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祈りと医療

阿岸鉄三



(図１）米国で人気のあった補完代替医療ベスト10

祈り



（022－001）朝日新聞2006年4月1日14版7ページ



それでも、人は祈る。

では、祈りとはなにか？では、祈りとはなにか？



015－056

祈り・気功etc.spiritualな要素をもつ





1998年7月2日 1999年4月12日

右乳がんに対する気功の効果



怨霊の力はすばらしい 011-029

(梅原猛：朝日新聞2004年8月24日、12版31頁)

柳田國男：個人にして神になるには，

1．卓越した能力を持つ， 2．余執が残る形で死ぬ（怨霊）

ex）聖徳太子＝卓越した能力・子孫の惨殺と一家の断絶

柿本人麻呂＝歌の名人・流罪者/刑死者

菅原道真＝学問に卓越・えん罪で太宰府に流罪/死後怨霊

怨霊を志願した千利休

利休の美意識は侘びさびを重んじる。秀吉は室内全体に金箔

「利休めはとかく果報乃ものそかし

菅丞相（かんしょうじょう ＝菅原道真）になるとおもへハ」（死の前の狂歌）

豊臣氏は秀吉の死後17年にして滅びた

利休の子孫であると3千家は今もなお栄えている

怨霊の力は素晴らしい
恨み・辛み・妬み・嫉み。。。は、嬉しい・楽しい・褒める。。。より、

エネルギーが大きく、持続する（阿岸鉄三）



祈ることが、

なにか（他人の）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



（019－046）

超常体験に学問的にどう対応するか

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。。。

Ref:超常現象は、統計的分析ができない。非科学的

（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）



（028－002）祈りの科学的理解には限界がある

科学的な祈りの調査結果が示すのは、ただ効果が
あるという事実だけであって，どのように祈りが

はたらき，なぜ効くかということではない。

これは、科学がそれ以上先へ進めない境目という

ものが存在するということである。科学は，測れな

いものを測ることはできない。それは祈りの多くの

側面が，ほとんど手付かずのまま残されていると
いうこと。。。

（Dossey,Larry:Prayer is good medicine,1996

（大塚晃志郎訳：祈る心は、治る力。ｐ25、日本教文社、東京、2003年））



(032-038-II)

祈りのあり様は、宗教的コミュニティによって異なる。
日米「未亡人」の悲しみの差異

夫を交通事故で失い，突然「未亡人」の状態に突き落とされた

妻が，どのようにして喪の期間を過ごしたか。

1．日本の未亡人の方が，夫を失った悲しみの感情表現の仕方
が穏やか。2．悲しみの感情表現の仕方が異なるのは，死生観
の相違ということがあるためでないか。日本の未亡人たちは，
先に死んだ夫が永遠に消滅してしまったとは必ずしも考えてい先に死んだ夫が永遠に消滅してしまったとは必ずしも考えてい
ない。身近なところに存在しているように感じて。。。アメリカの
未亡人たちは，夫が永遠に遠くの世界に離れていってしまった
と感じて，喪失感がとても強い。3．日本においては家の中の仏
間・仏壇などの宗教空間が重要な役割。位牌を通した自己カ
ウンセリング，冥界との交流カウンセリング。

（山折哲雄：先祖隠しから先祖供養の時代へ；葬送のかたち（井上治代ら編）、p148、

佼成出版社、東京、2007）



(０２８－０７９) 祈りは、論理的考えを超えるなにか

現代医療は人間の身体の部位を因子の関係の網
の目としてデータ化し，疾病の原因を明らかにして
きた。それゆえ，人間の身体のあり方を論理的に
説明できる。しかし，人間は機械システムの流れで
は捉えることのできない意味的・文化的側面を持
つ。エンハンスメントなどの行為に拒絶反応を示し
たり，遺伝子改良を強く押しとどめようとする私たち
の感性は論理的考えを超えた何かであり，存在に
対する人間の深い理解から生まれるのではなかろ
うか。

