医学・医療と補完代替伝統医療

＃医学 vs 医療

補完代替伝統医学(理念・学理・学説etc.)はない

医療は、学術的（＝医学）でなくても成立する

医学は、医療技術なしには成立しない

＃科学的 vs 非科学的

現代的医学・医療は、

現代的科学に依拠し、科学的（とされている）

補完代替伝統医療のあるものは、

現代的科学では理解・説明できず、

その意味では非科学的



（012-020）

Qigong,

Spiritual healing,

Miraculous !!!

Non-scientific!!!



世の中の出来事を

量と質から理解する思潮へ



(022－018)

量と質から

世の中をとらえる

-「社会調査の」の立て直し-

（鈴木京一：朝日新聞2006年

4月13日夕刊2版14頁）



(022－019) 量と質から世の中をとらえる

（いまの社会調査は）量的調査が中心で，質的調査に関して

不十分。。。

「量的調査」とは，結果を数字に。。。例えば5段階で答える。

「質的調査」は，語りに耳を傾け，会話や行動観察。。。

日本における社会調査の始まりは，明治時代のルポルタージュに

見るいわば質的研究であったが，昭和に入りアメリカから量的調査

の手法が輸入されると「科学的調査」の枠外に。。。

世の中の現実をみると，「量か質か」の二分法ではないのだろう。

cf : narrative-based medicine

（鈴木京一：朝日新聞2006年4月13日夕刊2版14頁）



016－050 医療(量的・質的) の評価には、QOLを重視

今日では、医療効果（量的・質的）の評価には、QOLを重視

QOLパラメターの評価 :  
# 多様・多彩、結果的に信頼できない

# 基本的に、考え方・行動の自由

# 主観・個人的感性を重視

# 結果的に、“科学的であること”を無視

客観性・普遍性・再現性・一貫性の欠如

= 科学的であることを喪失 = 非科学的



016－051 医療における量と質は、不可分統合体

医療における量と質は、別物の見えるが、不可分

ほかにも例が

宇宙 :時間と空間の不可分統合体

相対性原理 :時間と空間とは不可分

事物 :事と物は違うはず。。。

before/after : 空間にも、時間にも



(019－016) 医療の量と質に関する論議への疑問

なにを討論するのか？
1． 医療の量：

A. 提供される医療の量
本質的に 無機的・絶対的な量
医療提供者からの量(提供者の感性・経験・好みなどのフィルタ)

B. 患者が受けたと考え・感ずる医療の量
(患者の感性・経験・好み・欲望などのフィルタ)

2． 医療の質：
A. 提供される医療の質
本質的に無機的・絶対的な質
医療提供者からの質（提供者の感性・経験・好みなどのフィルタ）

B. 患者が受けたと考え・感ずる医療の質
(患者の感性・経験・好み・欲望などのフィルタ)

通常は、提供される無機的・絶対的量と
患者が受けたと考え・感ずる質に関する論議

医療の量と質は不可分統合体

科学的だけでは評価不能とするのが、社会的通念



医療の量と質の象限の変換 （

０３４－００２－II)

医療提供者側 医療利用者側

医療の量

医療の質

量は量として評価すべき

数から数へ
“科学的”

質は質として評価すべき

数として扱えない
“非科学的”



