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統合医療：

大まかには、

現代科学的医療と

補完・代替・伝統医療との統合らしい？補完・代替・伝統医療との統合らしい？



017－050



アメリカの代替医療 003012

•
• 1992年： NIH内に Office for Alternative Medicine (OAM)設立

• 1993年： 200万ドルの予算

• 1997年：1,200万ドルの予算

• 1998年： National Center for Alternative and Complementary 

Medicine(NCCAM)に格上げ。2,000万ドルの予算Medicine(NCCAM)に格上げ。2,000万ドルの予算

• 1999年：5,000万ドルの予算

• 国内13大学等医療機関にCAM関連サポート

• 国内75/125医学校(60%)でCAM関連講義
•

• （鈴木信孝：アメリカでの代替医療の現状；別冊・医学の歩み、
代替医療のいま、p14,医歯薬出版K.K.,2000年）



アメリカにおける代替医療の現状 003013

•
• 1993年 Eisenberg らの報告（N Engl J Med 328:246,1993）

• ハーブ療法・ビタミン大量療法・鍼・カイロプラクティック・

• マッサージなど16種の代替医療について

• 1990年： 33.8% (6,000万人) が利用• 1990年： 33.8% (6,000万人) が利用

• 延べ外来回数 4億2,700 万回>3億8,800万回プライマリーケア外来

• 1997年： 42.1% (8,300万人) が利用

• 延べ外来回数6億2,900 万回> 3億8,500万回プライマリーケア外来

• 総自己負担費 270~344億ドル(3~4兆円)≒ 293億ドル通常医療自己負担費

•

• （鈴木信孝：アメリカでの代替医療の現状；別冊・医学の歩み、
代替医療のいま、p14,医歯薬出版K.K.,2000年）



アメリカの代替医療利用者 003014

•
• 1993年 Eisenberg らの報告（N Engl J Med 328:246,1993）

• ハーブ療法・ビタミン大量療法・鍼・カイロプラクティック・

• マッサージなど16種の代替医療について

• 利用率：大学教育を受けた者50.6%＞36.4%大学教育を受けない者• 利用率：大学教育を受けた者50.6%＞36.4%大学教育を受けない者

• 年収50,000ドル以上＞年収50,000ドル以下

• 女性48.9%＞37.8%男性

• 通常医療医師に話した者38.5%

• 自分で自己流で46% アメリカ西部50.1%＞42.1%他の地域

• （鈴木信孝：アメリカでの代替医療の現状；別冊・医学の歩み、
代替医療のいま、p15,医歯薬出版K.K.,2000年）



０１５－０５４

蒲原聖可・渥美和彦：米国における補完・代替医
療の現状－第医療から統合医療へ－。

日本医師会雑誌 132(9)：1095－1099，2004



統合医療の

“統合”ってなんだろう？

統合医療の統合医療の

“統合”の意味するもの



統合の時代

トヨタ
インテグラ

資生堂
INTEGRATE GRACY

統合は、当代のキーワードのひとつ



016－030

代替医療・統合医療の成立過程は現代西洋医学と異なる

（蒲原聖可：代替医療－効果と利用法－、p161、中公新書1653、中央公論新社、2002）



統合は、積分すること

Integrate : （研究社新英和大辞典、第5版、18刷、1989年）

＃(部分・要素を)全体にまとめる・統合する

＃(必要な部分・要素を加えて)完全にする

＃（人種的・宗教的差別を廃止して）統合する

＃積分する

（０４１－００１－I) 

＃積分する

統合医療（全人的・完全な）

∝∫生活習慣

高度先進医療

M・dc

M:医療 c:医療（類似）行為・手技・技法



(035-034-II) 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

＃完全にする

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

Ref : 統合は、混合・融合・調合・和合とは異なる



分化sci-enceと

統合philosophyによって、

進化が起こる進化が起こる



科学の分化と統合 003010

• 近近代科学は、字義通り専門各「学科」に分化し、発展してきた。
• 直近、半世紀の諸科学の展開は、ひとたび細分化され、疎遠にな
りつつあった諸分野が新しい統合へ向かい、全く斬新な問題意識で
人知の進歩への展望が開けつつある。