（永見勇：公共的合意を求めて。スピリチュアリティといのちの未来、

島薗進ら監。P3８6,人文書院、京都、2007年）



論理性を超えたものを本当だと思う
（ステレオタイプ化する宗教的リアリティ（石井研士：バラエティ化する宗教）、p170、青弓社、東
京、2010））



(032－012) ほんとうのことは言語で捉えられない

そもそも，人間の生活の深層というのは，社会の表層に流

通している出来合いの概念や流行思想では捉えがたいも

のを含む。。。どこの社会，どこの文化にも「本当のことは

言語で捉えられないのだ」という感情があり。。。宗教の世

界では，宇宙や神や自己の真相は言語で捉えられないと界では，宇宙や神や自己の真相は言語で捉えられないと
いう「神秘主義」の思想があり。。。

ref : 言語以外のcommunication toolの存在

（中村圭志：信じない人のための宗教講義、，p155、みすず書房、東京，2007）



意識がひらかなければ、

祈りは理解されない。



(032-II-042)              サイキックオープニング

スピリチュアルな変容のプロセスにある人々は、感受性や直感能力
が高まり、その結果、自分がテレパシー・予言・体外離脱・空中浮揚
等の超常的能力を持っていると自覚する場合がある。こうした超常
的能力に固執することは、さまざまな霊的伝統や神秘学者たちによ
れば、意識の発達上自然ではあるが危険性のある段階だと述べら
れている。そうした能力を獲得したと自覚すると、自分の獲得した能
力におびえたり、その能力に過度に固執したりすることが少なくない。力におびえたり、その能力に過度に固執したりすることが少なくない。
グロフは、重大な問題として、「超常的に能力の獲得を、自分の優秀
さを示し、特別な召命を受けたものだと考えてしまうことである」と指
摘している。サイキックオープニングにおいて、最も危険なのは、こ
のような体験への固執である。
（向後善之：スピリチュアルな成長の挫折と自己肥大、そしてその危険性について。スピリチュアリティと
は何か（尾崎真奈美ら編）、p85,ナカニシヤ出版、京都、2007）

Ref : 仏教では、宗教的に目覚めないことを、

無智・無明という。



（027－058） スピリチュアリティは感覚

スピリチュアリティは、

超自然的な力や存在に

自己が影響を受けている感覚自己が影響を受けている感覚

（小池靖：ニューエイジとセラピー文化－文化論の視点から。宗教と社会6；133，2000）



（027－061）スピリチュアリティの感覚面は

変性意識状態の一部分
変性意識状態altered state of consciousness,ASCの定義：

「人為的，自発的とを問わず心理的・生理的・薬物的，あるいは
その他の手段・方法によって生起した状態であって，正常覚醒
状態にいるときに比較して，心理的機能や主観的経験におけ
る著しい異常性や変容を特徴とし，それを体験者自身が主観
的に，もしくは他の客観的な観察者によって認知可能な意識状的に，もしくは他の客観的な観察者によって認知可能な意識状
態。。。運動や知覚，記憶，思考，

言語などの異常や機能低下，現実吟味力の低減などを意味
している。。。筆舌に尽くしがたい体験。。。」（斎藤稔正：変性
意識状態に関する研究，松籟社，1981年）

筆舌に尽くしがたいのであれば学問的検討の対象にしようが
ない。

ref :筆舌に表せなくても学問的対象になる（心理学・精神医学）
(大宮司信ら：精神医学と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）、p166、人文書院、京都、2003年)



（027－062） 憑依現象

一見宗教的と思われるような精神性症状を，信仰

の発露とみるか，精神医学の対象としてみか。。。，
典型的な例は憑依現象。。。

憑依は宗教における重要な境地のひとつであるが，

同時に病的状態として精神医療の対象になること
がある。

(大宮司信ら：精神医学と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）、p168、人文書院、京都、2003年)



(019－012) 他人のために祈る？

利他的行為は、生物学的にはあり得ない筈

Ref  : 利己的な遺伝子（Richard Dawkins）

今日の一般則に従えば，

ある動物が利他的行動を

とっているのを目にしたときは，とっているのを目にしたときは，

それは他の個体によって操られて（mind control）いるか，

それとも狡猾な下心があるかのどちらかだと，

生物学者は仮定する。

（William George,1988.Huxley’s Evolution and Ethics in Sociological Perspective.  

Zygon,23:１ｐ383,）



（019－014） 協力は、特別な性質

多細胞生物を可能にした真核生物革命は，原核

生物の細胞とそこに侵入したバクテリアとの間に，
何らかの方法で強制的な休戦が巧みに実行され
たとき，始まった革命だった。彼らは，利己的な利
益を押し殺して，力を合わせる方法見つけたのだ。益を押し殺して，力を合わせる方法見つけたのだ。

一般的に，協力などの美徳は，極めて特殊で複雑
な研究開発状況においてのみ出現可能な，

滅多にない特別な性質である。「母なる自然は親
切だ」と，陽気に仮定するものである。

(Daniel Dennett : Darwin's Dangerous Idea

（山口泰司監訳：ダーウィンの危険な思想、p339、青土社、東京、2001年)