人間の欲求階層説

008015

（マスロー AH
「動機づけと人格」、1954）
高次欲求は低次欲求が
満たされたときに出現し、
低次欲求を犠牲にしない。

（久保田圭伍：自己実現論と宗教：宗教体験への接近、
脇本・柳川編、p179, 東京大学出版会、1992）

QOLは、人間の欲求を実現すること

人間の欲求には、方向性がなく、
強さに際限がない



医学・医療は、単線系としてではなく、

複雑系として理解すべきでないか。。。



（０２７－０１９） 複雑系としての病い
近代医学的「特定病因論」

1つの病気には1つの原因物質が対応しており，その原因物質を

発見ないし 同定し，それを除去すれば病気は治療されるとする。

原因物質→病気 単線的な因果関係が想定

「現代の病い」

病いは身体内部の要因のみならず，ストレスなど心理的要因，

労働時間や社会とのかかわりなど社会的要因，自然との

かかわりを含む環境的要因など，無数ともいえる要因が複雑に

絡み合った帰結としての心身の状態と考える。

限られた要素の間の単線的な因果関係によって現象をとらえるので
はなく，無数の要因が非因果的な関係を含めて相互に作用する

システムとしての現象を捉える。

ref : holistic
（広井良典：ケアのゆくえ 科学のゆくえ、p10、岩波書店、東京、2005年）
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(029－009)

感染の数理モデル
(SIS)は複雑系

健康な人（S):
susceptible
感染の可能性がある

病人（I):
infected

(今野紀雄：複雑系、ｐ206,ナツメ社、

東京、1998年）

病原体に感染しても、
発病する人と発病しない人とがいる



(029－010) 線形的秩序vs非線形的秩序
[西洋]
ピタゴラス・アリストテレス
ブロックを積み上げたような線形的秩序
宗教：神の国
コスモスとカオスは２項対立的で対極に
西洋の庭園のように幾何学的秩序

Ref : Cascade   

Filtration

Re : Double Filtration

Plasmapheresis

[東洋]
仏教の縁起思想
箱庭型の非線形的秩序
宗教：仏の国
実情とカオスを対立的に区別しない
京都竜安寺の石庭

庭に対して静かに座った人と庭とが主客非分離的状態

→人間の内部に複雑なシステム→散逸構造が生成

(清水博：場の思想、p230,東京大学出版会、東京、2003）



016－052 統合医療的にみたQOL・EBM

20世紀後半の医療は、科学至上主義的と批判された

ホリスティック医療・統合医療の基本理念:
患者は、肉体的・精神的・霊的・社会的・倫理的etc.存在

＝QOL・EBMを重視する視野

# 統合医療では、補完・代替医療を

医療・看護技術として採用

# QOL・EBMが受容された1970年代に、

実は、統合医療は始まっていた。



(022-020) 科学専一的医療から
統合医療へ移行のincentive/driving force

原初的医療
多様な側面
多彩な要素

技術的要素
（科学的に理解できる）

統合医療
全人的医療

近世以後 20世紀末

基本的理念への回帰

近代科学的
医学・医療

ニューエイジ思潮



でも、やっぱり

科学主義擁護論



（０１９－０２６）

朝日新聞 ２００６年１月５日 ３版６頁



(026－043)

反「水からの伝言」に檄
（稲葉振一郎：朝日新聞2006年12月11日夕刊2
版12頁）



(027-059)



時代の流れ。。。

科学は、いまや絶対ではない。

科学の権威の喪失。



「正しさ」の象徴・科学のリアリティの喪失 009011

かって科学は万能、すべてに科学的であることが目指された。

「輝かしい未来」「客観的な正しさ」「真理」の象徴の変容。

1.科学の代表・物理学（繰り返し可能性から客観性）では手に負えない：

現代の新しい関心；生命（不可逆的・一回性）・環境（複雑な諸要素）。

2.根本法則がわかれば、現象の予知・支配・制御可能とする世界観の崩壊：

カオス・複雑系；将来状態の予測不可能 ex)水の流れ・天気予報・株価変動

3.科学（理論）ー技術（テクノロジー）の主従関係の逆転：

科学の進展は、テクノロジーイノベーションなしにはありえない。ex)遺伝子研究

4.科学を基本的旗印とするマルクス主義の衰退

現代は、「科学」単一原理主義から宗教・経済・民族・テクノロジー、
原始的/最先端etc様々な要素の複雑な絡み合いの様相（黒崎政男：朝日新聞）

[科学だけで、すべては語れない] 時代の思潮を認識するのが、

統合医療を理解する扉を開く鍵



（025－009） 科学における客観は，主観の別名

われわれは世界とのコミュニケーションの結果，なん
らかの差異性と同一性を構築し，それで世界を解
釈しようとしている。科学における客観というのは，
実は主観の別名なのかもしれないのである。

