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気功による

奇跡的回復！！

012-020



透析歴27年・65才・女性。閉塞性動脈硬化症・全身アミロイドーシス合併。
外気功・指圧の後、肩関節の痛み・運動制限改善 007003

(3)(1)

(2)
(4)



012-019

4.3℃ up



外気功の容積趾先脈波に

及ぼす影響



012-025



012-026



気功は、世界中で古くから

気功

手かざし・光の手・浄霊

サイキック・ヒーリング

スピリチュアル・ヒーリングスピリチュアル・ヒーリング

動物磁気

セラピューティック・タッチ

ref : heal (healing治癒・癒し)とhealth（健康）



(038-005-II)保険医療に収載されている気功
心身医学療法に診療報酬：生体エネルギー療法

I 004 心身医学療法（１回につき）
１.入院中の患者 ７０点

２.入院中の患者以外
イ 初診時 １１０点

ロ 再診時 ８０点

（心身医学療法について）

（１）この心身医学療法には、自律訓練法、カウンセリン（１）この心身医学療法には、自律訓練法、カウンセリン
グ、行動療法、催眠療法、バイオフィードバック療法、
交流分析、ゲシュタルト療法、生体エネルギー療法、
森田療法、絶食療法、一般心理学療法及び簡便型精
神分析療法が含まれる（平成１４．３．８保医発０３０８
００１）

第10部 手術 K 551 開心心臓マッサージ
心臓マッサージってなんですか？心臓マッサージってなんですか？心臓マッサージってなんですか？心臓マッサージってなんですか？
鍼灸・マッサージ鍼灸・マッサージ鍼灸・マッサージ鍼灸・マッサージ
科学的医療？科学的医療？科学的医療？科学的医療？ 補完代替医療？補完代替医療？補完代替医療？補完代替医療？

（医科点数表の解釈：p341,社会保険研究所、平成20年、４月版）



Some Equivalent Terms for Biofield
（米国NIHの資料から）



015－056

祈りや気功は、spiritualな要素を持つ



011-030

CAMとして人気のある祈り



癒しは、

医療の原点

祈りは、

宗教の原点

医宗同根医宗同根

医宗合一



ひとは、なぜ祈るのか

朝日新聞2011年8月12日1版14頁



祈ることが、

なにか身体的・物理的な

効果を現わすなら

psychokinesis（念力）の世界。。。
スプーン曲げと同じ。。。スプーン曲げと同じ。。。

なぜ、祈りが許されるのに、

スプーン曲げは受け容れられないのか



彦根市立病院緩和ケア科におけるヒーリング・タッチ
（有元有美子：スピリチュアル市場の研究、p94、東洋経済、東京、2011）



癒し・スピリチュアルの主観的効果の比較
（有元有美子：スピリチュアル市場の研究、p180、東洋経済、東京、2011）



サイキックヒーリング

- 手かざしの進歩の歴史 - 006002

古代エジプト：B.C.1552ころの「エベルス・パピルス」に記載あり。

ギリシャ：B.C.400。病人の治療に手かざし療法。

ex) 失明の回復・不妊女性の懐妊。

聖書：医学的応用や霊的な応用についての記載あり。

キリストの奇跡的な癒しは手かざしによる。

「私が行っていることは，あなた方にもできることだ。

あなた方ならもっと上手にできるだろう」（キリスト）。

初期キリスト教聖職者：手かざし療法は、説教・秘蹟と同じ仕事。

ヨーロッパ：王様たちの癒しのわざは「ロイヤル・タッチ」。

ex)瘰癧（るいれき）の癒し

イギリス王ウィリアム4世（1765〜）時代に廃止。
（Gerber R:Vibrational Medicine,1988 

（真鍋太史郎訳：バイブレーショナル・メディスン、p352、日本教文社、2000年。)）



(028-018) Trance and Trauma.  Functional Nervous Disorders and the Subconscious 
Mind . Wikipedia. Figure 23. In Mesmer’s (1779) view, cure was effected through 
“magnetic passes” of the physician’s hands.

メスマーの動物磁気





サイキックヒーリングのメカニズム
- 磁気のようなエネルギー - 006003

生体磁気説（ホッヘンハイム1493年〜）：人間と宇宙との照応関係に基づく医学体系。

生命力は個人の体内に閉じ込められているものではなく，光輝く天体のように体の内

外に放射しており，遠く離れた場所にも作用する。

フラッド：光と生命の源としての健康における太陽の役割を強調。太陽は地上に存在

するあらゆる生き物に必要な「生命の光線」を供給してくれる。

メスメル（1778年）：患者が治癒したのは宇宙に充満する「流体」というエネルギーを

利用したせい。「流体」は、人間と他の生命体・生物同士・地球や天体と結び付ける媒

体であると主張。「流体」＝「動物磁気」と命名。

そのエネルギーの最も強い放出点は手のひら。

フランス国王（1784年）メスメルの治癒実験を調査委員会に諮問。

治療効果は否定せず，「流体は存在しない」と結論。

医学アカデミー（1831年）動物磁気の再検討。メスメルの視点を1部公認。

（Gerber R:Vibrational Medicine,1988 

（真鍋太史郎訳：バイブレーショナル・メディスン、p352、日本教文社、2000年。)）



ヒーラーと磁場とのエネルギー的類似性 006004

バーナード・グランド（1960年代）：マウス甲状腺腫誘発食実験で、ヒーラーの治療を
受けたマウスの甲状腺サイズの増大速度が極めて低い。ヒーラー治療を受けたマウ
スの傷の治癒速度が速い。ヒーラーが処理した種子は無処理群に比べて収量・植物
のサイズでも勝っている。「緑の親指（グリーンサム）」（園芸に秀でた才能）の持ち主
の処理した水で植物の成長速度が速い。よくうつ状態にある人が処理した水による
植物の成長速度は低下。