• 再統合の動機：

• 学問内在的必要性；ex.物理学・化学・生物学の融合• 学問内在的必要性；ex.物理学・化学・生物学の融合

• 社会的・実践的要請；ex.環境科学

• 統合・学際化のレヴェル：

• 主として、学界・研究者集団のレヴェル

• 稀に、学際的な洞察と学識をもつ個人、

• ref : mul�disciplinary→interdisciplinary→transdisciplinary

• ダヴィンチの再来は不可能

• （科学は人間を幸福にするか：碧海純一・大熊由紀子・加藤一郎編、勁草書房、東京、1989）



科学史は、二つの性質の異なる過程が

繰る返される動的過程である（Kuhn）

パラダイム

理論的仮説・手続き・
成功の模範事例の総体

多数の変則事例

科学の危機

新しい科学 ＝

新しい
パラダイム

科学革命

パラダイムシフト

共通の尺度はなく、通約不

可能。非合理的な説得・宣
伝を受容

すくなくとも、

科学としての共通性

科
学
領
域

さまざまな理論・仮説のせめぎ合い

理論の目的・方法・成功の規準に対する論争

仮説は自明 → 論争の中止

科学的活動： 計測の精密化・経験と
理論整合・あらたな問題領域の開拓

科学の成立以前

科学の成立＝通常科学の時期

一つの仮説が支配権

＝

多数の変則事例

対抗パラダイム候補

再び、論争と動揺

阿岸鉄三、２００９（中釜浩一：科学論の帰趨。科学技
術のゆくえ、加藤尚武ら編、p47,ミネルヴァ書房、京都、

1999を改定）

科
学
領
域
に
お
け
る

統
合



質的問題・内面的問題を扱うのは、

科学から逸脱してしまう



(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。

（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）

Ref : 科学の枠組みからはずれるのに、統合科学は変！！

Ref : crossdisciplinary領域を超えた→ multidisciplinaryまたがる→ interdisciplianry学際



(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，意識と物質的を世界の関係のよ
うなさまざまの問題に新たな視点を提供するだろう。
(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)

Ref : 科学の枠組みからはずれるのに、統合科学は変！！



統合科学は、誤り

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。。。

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
折り合い。。。

内的経験と外的経験のバランス。。。

スピリチュアルな伝統と自然科学の和解。。。スピリチュアルな伝統と自然科学の和解。。。

「客観的な」科学と「主観的な」価値。。。

（統合）科学では、あり得ない

メタ科学（メタ概念）

The Intelligently Integrated, Something Intelligently Integrated

統合知



質と量を一緒に扱うのは、

科学の領域外



(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，「量から質化」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）



（０３５－０３５－ＩＩ） 質的革命

過去20年以上にわたって，社会科学における研究方法上の

革命が緩やかに起きている。。。学問の壁の崩壊が起き
た。。。「質的革命（qualitative revolution)」が驚かずには

いられないほど社会科学と関連専門分野に起きている。。。
「1970年代初頭の各部門改革運動」という呼び名。。。解

釈的批判的パラダイムは多様な形式をとり，この運動の釈的批判的パラダイムは多様な形式をとり，この運動の

中心に。。。質的研究は，独自の学術雑誌・が研究会，大
学教授のポストを得るまでに。。。20世紀の終わりには，

「ナラティブ・ターン（語りの転換）」は疑いもなく。。。

（Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln（平山満義訳）：序文。Handbook of qualitative research, ed:Norman

K Denzin & Yvonna S Lincoln（質的研究ハンドブック 1巻、平山満義監訳）、pxvii,北大路書房、京都、
2006）



(041-002-I)          量的研究法と質的研究法

• 量的研究法：
• データとして数字・量を用いる研究法。

• 客観的な対象について，仮説を検証するための研究法。

• 質的研究法：
• データとしては数字や量以外のもの（多くはテクスト・

（斉藤清二・岸本寛史：ナラティブ・ベイスト・メディスンの実践、p73,金剛出版、東京、2003)

• データとしては数字や量以外のもの（多くはテクスト・

• データ）を用い，主観的／相互交流的事象を扱い，

• 仮説の検証よりも，

• 仮説の生成・仮説継承を目的とする研究法。



(020－004)



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

量は量として評価すべき

数から数へ
“科学的”

医療の質

質は質として評価すべき

数として扱えない
“非科学的”



質的評価は、

科学的ではない



(041-004-I) EBMとNBM

• 臨床疫学と一般診療の架橋を目指す新しい医療の方法
論である，EBMが急速に医療の世界に浸透し，医療の方

法論は年大きく変わろうとしている。。。その科学的な側面

があまりにも強調され過ぎる傾向があることもまた事実。

その結果，医療における全人的な側面，医療従事者と患その結果，医療における全人的な側面，医療従事者と患

者の相互交流的な側面の重要性に面再度光を当てようと
するNBMというムーブメントが起こってきた。。。NBMが，

英国におけるEBMの研究者でもある一般診療医の中から

起こってきたのは、決して偶然ではあるまい。

（斉藤清・岸本寛史：ナラティブ・ベイスト・メディスンの実践、p2、金剛出版、東京、2007年）



(041-008-I)