cf:相異性と相同性

cf:帰納と演繹

cf:理論化は恣意的

（池田清彦：さよならダーウィニズム。講談社選書メチエ120，p155,講談社，東京，1997）



（025－010） 物質の同一性は共同幻想

物質の同一性いえども，実は恣意的な同一性でくくって

いるにすぎないのかもしれない。火星のH2Oも，地球の
H2Oも実は同じでないかもしれない。H2Oがインバリアント

でユニバーサルな存在だというのは，科学者世界で共有
されている一種の共同幻想。。。

人間は世界をある同一性と差異性に分けずにはいられな
い存在である。しかし，その分け方に根拠はない。19世紀
から20世紀にかけて科学が発達し，科学は役立つもの，

正しいものと考えるようになって以来，人々は，科学が
作った恣意的な同一性を真理だと勘違いするようになった。

ref : 重水 ref : 汚れた水の結晶が気功で規則的に

（池田清彦：さよならダーウィニズム。講談社選書メチエ120，p230,講談社，東京，1997）



(025－011) 科学は、約束事

科学というものは，科学者社会によって承認され，
社会もまたそれを真に受けている約束事だが，

真理であるかどうかは分からない。その意味で，

科学はある程度先進国の普通の教育を受けた

人が信じている文化と伝統のようなもので，

いつ恣意的に変わるか分からない。

（池田清彦：さよならダーウィニズム。講談社選書メチエ120，p231,講談社，東京，1997）



(038-003-II)   外気功の現代科学的解釈
科学は、先行的了解事項を詮索しない
万有引力は、物質に備わった一次的基本的性質

（Newton：科学を哲学で解決）
脳は物質。脳を物質論的に検索しても精神を説明できない。
精神は脳に備わった本質的機能（養老孟司）

↓ だとすれば、
気・外気功は、人間に本質的に備わった能力

決着!!
no more discussion from a scientific view point

（阿岸鉄三：第70回炉辺医話；気・気功の現代科学的解釈。
Clinical Engineering vol.18 No.1, 70-72,秀潤社、東京、2007。



(025－025) 自然を導く原則を
数学とするのは不合理

偉大なる自然の聖典は数学の言語で書かれて

いると主張したのはガリレオだが，時を経た今でも

この言葉は科学の領域では教典，信仰箇条として
生きている。だが，このような信念を支える証拠は
ない。そして，自然を導く原則として数学を歓迎す
るのは不合理な方法だと疑うことが，今の科学者
には許されている。

(Jesper Hoffmeyer:En Snegl Pa Vejen;Betydningens naturhistorie,1993
（松野孝一郎・高原美規訳：生命記号論、p68、青土社、東京、2005年））



(025－027) データ自体は何も語らない

データそれ自体は何も語らない。科学の専門用語において，
データは「理論から得られる」ものとして言及されるもので
ある。つまり，データはそれの依って立つ理論的命題の強
固な体系という概念が前もって受け入れられているときに
のみ，意味を持つことになる。。。しかし大部分の科学者
はこうした「哲学的ぺてん」に注意をあまり払わない。科学
者にとっての真実は，データとその集められたデータに意
味を与える理論とが一体になったものである。そのため，
データと真実の繋がりに疑いをはさむものは，まずもって
そのものが真の科学者ではないことをはからずも暴露す
る。

Ref : P<0.05は恣意的

(Jesper Hoffmeye r: En Snegl Pa Vejen;Betydningens naturhistorie,1993
（松野孝一郎・高原美規訳：生命記号論 p149 青土社 東京 2005年））