ヒーラーが処理した水の物理的性質：水素結合角度の変化→溶液中の水分子の配
列様式変化→水分子間水素結合の変化→表面張力の低下（毛細管現象の減弱）列様式変化→水分子間水素結合の変化→表面張力の低下（毛細管現象の減弱）

ロバート・ミラー：ヒーラーの処理した水の表面張力が著しく低下。磁場にさらされた
水も表面張力が低下。ヒーラーの処理した水に浸した種子の発芽率36％（無処理
8％）。磁気処理水に浸した種子の発芽率68％（対象群の8倍）。

ジャスタ・スミス：ヒーラーが試験管をにぎっている時間が長いほど、酵素（トリプシ
ン）反応速度が速い。NAD(ニコチンアミド・アデニン ・ジヌクレオチッド)では酵素活性低下⇨細胞・生物
体を健康に導く方向へ。磁場では一律に反応促進。

（Gerber R:Vibrational Medicine,1988 

（真鍋太史郎訳：バイブレーショナル・メディスン、p357、日本教文社、2000年。)）



(038-006-II)                              PSI の研究
論文「Extra-Sensory Perception,ESP（超感覚的知覚）」
ジョゼフ・バンクス・ライン（デューク大学・心理学）,1934年
超心理学（Parapsychology）と呼ばれるようになって、「心霊研究」をアカデ
ミズムから駆逐、ESPがテレパシー・透視に代わって学術用語。
念力（psychokinesis, PK, サイコロの目が出るのを念じる）

ロバート・H・ソーレス（英国の心理学者）ロバート・H・ソーレス（英国の心理学者）
「PSI＝サイ」の提唱

ESP（extrasensory perception）=予知と透視と
PK(psychokinesis)=念力を一緒にして

ref : ESPは、五感（five senses）を超えるsixth sense

（三浦清宏：近代スピリチュアリズムの歴史。P229、講談社、東京、2008年）



（019－046） 超常体験の処理

ref :科学的報告は、
統計的に観察できる普通に起きることの提示

奇跡・超常現象は、きわめて稀にしか起きない

→統計的分析はできない→非科学的

神憑り，神人合一，神示，霊視，霊告，憑霊など 超神憑り，神人合一，神示，霊視，霊告，憑霊など 超
常体験の処理が困難な最大の理由は，超常現象の
解明が現在の自然科学の能力を超えているから。。。

宗教学は，この方法によるなら，主導権は握れな
い。。。生理学，物理学，医学など（cf：科学的領域）
の人々との共同研究はありうる。。。

（井上順孝：超常体験と宗教研究。現代宗教学１宗教体験への接近（脇本平也ら編），

p21,東京大学出版会，東京，1992）



経絡系は、エネルギー交換の接点 005032

経絡系は、物質的身体とそれを包むエネルギー場との

エネルギー交換の接点

経穴で測定される電位は、全身の経絡系を流れる

微細な体内循環を反映。。。

こうした内的循環は，生命を賦活し組織化する微細な磁気こうした内的循環は，生命を賦活し組織化する微細な磁気

エネルギーを臓器に送る特別な経絡回路を流れている。

経穴は，一連のエネルギー変換を経て神経系と相互作用して

いるが，最終的には高次エネルギー的現象が細胞の

電気的生理状態にも影響与えことになる。。。

（Gerber R:Vibrational Medicine,1988 

（真鍋太史郎訳：バイブレーショナル・メディスン、p232、日本教文社、2000年。)）



012-011



012-036



012-033



012-034



医工学治療的視座からみた気 004019

human energy field
人間のエネルギーの場

therapeutic touch
外気功

emission/irradiation of qi
気の放出/照射

evaluation of qi irradiation
気の照射の評価



(026－018) ラポール（rapport）

Freudの源流となったMessmerの動物磁気説の中での概念。

精神科の医者の間では日常語として使っている言葉。。。言

葉を使わないで患者と治療者の間で気持ちが通じ合うような
現象。Messmerの磁気・治療を受けにきた個人の磁気が，
宇宙の磁気と感応しあって動物磁気の治療が成立すると考
え，人から人への感応をラポールと呼んだ。。。え，人から人への感応をラポールと呼んだ。。。

ラポールは1つの感覚で，個人の感覚というより共通感覚に
直接つながる二人で共有する感覚。。。

ref:気が合う仲間・気が通う・以心伝心・阿吽 ref:placebo効果
ref:政治家・役者・歌手の存在感、カリスマ性
ref:vibrational medicine・波長が合う・振動が共鳴