ナラティブの視点による医療/医学の変容

ナラティブの視点により現場の医療／医学は著しく変容す
ることが期待される。1）患者と医療従事者の関係が大きく
変化する。患者が人間的に疎外されるという現代医療の
陥穽を，根本的に打開する端緒が開かれる。2）医療従事
者が不可避的に悩まされてきた「概念と現象の不一致」，
「客観性と主観性の乖離」といった認識論的な葛藤に一つ「客観性と主観性の乖離」といった認識論的な葛藤に一つ
の和解がもたらされる。3）医療における複数の理論や学
派が相争うのではなく，多様性を認めつつ対話を重ねな
がらお互いを高めていくための方法論が確立される。4）隣
接の諸領域の専門分野との交流をより有効に行うことが
でき，現場の実践に密着した研究法の開発にも結びつい
ていく。

（斉藤清・岸本寛史：ナラティブ・ベイスト・メディスンの実践、p33、金剛出版、東京、2007年）



(041-009-I)                 精神医学の治療法

医学の専門分野の中では，精神医学が「唯一，話
すことと聞くことが治療法として確立されている分
野」（Launer J:BMJ Books, 1998;pp93-102）である。
が，実際の臨床場面では，精神科医に限らず，医
者が話を聞くこと自体，治療的な働きをしているこ者が話を聞くこと自体，治療的な働きをしているこ
とも少なくない。

Ref : ムンテラ

Ref : 精神科の診断は、組織・病理学的変化と連動していない

経絡・経穴と同じレベル

（斉藤清・岸本寛史：ナラティブ・ベイスト・メディスンの実践、p47、金剛出版、東京、
2007年）



(041-010-I)    質的研究は、看護学で発展

質的研究は，看護学領域での発展が著しく，

医師中心の医学領域では，まだまだ普及していな
いというのが現状。。。

（斉藤清・岸本寛史：ナラティブ・ベイスト・メディスンの実践、p71、金剛出版、東京、2007年）

Ref : 看護学は、医学でない。だけど、看護は医療？

医療と医学の関係は、どうなる？



(041-019-I) 心療内科の生物医学還元主義化

心療内科という果実が実を結ぶ過程には，操作的診断法
の導入や治療法の標準化など，心身医学の科学化が強
力に押し進められる必要があった。それは，生物医学を中
心とした制度医療の内部でその地位を獲得するための戦
略でもあった。全人的医療の方法論を探求していたはず
の心身医学が，精神身体免疫学・脳生理学・認知行動科の心身医学が，精神身体免疫学・脳生理学・認知行動科
学などの新知見を積極的に取り込もうとするあまり，「ここ
ろ」をも含めた心身全体を機械として捉えようとする生物
医学還元主義に再び陥りつつあるともいえる。

ref : 統合医療を科学的に評価するのも、同じ前車の轍

（辻内琢也：民俗セクター医療をめぐるナラティヴ。

ナラティヴと医療（江口重幸ら編）、p141、金剛出版、東京、2006）



科学と宗教・霊（魂）性を、

一緒に扱う。。。

科学と宗教の統合が起きている？



016-016

Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ
ＤＣ

016-017

宗教と科学の統合？

church       science

016-017

Washington 

DC



013-030 WHO憲章改定考察への要求

• 1998年1月22日WHO憲章のレビュー：特別委員会報告

• 以下を挿入する

• 「健康とは，完全な肉体的，精神的，spiritualおよ
び社会的福祉のdynamicな状態であり，単に疾病又は
病弱の存在しないことではない

• Health is a dynamic state of complete physical, 
mental ,spiritual and social well-being and not 
merely the absence of disease of infirmity」

• (津谷喜一郎ら：、健康のスピリチュアル・ディメンジョン(5)、東洋医学
28(3):234,2000)



（027－055） WHOにおける健康定義に
スピリチュアリティ書き加え提案の背景

• 1．スピリチュアリティを重視する立場も，慎重あるいは

• 反対の立場も当然ありうる。

• 2．背景として、QOLの様々な側面が問題とされるように

• なった状況がある。

• 3．WHOは宗教的な祈祷による治療や民間療法などをも3 WHO

• 軽視・排除しない。

• 4．social/physical/psychological/cultural/spiritualなどの

• 形容詞を同列に列挙することで健康を総体的にとらえている。

• 5．1984年の第37回総会ですでに決議前文では、

• スピリチュアルな側面について言及されている。
• (葛西賢太：スピリチュアリティを使う人々。スピリチュアリティの現在

• （湯浅泰雄監修）、p145、人文書院、京都、2003年)



（027－069） スピリチュアリティに関する
WHOの討議の意味するもの

＃近代医学の偏狭さを指摘し，伝統・代替医療の全人的医
療性への顧慮。医療と宗教の混交への強い危惧の表明。

＃田崎らの日本社会での実地点検。スピリチュアリティは，
「心理的・身体的・社会的な範疇にはない，目に見えない、
生きるための力であり，内的な自己存在としての魂のよう生きるための力であり，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
的な自己存在や魂であり，生きていく意味」「生きていく力」