（０３２－０３１－II) 奉仕

奉仕は、別のスピリチュアルな実践。。。

奉仕は、「自分が他人からしてもらいたいように他人に行い

なさい」という黄金律、または「他人にして欲しくないことは

他人にしてはならない」という儒教の白銀律を拡大したも他人にしてはならない」という儒教の白銀律を拡大したも
ので、すべてのスピリチュアルな伝統の中心的な事柄。。。

(平林栄一ほか訳：臨床実践のためのスピリチュアルセラピー、p186、三輪書店、東京、2007．Len 

Sperry : Spirituality in Clinical Practice : Incorporating the Spiritual Dimension in Pschyotherapy and 

Counseling, Taylor & Francis, 2001)



共感(sympathy)は、

利己的？



声を揃えて吠えるオオカミ

声や雰囲気や姿勢なども含め、体のあり方が周りの体にどう
影響されるのかは、人間にまつわる謎の一つだが、それがあ
るから社会全体がまとまっていられる。それはまた、はなはだ
しく過小評価されている現象でもある。。。音楽は私たちを夢
中にさせ、気分に影響を与えるので、多くに人が同時に聴くと、

(035-II-053)

必然的にみんなの気分が一つになる。全聴衆が、気分が高
揚したり、憂鬱になったり、物思いに耽ったりする。。。

動物の場合も、同じような例は簡単に見つかる。。。声を揃えて
吠えるオオカミの群れや。。。明け方に一斉に声を出すので有
名なホエザル。。。

（Frans de Waal:The Age of Empathy、2009(柴田裕之訳：共感の時代へ、p93、紀伊国
屋書店、東京、2010））



他者の感情の影響

他者の感情が私たち自身の感情にどのように影響を与えるのかは、
完全にはわかっていない。身体先行説によると、まず体から始まっ
て感情がそれに続くという。他者のボディランゲージが私たちの体に
影響を与え、それが感情のこだま生み出し、それを私たちが感じ
る。。。

(035-II-054)

感情先行説では。。。私たちは、他者のボディランゲージを見たり、声
の調子を聞いたりすることで、相手の感情を推し量る。そして、それ
が私たち自身の感情の状態に影響を与える。じつは、私たちは相手
の顔を見なくても、相手と同じ表情を浮かべる。。。感情の伝染は、
他者と自分の感情を結ぶ直接の経路に頼っているのかもしれない。

Ref:気？
（Frans de Waal:The Age of Empathy、2009(柴田裕之訳：共感の時代へ、p119、紀伊国屋書
店、東京、2010））



医師は、慰めと安心を与える (036-II-029)

医師が患者に与えることのできるものの一部として、慰め
と安心がある。これは、軽々しく片付けてしまうべきもの
ではない。私のかかりつけの医師は、手をのせるという
文字どおりの信仰治療を行うわけではない。しかし、聴診
器の向こうの知的な顔から元気付けられる声が聞こえる
ことで、ちょっとした軽い病気がたちまち「治癒」した経験
が何度となくある。いわゆるプラシーボ効果については十が何度となくある。いわゆるプラシーボ効果については十
分に実証されており、大きな謎というわけでさえない。薬
理学的な活性をまったくもたない偽薬で健康がはっきりと
改善されるのである。

（Richard Dawkins:The God Delusion,2006

(垂水雄二訳：神は妄想である、p247、早川書房、東京、2007）



共感は、科学で取り上げられなかった (036-II-045)

最近になるまで、共感は科学で真剣に取り上げられなかっ

た。共感は占星術やテレパシーのような超常現象と同類

の不合理で馬鹿げた話題だと考えられていた。。。共感に

まつわることは、何から何まで曖昧でやたらに感傷的で、
冷徹な科学よりも女性誌に似合うと思われていた。冷徹な科学よりも女性誌に似合うと思われていた。

（Frans de Waal:The Age of Empathy、2009

(柴田裕之訳：共感の時代へ、p131、紀伊国屋書店、東京、2010））



意識・感情を

医工学的に評価できるか？



（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）





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)



弔いの起源？ 朝日新聞２０１０年４月２７日夕刊４版１０頁(032-II-071)



(022－003) 意識現象は先行的了解事項

近代科学は，「精神」という実体の存在は否認し，

精神を脳髄という構造体「もの」の機能に還元しようと。。。

物理的な存在としての身体について物理学的・生理学的な
研究をいくら積み上げ，いくら精密化しても，事の原理上，

その身体が「意識」を産出したり，随伴したりするということはその身体が「意識」を産出したり，随伴したりするということは
導けない。一定の身体現象が，意識現象を伴うということは，
身体の分析から出てくることではなく先行的な了解事項だ。
（廣松渉：身心問題、青土社）

Cf. 引力は、物体に備わった特性（Newton I）
「先行的な了解事項」は、科学的認識に一般的

（養老孟司：日本人の身体観の歴史、p87、法蔵館、京都,1996）