(026－034) 科学主義は，狭隘な哲学的立場

伝統的な自然科学の方法は，物質的現象の研究におい
ては精密で簡潔で有効であるが，その一方で，人間に関
する諸事の研究においてはしばしば不適切で，無効で，還
元主義的で，また有害である。人間を研究するためには
他の方法－現象学的・民族誌学的・歴史的・文学的・物語
的・理論的・解釈学的方法－が，伝統的な科学的方法に
よって捉え，そして扱うことができない、微妙で精妙な人間
的現象のための捕蝶網の役割を果たさなければならない。
科学は知の探求である。他方，科学主義は自然科学の方
法が全ての研究調査活動に用いられるべきであるとする，
狭隘な哲学的立場である。

（Elkins, ND : Beyond Religion,1998
（大野純一訳：スピリチュアル・レボリューション、p264 、星雲社、東京、2000年）



一般社会の

父権的・階級的絶対主義は

崩壊しつつある。。。

“科学的”という絶対主義も。。。
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ニューエイジについてのキリスト教的考察

(032－010) (朝日新聞2007年10月9日13版18頁）

ニューエイジは，70年前後から米国で起こった宗教的な

潮流。見えない何かにつながる感覚（スピリチュアリティ）が
しばしば重視される。ニューエイジの成功は，教会に対す
る挑戦。。。現代は真の意味での権威が失われ。。。制度
に帰属する必要をますます感じなく。。。にもかわらず，孤
独は現代人の大きな悩み。。。教団宗教に対するアレル
ギー。。。

Ref : 世界的風潮として権威を認めない等価値点を結ぶネットワーク。

ex.インターネット

教会ヒエラルキズムに脅威



ニューエイジ（New Age）の意味

第3千年紀（third millennium）は、

単にキリスト誕生の2000年後に到来したわけではない。

占星術師が、魚座‐キリスト教の時代‐が終わりに近づき、

新しい時代（New Age）の水瓶座の時代が間近に

迫っているとするから。。。

Jesus Christ-The Bearer of The Water of Life-A Christian Reflection on The “New Age”（教皇庁文化
評議会/教皇庁諸宗教対話評議会。カトリック中央協議会司教協議会秘書室研究企画訳：ニューエイ
ジについてのキリスト教的考察、ｐ12、カトリック中央協議会、東京、２００７年）



ニューエイジ（New Age）が、人々を引き付ける理由

現代、人々が、とくに自分のアイデンティティに関して、

確実性と不確実性の間を揺れ動いて。。。

キリスト教は父権的で権威主義的。。。政治体制が世界をよく出来
ない。正規（正統的？）な医療は効果的に治療できない。

かって社会の中心を占めていたものが、真の意味の権威
を失い。。。人々の内面・自分自身の中に意味・力を求め
る傾向。。。代替物への探求も。。。

1970年代の無秩序・混沌として生活は、規律と構造への

探求に。。。大流行のさまざまな「神秘的」運動の中心的
要素。。。

Jesus Christ-The Bearer of The Water of Life-A Christian Reflection on The “New Age”（教皇庁文化
評議会/教皇庁諸宗教対話評議会。カトリック中央協議会司教協議会秘書室研究企画訳：ニューエイ
ジについてのキリスト教的考察、ｐ13、カトリック中央協議会、東京、２００７年）



ニューエイジ（New Age）は、現代文化の価値観

現代、人々はさまざまな制度に「帰属」する必要を感じな
く。。。にもかかわらず、孤独は現代人の大きな悩み。。。

人々は「公的な」判断を受け入れない。。。宗教は内面化さ
れ、ついに自己の神聖性を称賛する基盤。。。伝統的唯一
神論から離れ。。。さまざまな道の混合を。。。ニューエイ
ジ（New Age）は、現代文化の価値観を身に着けた人々を