＃医療におけるスピリチュアリティは混迷しており，コンセン
サスはない。共通了解は，健康が身体的・心的・スピリ
チュアル・社会的という4つの側面からなるという点。スピリ
チュアルは心的とは異質なものと理解されている。スピリ
チュアリティの領域は実在するのだろうか？

（宇都宮輝夫：人生物語としてのスピリチュアリティ。スピリチュアリティの現在

（湯浅泰雄監修）、p259、人文書院、京都、2003年)



当代では、

科学だって“絶対”を意味しない



(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）



(037-004-II) 科学的事実の危うさ

科学的事実：

絶対的ではない；科学の領域に限局されている事実；

そのときの状況におけると限定される

なぜなら、新事実が出てくるから。。。

科学的真実：

事実よりは、真理にちかい？

絶対的真理：時・所・機会から独立

存在するのだろうなぁ！！

阿岸鉄三2009



(028－049) 科学と宗教(1)

• かって，科学は価値中立的営みとして理解され，特別な地
位を与えられてきた。昨今の科学は高度の先端技術と結
び付き，経済的利益獲得の主要な手段とみなされ，客観
的な知としての信頼性を失っていく傾向。。。科学の発展
により，知の対象であった自然をそのものが改変され。。。により，知の対象であった自然をそのものが改変され。。。
その結果が20世紀後半の地球環境の破壊。。。20世紀末
以降は，生命科学の発展により人間そのものの改変が危
惧されて。。。「人間の終わり」がささやかれ。。。科学の力
は人間と「外なる自然に」との調和を乱す大きな一因だっ
たが，いまや「内なる自然」の精妙な構造に土足で踏み込
むような事態に至っている。

• （島薗進：スピリチュアリティといのちの未来。島薗進ら監。p7,人文書院、京都、2007年）



(028－050) 科学と宗教(2)

• 一方，宗教の現状はどうか。近代化が進み科学的合理性の支配が
強まっていく現代社会で，宗教が衰退していくのは当然のように思
われていた。ところが，東西冷戦体制の崩壊に呼応するかのように，
世界各地で宗教復興が目立つようになり，宗教文明同士の対立が
危惧され､。。。かって宗教は平和を願い，人間性を守るはずのもの
と信じられていたが，いまや宗教自身が暴力の増幅に1役買ってい
るかのようだ。人類文明の破壊的な進展に対して，宗教は無力であ
り，破局の到来を座視している。。。「外なる自然」「内なる自然」を破り，破局の到来を座視している。。。「外なる自然」「内なる自然」を破
壊するかに見え科学技術の発展に対しても，既成宗教の反応はあ
まりにも消極的，さもなくば原理主義的で外部の人々の賛同を得に
くいものに。。。こうした危機的事態を尻目に新たにスピリチュアリ
ティ（霊性）への期待が高まっているかにみえる。スピリチュアリティ
というのは，個々人の生き方や体験の中に宿る聖なる次元を指して
いる。宗教は組織されたもので，共同体を基礎として組み立てられ
ているが，スピリチュアリティは宗教の内側にもありうるし，宗教とは
独立した個々人のものとしてもありうる。

• （島薗進：スピリチュアリティといのちの未来。島薗進ら監。p7,人文書院、京都、2007
年）



(028－064) 環境に対する科学と宗教の共同責任

• 科学者による声明文（1990年1月モスクワ）

• 「地球をいつまでも大切に守る。科学と宗教の共同責任を
訴える」

• ”環境危機は。。。個人の行いに対しても急進的な改革の
必要性を迫って。。。宗教の教義・模範・指導が，個人の行
いや責任の持ち方に対して強い影響。。。宇宙の森羅万いや責任の持ち方に対して強い影響。。。宇宙の森羅万
象を前にしたとき，科学者としての私たちの多くは深い畏
敬の念を持つことを経験。。。神聖とみなされたものへ敬
意と配慮の面をもって扱われるのがふさわしいと理解。。。
環境を保護し大切にしようとする努力に，神聖なるものと
いうビジョンを注ぎ込む必要。。。”