（木村敏：生命の文化論、芦津丈夫ら編、 p160、人文書院、京都,2003）



テレパシー 006001

テレパシーは、微細エネルギーレベルにおける個人間

コミュニケーションの一形態である。

テレパシーの効果は、送信者と受信者の間における一種の

エネルギー場の共鳴現象に類似したものである。

その思考は単語の集合によってではなく、内容の大意として伝えられ
る。テレパシー受信者の脳は，受信した思考パターンを受信者と送信
者に共通する心的語彙のシンボル・映像・言語・フィーリングなどの表
現法にしたがって翻訳していく。

テレパシー現象は、送信者と受診者の精神エネルギー場の間に

発生するエネルギー共鳴現象の反映である。

（Gerber R:Vibrational Medicine, 1988

（真鍋太史郎訳：バイブレーショナル・メディスン、p328、日本教文社、2000年。)）



013-049 癒しは医療の原点

癒し：

本来、自発的・自動的

科学を超えた生命現象で造物主の行為

造物主を思考する心的態度は宗教的（性）

気功を含む代替・相補・伝統医療：気功を含む代替・相補・伝統医療：

癒し能力を活性化

癒しを促進する具体的・実際的技術（わざ）を提供

癒しは、医療の原点

ref : heal (healing治癒・癒し)とhealth（健康）



気功の際におこる変化の

医工学的観察



脳波の同調 011-035

011-035 (町好雄：気は脳の科学、東京電機大学出版局、東京、1996年)



（019－059） QOLの脳画像的評価

QOLは，症状と一緒に患者の心理状況を加味した

概念である。。。かなり主観的で。。。客観的に評価する

ことは困難。。。しかし，脳機能画像化法を用いることで，

QOLの脳画像的評価の可能性がある。

（伊藤正敏：医工学的手法による代替医療の評価。統合医療2（2）：21－26，2005）



（019－060） 感情の脳内表現
感情には，悲しみ・喜び・怒り・ひがみ・不安・苛立ち・陶酔など様々な

要素がある。なぜこのような内的感覚を持つのか。。。

反射を主体とする単純行動は，生存に必ずしも有利とはいえない。

反射行動を遅らせたり，ときに止めさせる機構が必要。。。得られた

情報を解釈し，自己の生存に適した信号。。。反射脳が得た情報の

性状や，反射能の反応を修飾する脳内機構として上位の機構が性状や，反射能の反応を修飾する脳内機構として上位の機構が

発達。。。これが感情。感情は，情報を取捨選択し記憶する色分け

として機能している。

反射脳を制御するのであるから，感情の座は，反射脳を取り巻く領域
、すなわち大脳辺縁系。。。大脳辺縁系の活動電位を脳PET画像（
ドーパミンD2受容体を画像的計測）で、あるいはMRIによるマッピン
グで表現。。。

（伊藤正敏：医工学的手法による代替医療の評価。統合医療2（2）：21－26，2005）



（019－061）（伊藤正敏ほか：医工学的手法による代替医療の評価。統合医療2（2）：21－25，2005）

仮説：気功・性的興奮・法悦は
快楽中枢を活性化する。



スピリチュアル・ニューエイジ・精神世界の分類イメージ
（有元有美子：スピリチュアル市場の研究、p44、東洋経済、東京、2011）



015ｰ020         伝統医療にきびしく

日本では，「伝統医療」を医療サービスに導入する際，

伝統的な医学的価値にはそれほど重きを置かず，政策的

ステイタスの優位な「西洋近代医学」に基づく有効性や安全
性の点から評価しがちである。この傾向は1990年代からの
世界的なEBMの流れが日本にも紹介されて拍車がかかって世界的なEBMの流れが日本にも紹介されて拍車がかかって
いる。一方，医療技術評価の観点からは，近代医療の種々
の介入も高々20％がその有効性のエビデンスを持っている
にすぎない。すなわち、西洋科学のパラダイムにある

われわれは，ダブルスタンダードを用いて，ある面，

より「きびしく」伝統医療をみている。

（津谷喜一郎ら：伝統医療と補完・代替医療の合理的使用。

医療従事者のための補完・代替医療，今西二郎編，p30，金芳堂，京都，2003年）



米国のNIHにおけるCAM予算の推移
（有元有美子：スピリチュアル市場の研究、p218、東洋経済、東京、2011）



NCCAMにおける気・エネルギー研究助成
（有元有美子：スピリチュアル市場の研究、p118、東洋経済、東京、2011）



(027－004) 気・外気功の科学的禊

気の発出である外気功は、人間・植物・動物・

非生命体に本源的に備わった能力。

補完・代替医療における現代科学的に理解でき

ない多くのものを先行的了解事項として組み込む。

ref : 引力（大きさ・重さのように物質に備わった性質）
ref : 脳の精神活動

（脳をいくら科学的に研究しても精神活動は説明できない）

ref : コンピュゥタ制御のロボットに
感性をもたせることが可能か？