ひきつけ。。。自由・本来性・独立などはすべて神聖なも
の。。。

（Jesus Christ-The Bearer of The Water of Life-A Christian Reflection on The “New Age”
（教皇庁文化評議会/教皇庁諸宗教対話評議会。カトリック中央協議会司教協議会秘書室研究企画訳：

ニューエイジについてのキリスト教的考察、ｐ14、カトリック中央協議会、東京、２００７年）



ニューエイジ（New Age）の文化的背景

ニューエージ思想を発展させた近代西洋文化の強力な
思潮は、ダーウィンの進化論の一般的な受容。。。自然界
の秘められた霊的諸力の重視と並んで。。。

基本的に、ニューエージが広範に受容されたのは、基礎
となる世界観がすでに広く受け入れていたから。。。その
世界観とは、相対主義の成長と拡大、キリスト教信仰への
嫌悪ないし無関心によって準備された。。。

Ref :1980年代のKansas州における教育。Darwinismを否定

Creation Science/Intelligent Design

（Jesus Christ-The Bearer of The Water of Life-A Christian Reflection on The “New Age”
（教皇庁文化評議会/教皇庁諸宗教対話評議会。カトリック中央協議会司教協議会秘書室研究企画訳：

ニューエイジについてのキリスト教的考察、ｐ17、カトリック中央協議会、東京、２００７年）



(028－033) 新霊性文化・運動はネットワーク

新霊性運動・文化の支持者の多くは既成の組織化された
宗教伝統，すなわちキリスト教，イスラム，ユダヤ教，仏教
などに対して概して否定的。。。また，がっちりとした教団
組織や教義を持ち，指導者に権威が集中している新宗教
に対しても，自分たちにはふさわしくない世界だと感じ
て。。。そこで，緩やかな指導や協力の関係として「ネット
ワーク」を築くという主張がなされることが多い。指導者や
情報提供者が他の人々に権威的な指示を与えることはな
く，支配服従の関係は形成されない。参加と離脱は自由で，
定期的な集会や儀礼はなされないのが普通。。。

ref:縛られるのは、イヤ。だけど、集う動物
（島薗進：スピリチュアリティの興隆－新霊性文化とその周辺－、p 61、岩波書店、東京、２００７年）



(028－040) 近代科学の信頼喪失

近年は世俗的ヒューマニズムの妥当性・有効性が疑われるように
なって。。。1つの理由は，その担い手である近代的エリートの権威
を支えていた近代科学の威信が揺らいできていること。。。1970年
ごろから多くの困難な問題を生み出してきた。。。資源・環境・人口
問題など。。。科学的知識・テクノロジーを駆使した武器により，大
量・短時間内の殺人。。。科学者は世界観的には空白な存在であり，
精神や思想に関わるリーダーなどではあり得ないという常識。。。

一方，世俗的エリートを支えてきた人文的教養の権威も後退。。。
哲学・倫理学・疫学・宗教・文学・歴史学など。。。

（島薗進：スピリチュアリティの興隆－新霊性文化とその周辺－、p82、岩波書店、東京、2007年）



時代のキーワードは

ネットワーク



ホストコンピュータシステム
-階級制度的hierarchism-

Ref :権威主義的

上位下達は大きく、

上申は小さく

年功序列

医局制度 etc.

大容量ホストコンピュータ

科学的医学・医療

末端

コンピュータ

補完医療

代替医療

伝統医療

民間医療



インターネット－平等な立場でのネットワーク－

網の結び目は、みな対等→New Age思潮をback-up support

InternetからTransnet(?)へ

transpersonal心理学 :interdisciplinary→transdisciplinary, international→transnational