•
• （マリー・タッカー：宗教とエコロジー

• スピリチュアリティといのちの未来。島薗進ら監。p234,人文書院、京都、2007年）



(028－072) 科学と宗教の歩み寄りが必要

• 外科手術後に傷が癒えるプロセスに，患者の助けへの期
待と祈りが潜在的にどれほど効果があるかについての無
作為抽出試行の研究。。。これら領域の研究の妥当性に
関して，客観主義者と非常に宗教的な人々の二つの相反
するグループから同じような反対。。。一方の反対意見は，
宗教で科学を汚すなというもので，もう一方は神さえも還宗教で科学を汚すなというもので，もう一方は神さえも還
元主義的テストにさらすのかというもの。。。科学も宗教も
自らの経験や主張を正当化するために互いに必要として
はいないことを教わった。。。直面している危機の時代に
耐え抜くには，あらゆる持ち駒をすべて持ち寄ることが必
要だろう。

• （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。p303,人文書院、京都、2007年）



(029-008-II)  意識の問題を解決する科学の革命

• ペンローズの理論を理解するうえで欠かせないのは、意識や心と
いった精神現象も、物理や化学、生物学の法則と同じように、自然
法則の一部であるという視点。精神と物質の間には越えられない壁
があるという考え方は根強い。意識の問題が、従来の物質を記述し
てきた自然法則のアプローチでは、解けないでであろうという一種
の悲観論だ。ペンローズは、精神現象も自然法則の一部であると考
えている。現在知られている自然法則では心の問題が理解できな
いかもしれないが、将来、クオリアや自意識といった心の属性も、電いかもしれないが、将来、クオリアや自意識といった心の属性も、電
子の持つ電荷や質量と同じように、自然法則で理解できる日がくる
と考えているのである。ペンローズの主張は、意識の問題を解決す
るためには、科学における革命が必要であるということである。20世
紀初頭の量子力学や相対性理論に匹敵する、わたしたちの世界観
を揺るがすような革命だ。たとえどのような革命が起こったとしても、
その結果としてわたしたちが獲得するのは、あくまでも「自然法則」
であるということなのである。

• （茂木健一郎：Roger Penrose:Beyond the Doubting of a Shadow,1996

• （竹内薫・茂木健一郎訳・解説）： ペンローズの量子脳理論。P201、

• ちくま学芸文庫、筑摩書房、東京、2006）



(029-003-II)                             意識の理解 科学 vs 宗教
• 「科学」と「宗教」は、しばしば対立的に捉えられがちだ。今日、両者が直接衝突す
る場面はむしろ少ない。だが、科学の対象が「意識」や「心」に及ぶとなると、話が
変わるようだ。「科学では、意識の問題は解決できない」とか、「意識や心の問題
には、科学よりも宗教のパラダイムの方が有効だ」など、突如として宗教が前面に
出てくるのである。私に言わせれば、「宗教」が「意識」や「心」の問題を解決できる
可能性はほとんどない。「科学」にこそ、「意識」の問題を解決できる可能性がある。
一定の手続き（＝「論理的整合性」や、「実験による検証」などの条件）にさえ則っ
ていれば、どんなに革命的な理論でも、科学は、それを自分のシステムの中に取
り入れてしまう。たとえば、量子力学と相対性理論の2大革命を経た現代の「科
学」は、ニュートンの時代の「科学」とは全く内容が異なる。それでも両者を同じ「科
学」という名前で呼ぶのは、どちらも、「科学的方法論」という、同じ手続きによって学」という名前で呼ぶのは、どちらも、「科学的方法論」という、同じ手続きによって
その存在が保証されているから。。。このように、変化しても同じものであり続ける
概念を、「メタ概念」（metaconcept）と呼ぼう。科学は、変化にもかかわらず自己同
一性（identity）を保つ、「メタ概念」なのである。一方、宗教の多くは、「変わらない
こと」をその存在理由にして、その存在価値である。少なくとも今日存在する宗教
では、意識の問題は解けないということになる。なぜならば、現代の人類の知識
水準では、「意識」の問題が解けないことは明らかだからだ。人類の知的水準が
上がらない限り、「意識」の問題は解けない。変化を拒否する宗教では、「意識」は
解明できないのだ。もっとも、「意識」の問題を取り込んだ「科学」は、今日私たち
が理解している「科学」とは、全く異なるものになるだろう。

• Ref : 科学の変容 科学の呼び名に整合するか？ 宗教も変容？ 新しい知
• （茂木健一郎：Roger Penrose:Beyond the Doubting of a Shadow,1996 （竹内薫・茂木健一郎訳・解説）：

• ペンローズの量子脳理論。P297、ちくま学芸文庫、筑摩書房、東京、2006）



医療に入り込む

宗教性と霊魂性spirituality

ex. spiritual healing, psychic healing

科学的立場からでは、科学的立場からでは、

理解できない・受け容れられない

ex.経絡・経穴 気・気功



現代的医療 vs 補完・代替・伝統医療など

議論するときの

通約性（共通項・公約数）はなにか？

＃医療？補完・代替・伝統医療は、

医業類似行為・医療類似行為

＃現代的医療は、近代科学に依拠。＃現代的医療は、近代科学に依拠。

補完・代替・伝統医療は、

科学的に理解できない＝非科学的

通約性は、科学的 vs 非科学的



通約性がない現代医療と補完・代替医療

• 医療 特性 通約性

現代医療 現代科学に依拠する 科学的現代医療 現代科学に依拠する 科学的

補完・代替医療
現代科学では理解できない
ときに、医療奇跡

非科学的

現代医療と補完・代替医療の通約性は、

“科学”性と非“科学”性



統合しても、

構成要素の個性は残る



（028－016）人種のるつぼとサラダ・ボウル

アメリカ合衆国は多様な人種・民族が互い
に溶け合って「アメリカ人」という新たな国
民を形成してきたとする「人種のるつぼ
melting pot」説神話に代わって。。。

各人種・民族集団はそれぞれの特色
を失わずに全体として複合的なアメリ
カの文化を形成しているとする文化的
多元主義，すなわち「サラダ・ボウル」
説が登場。

個性が見えなくなる

「建国時から多様性はこの国のエネルギー源であった」（William J Clinton）。

Ref : 科学と宗教・霊性が共存するモデルの一つの模範？

（川島正樹：キング牧師の夢はついえたのか？異文化理解の倫理にむけて、

稲賀繁美編、ｐ193、名古屋大学出版会、名古屋、2000）

融合ではなく、
個性が見える統合



量は、数学的で、科学で理解できる。

質は、数量的に扱えず、科学では
理解できない、

すなわち、非科学的！！！すなわち、非科学的！！！

科学的、非科学的な全体的な医療
を対象とするのが、「統合医療」。
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Disciplinary,  interdisciplinary, multidisiplinary &   

transdisciplinary perspectives

disciplinary transdisciplinary

学科・教科
個々をみる

Interdisciplinary学際的
Multidisciplinary集学的
複数の接触面をみる

通学的・学通的
複数を透察的にみる

統合知のスタンス



（０３５－０３７－ＩＩ） パラダイムとパースペクティブ

• パラダイムの融合，あるいは統合が可能であるとは必ずし
も思っていない。つまり，特定の存在論・認識論・方法論を

示す包括的な哲学体系であるパラダイムの間を容易にわ

たり歩くことはできない。それはパラダイムが，その利用者

を特定の世界観に結び付ける信念体系を表しているからを特定の世界観に結び付ける信念体系を表しているから

である。一方，パースペクティブは，パラダイムとは対照的

に十分に練られたん体系ではないため，それらの間を簡
単にわたり歩くことができる。

• Ref : transparadigm perspective

• （Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln（平山満義訳）：質的研究の学問と実践。

Handbook of qualitative research, ed:Norman K Denzin & Yvonna S Lincoln （質的

研究ハンドブック 1巻、平山満義監訳）、p6,北大路書房、京都、2006）



統合とは、統合知の創生

• 科学的医療と非科学的医療の統合の結果：

• The Intelligently Integrated

• Something Intelligently Integrated

• Integrative Intelligence

• 量と質・科学と宗教・からだとこころとスピリチュアリティ・• 量と質・科学と宗教・からだとこころとスピリチュアリティ・

• 科学的な物事/事象と非科学的物事/事象を

• transdisciplinarily perspecting学通的に洞察する

• 新しい統合知の創生

• ref : 現代科学に挑戦

• ref : avant-garde（前衛隊）
• ref : aggressive war（先制攻撃）→侵略戦争
•



Something Intelligently  Integrated

The  Intelligently Integrated統合知の創生

拡大された科学知

すべてが科学的
統合科学

統合知

科学的と非科学的
統合科学ではない

一つの
科学知

ほかの
科学知

パラダイムシフト

パラダイムエクスパンション

科学知 非科学知

インテグレィション

異論・争論・結論

直観にもとづく
世界観の変化



統合知
something intelligently integrated    

the intelligently  integrated

integrative intelligenceintegrative intelligence

統合知創生の時代的背景



(037-002-II) 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

あらゆる権威の崩壊:

科学の権威も喪失

医局制度だって！！

ヴァチカンが気にする new age

先端医療

補完医療

デトックス

生活習慣

InternetからTransnet(?)へ

transpersonal心理学 :interdisciplinary→transdisciplinary, interna�onal→transna�onal

代替医療 民間医療

生活習慣

ダイエット



(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。。。

• （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）



(035-031-II) 相違をあいまいにするニューエイジ
現実に存在する相違を意識的・意図的にあいまいにしようとす
る。
創造主と被造物。人間と自然。宗教と心理学。

主観的現実と客観的現実。
理想は，分裂の問題を乗り越えること。しかし，ニューエイジ
理論によって実際に行われるのは，西洋文化の中で常に明確
に区別されてきた要素をことごとく「融合」すること。