科学的医療も、

補完代替医療も

同格・当価値

科学的医療

補完医療

代替医療

伝統医療

民間医療



現代科学、

およびそれに依拠する

現代医学への批判



科学者は、“科学”という蛸壺の中の蛸

外にもっと楽しい所があるのに、出て行こうとしないで、底にへばりつく。

満足！満足！
足が沢山



(035-010-II) 知ることは、潜望鏡を上げることに似てる

ー知るほどに視野が広がり、知らないことが多くなるー

潜水艦の中は、限られた世界

潜望鏡で世界が広がる

でも、さらに上層に別の海面が。。。



これからの科学をどうするか？



(027－023) 科学のモード論（1）

モード1・サイエンス：

知識は個々の学問分野の中で生み出され、特定の

科学者コミュニティーにおいて，主として学術的な関心が

支配する世界の中で問題が設定された解決される。

研究成果の価値は，その学問知識体系の発展にいかに

貢献しているかによって決まり，学術雑誌・学会などの

制度化されたメディアを通じて普及する。

階層的であり、その形態を維持しようとする傾向。

（広井良典：ケアーのゆくえ 科学のゆくえ,p14,岩波書店，東京、2005）



(027－024) 科学のモード論（2）

モード2・サイエンス：

個別の学問分野を超えた，社会的文脈の中で

生みだされ応用的な文脈の中で問題が設定され

解決される。個別の学問分野を超えた問題解決の

枠組みが用意され，独自の理論構造・研究方法・研究

様式が構築される。参加者の範囲は広く，市民・産業界・

政府なども必要に応じて参加する。

非階層的であり，流動的である。社会的な説明責任が

重要な意味を持つ。

（広井良典：ケアーのゆくえ 科学のゆくえ,p14,岩波書店，東京、2005)



(028－070) 統合科学

統合科学は，経験が持つ深遠な深みや多様性への眼差しを
失うことなく，量的研究方法と質的研究方法まとめ上げ，知
の多元的なあり方にもとづいて共通性を見いだし，一般化を
行うことを可能にしてくれる。統合的科学の方法論を構築す
る上で大きな挑戦となるもののひとつは，内面的主観的に知
りうることを外面的で客観的な知のあり方とどう折り合いをつ
けるかという点である。

cf : crossdisciplinary領域を超えた→ multidisciplinaryまたがる→ 
interdisciplianry学際→transdisciplinary学通
（カサンドラ・ヴィーテン、ティナ・アモロック、マリリン・シュリッツ：一つの山に通じる多くの道。

スピリチュアリティといのちの未来、島薗進ら監。p292,人文書院、京都、2007年）



(028－071) 統合科学の枠組み

現実に対する内面的なアプローチと外面的なアプローチを統合する
上で一番の障害となるのは，物質科学と宗教的伝統の存在論と認
識論の違いである。だが、もしきちんと理解され適切にその枠を広
げることができるなら，それぞれの違いを大切にしながらも双方を総
括する枠組みに当てはめることができるかもしれない。統合科学と
呼ぶこの枠組みは，内的経験と外的経験のバランスをとり，スピリ
チュアルな伝統と自然科学の和解をもたらすコンテクストを提供する
だけでなく，意識と物質的な世界の関係のようなさまざまの問題に
新たな視点を提供するだろう。

ref : be careful!! 統合科学 Integral Scienceという言葉は不適切

(McFarlane,Thomas J:Integral Science:Towrd a comprehensive science of inner and outer 
experience.J of the Western Regional Chapter of the Alternative Natural Philosophy Association, 
6(2), 4,1996)



(035-009-II) paradigm shift でなくparadigm expansion

隣の井戸に移ろうか？

いっそのこと、広い池に。。。
だけど、大海はイヤ

Paradigm shift
＝科学同志の仲間

Paradigm expansion
＝科学でないものも仲間に

科学者は、“井の中の蛙”



(035-016-II)       蛙は、なぜ大海を知らないか？

問い：井戸の中の蛙は

なぜ大海を知らないか？

答え：知る必要がないから。。。
知っていても、塩水に住むことができない

この諺は、意外と哲学的

量から質への変換！！

諺には、訳の解らないものがある。
犬も？犬が？
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