「混同」と呼ぶ方が正確。「混同」と呼ぶ方が正確。
過去の時代の，絶対的な確実性に対する自信が，ポストモダン
の時代に失われたことを反映。人々は，時として非合理的なも
のへと逃避。

Ref   :   人種の坩堝→サラダボウル
Ref : 融合・混同→統合
Ref : borderless
Ref : 非合理→非科学的

（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、ｐ101、カトリック中央協議会、
東京、2007年）



Avant-garde

前衛隊、ときに攻撃も



統合医療のエビデンス

＃科学的証拠と非科学的証拠の統合

EBMにおけるのとは異なるevidenceの意味

少数例 ref : orphan drugにはEBMはない

医療奇跡 ref : 新しい医療の可能性

陰性所見 ref : 科学は陽性所見のみを対象陰性所見 ref : 科学は陽性所見のみを対象

p<0.05は、1/20の対象を無視

＃量と質の統合的評価

＃客観と主観の統合的認識

そんなこと、できるのか？！

新しいエビデンス概念の構築が必要



統合医療の観点からみた

“ホメオパシー問題”



「ホメオパシー」についての会長談話 (1)

ホメオパシーはドイツ人医師ハーネマン（1755 - 1843年）が始めたもので、レメディー（治療薬）

と呼ばれる「ある種の水」を含ませた砂糖玉があらゆる病気を治療できると称するものです。近
代的な医薬品や安全な外科手術が開発される以前の、民間医療や伝統医療しかなかった時
代に欧米各国において「副作用がない治療法」として広がったのですが、米国では1910年のフ

レクスナー報告に基づいて黎明期にあった西欧医学を基本に据え、科学的な事実を重視する
医療改革を行う中で医学教育からホメオパシーを排除し、現在の質の高い医療が実現しまし
た。

こうした過去の歴史を知ってか知らずか、最近の日本ではこれまでほとんど表に出ることがな
かったホメオパシーが医療関係者の間で急速に広がり、ホメオパシー施療者養成学校までが
できています。このことに対しては強い戸惑いを感じざるを得ません。
その理由は「科学の無視」です。レメディーとは、植物、動物組織、鉱物などを水で100倍希釈し

てする作業を１０数回から３０回程度繰り返して作った水を、砂糖玉に浸み込ませたものです。てする作業を１０数回から３０回程度繰り返して作った水を、砂糖玉に浸み込ませたものです。
希釈操作を３０回繰り返した場合、もともと存在した物質の濃度は１０の６０乗倍希釈されること
になります。こんな極端な希釈を行えば、水の中に元の物質が含まれないことは誰もが理解で
きることです。「ただの水」ですから「副作用がない」ことはもちろんですが、治療効果もあるは
ずがありません。

物質が存在しないのに治療効果があると称することの矛盾に対しては、「水が、かつて物質が
存在したという記憶を持っているため」と説明しています。当然ながらこの主張には科学的な根
拠がなく、荒唐無稽としか言いようがありません。

過去には「ホメオパシーに治療効果がある」と主張する論文が出されたことがあります。しかし、
その後の検証によりこれらの論文は誤りで、その効果はプラセボ（偽薬）と同じ、すなわち心理
的な効果であり、治療としての有効性がないことが科学的に証明されています1。英国下院科
学技術委員会も同様に徹底した検証の結果ホメオパシーの治療効果を否定しています2。



「幼児や動物にも効くのだからプラセボではない」という主張もありますが、効果を判定するの
は人間であり、「効くはずだ」という先入観が判断を誤らせてプラセボ効果を生み出します。

「プラセボであっても効くのだから治療になる」とも主張されていますが、ホメオパシーに頼るこ
とによって、確実で有効な治療を受ける機会を逸する可能性があることが大きな問題であり、
時には命にかかわる事態も起こりかねません3。こうした理由で、例えプラセボとしても、医療
関係者がホメオパシーを治療に使用することは認められません。
ホメオパシーは現在もヨーロッパを始め多くの国に広がっています。これらの国ではホメオパ
「1 Shang A et al. Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? Comparative study of 

placebo-controlled trials of homoeopathy and allopathy. Lancet 2005; 366: 726 

2 Evidence Check 2: Homeopathy 2010. 2.8 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/45/45.pdf 

3 ビタミンＫの代わりにレメディーを与えられた生後２ヶ月の女児が昨年１０月に死亡し、これを
投与した助産婦を母親が提訴したことが本年７月に報道されました 」投与した助産婦を母親が提訴したことが本年７月に報道されました 」

シーが非科学的であることを知りつつ、多くの人が信じているために、直ちにこれを医療現場
から排除し、あるいは医療保険の適用を解除することが困難な状況にあります4。またホメオパ
シーを一旦排除した米国でも、自然回帰志向の中で再びこれを信じる人が増えているようです。
4 WHO

日本ではホメオパシーを信じる人はそれほど多くないのですが、今のうちに医療・歯科医療・獣
医療現場からこれを排除する努力が行われなければ「自然に近い安全で有効な治療」という
誤解が広がり、欧米と同様の深刻な事態に陥ることが懸念されます。そしてすべての関係者は
ホメオパシーのような非科学を排除して正しい科学を広める役割を果たさなくてはなりません。

最後にもう一度申しますが、ホメオパシーの治療効果は科学的に明確に否定されています。そ
れを「効果がある」と称して治療に使用することは厳に慎むべき行為です。このことを多くの方
にぜひご理解いただきたいと思います5。
平成２２年８月２４日 日本学術会議会長金澤一郎



ホメオパシーに関する金澤一郎日本学術会議会長

（平成２２年８月２４日 ）の談話の問題点（１）

談話：
科学の無視
100倍希釈を30回繰り返すと106の希釈となり、元の物質は含まれない

見解（阿岸鉄三）：
すべての希釈液に含まれないは、科学的に誤り
単数、あるいは複数の希釈液のなかに含まれている可能性を否定できない
当代の科学技術では、検出できない可能性がある

元の物質が含まれている
可能性は否定できない

含まれていない



ホメオパシーに関する金澤一郎日本学術会議会長

（平成２２年８月２４日 ）の談話の問題点（２）

談話：科学の無視 科学的な根拠がなく、荒唐無稽
見解（阿岸鉄三）：

仮に、元の物質が含まれていないとして、溶媒に、元の物質と一緒だったなんらか
の情報が記憶・瑕疵として残る可能性はないか？
現代の科学技術では、検知できないような。。。

例えば、重水素が発見される前は、水はH2Oだけだった。
Wikipedia：重水素重水素重水素重水素（じゅうすいそ、deuterium（デューテリウム））は水素の安定同位Wikipedia：重水素重水素重水素重水素（じゅうすいそ、deuterium（デューテリウム））は水素の安定同位

体の1つ。元素記号は2Hで表し、略号としてDやdで表記されることも多い。例えば重
水の分子式はD2Oと表記される。三重水素との区別のために二重水素二重水素二重水素二重水素と呼ばれる事
もある。水素原子の原子核が陽子1つなのに対して、重水素原子核（重陽子）は陽子

1つと中性子1つから構成される。

見解（阿岸鉄三）：現代科学で理解できない、すなわち、現代科
学的には非科学的なところに、真理のある可能性を否定する
のは、科学的態度ではない。科学は進歩する。“今日の非科学
的”は、“明日の科学的”かも知れない。真理は、科学の進歩と
別のところに存在する。



ホメオパシーに関する金澤一郎日本学術会議会長

（平成２２年８月２４日 ）の談話の問題点（３）

談話：科学の無視 科学的な根拠がなく、荒唐無稽

見解（阿岸鉄三）：

今日、医学・医療を科学だけで理解するのは適切でない。医学・医療を科学
だけで理解する考えは、すでに破綻している。

例えば、例えば、

１．医学・医療に密接に関係する生命（いのち）は、科学の対象ではなく、宗
教・哲学などの問題である。

２．WHO特別委員会は、1998年に、憲章の健康定義に、”身体的・精神的・

spiritual・社会的“の文言を加えるべきと提言。時代の思潮に沿うものと評価

されている。Spiritualityは、今日、科学的であり得ない。

３．日本国厚生労働省は、EBMといいながら、人道的見地からOrphan drug

を保険医療で認めている。



ホメオパシーに関する金澤一郎日本学術会議会長

（平成２２年８月２４日 ）の談話の問題点（４）

見解（阿岸鉄三）：
科学至上主義は、過去の遺物となった現実に

科学者は氣づくべきである。

例えば、
１．BSE(bovine sponge encephalopathy狂牛病）牛肉輸入再開で１．BSE(bovine sponge encephalopathy狂牛病）牛肉輸入再開で
は、科学的より政治的判断
２．科学と宗教の統合
３．量的研究と質的研究の統合
４．統合医療-科学的医療と非科学的医療の統合-

統合知Integrative Intelligenceの創生



ホメオパシーに関する金澤一郎日本学術会議会長

（平成２２年８月２４日 ）の談話の問題点（５）

見解（阿岸鉄三）：
ホメオパシーの本質に関する問題と

運用・利用における問題との混同

助産師のことは、運用・利用の問題
通常医療では、運用・利用（ex.処方・手術）に誤りがあっても、

それ自体は否定される訳ではない


