


（０２０－０２５）

経口的体液希釈血液透析濾過
装着型人工腎臓（1978年）



（020－026）

経口的体液希釈
血液透析濾過

携行型人工腎臓

（1978年）



（020－022）

DFPPの原理（1978年）

血液濾過膜

血液分画膜



（020－023）

DFPP自動制御機器
（1978年）



（０２０－０２１）

LDL吸着機器

（1994年）



ASO患者のLDLaphereisis前 2回のLDLapheresis後
019－003



016－042 Qi & Qigong

Ref:
animal magnetism (Mesmer FA,1734～1815)
therapeutic touch (Krieger,USA)
human energy field (Brennan B,NASA,USA)

What is qi ?

How to emit qi ?
How is qi transmitted ?
How to evaluate qi transmission ?  

(external qigong)

Hovering（shading) hands on head



近代科学は、定量を求める。
現代では、医療の量と質が
要求されるが、科学的だけ
では評価できない。



013-031 WHOによる「健康余命」

健康余命ＤＡＬＥ＝disability adjusted life expectancy
質と量との組み合わせ

QOLとして表される健康の質
生存年で表される量

WHO2000年6月4日発表
日本：74.5歳で世界一

(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)



適正透析医療の量と質 ０１１－０１２

適正透析医療＝透析医療全体による臨床効果

（＝生命維持効果・QOL etc）

∝《CAM｛∫
ｍ＝小分子

ｍ＝大分子
[∫t=0

t=終了
CL・d（透析時間）]

/T・d（分子量）｝/M》 ----------- (3)

CAM：complementary & Alternative Medicine
CL:透析時間にわたる小～大分子までに対するクリアランス

T:透析時間 M:最大除去標的物質分子量



医療（量と質）は、患者のQOLで評価 009003

現代では、医療（量と質）の評価に、QOLを重視。

QOLの評価基準：

基本的に思考・行動の自由度の高いこと。

個人の主観・感性の尊重。

結果的に、科学的であることを無視。

（客観性・普遍性・再現性・論理の一貫性の欠如）

多様・多彩で信頼性低い。



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）

自由度の高いこと

方向性はない

限度がない



外気功なんて非科学的、
だけど人間に作用をおよ
ぼす事実。



011-020



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

(1)

(2)

(3)

(4)



012-022



012-023



科学的とは、数字で表すこと



近代科学は数学の娘（ベルグソン）
001-003

近代科学は数学の娘である。。。数学は、世界のすべて

の出来事を数量的に計算する手段になる。近代科学の成
功は、これによって達成された。

しかし、数量化できない性質をもった人間の体験を無視し、
排除することによって達成されたものである。。。

言いかえれば、われわれが何かの経験をするときに心身
の領域で起こっている内面的経験を切り捨て、無視するこ
とによって初めて近代科学の成功が可能になった。。。

(湯浅泰雄：時空統合と心身統合の関係、意識が拓く時空の科学、猪俣修二ら編、pXXX,徳間書店、東京、2000年)



011-043 科学に特徴的な方法論

＃実験や観察をすること

ｃｆ：ある種の経験 ｃｆ：ときに条件付け・揃え

＃抽象的な理論を作ること

ｃｆ：直観・感性にしたがう帰納、あるいは演繹

＃数学を使って法則を表すこと

ｃｆ：数学を使ったから科学的というわけではない

（伊勢田哲治：疑似科学と科学の哲学、p23、名古屋大学出版会、名古屋、2003年）



科学的であることの実態



０１７－０２５



020－010



(020－01１)



(０２０－０１２)



012-036



創造科学 011ー039

創造科学：

創造論（キリスト教の聖書に書いてある天地創造

の物語りが基本的に正しいという立場）の主張を

科学的にサポートする考え方。

聖書の物語の地質学的・生物学的部分を取り出し、

「科学的な」証拠を提示しようとする。。。

（伊勢田哲治：疑似科学と科学の哲学、p12、名古屋大学出版会、名古屋、2003年）



(019－009)



朝日新聞 2005年12月14日(水） 朝刊 12版5ページ(019－010)



近代科学的社会における

医療の重層性



医療の重層性 009007

医療先進社会・国家における医療の重層性
1.狭義の正統的医療＝厳密な意味の“医療”
国家により制度的に規定・制限・認可

近代科学に由来する現代医学の方法論に従う治療行為

日本では、健康保険適用、表面的には限られた適用

2.補完・代替・伝統医療＝厳密には、“非医療”“医療（業）類似行為”

ときに、現代医療の方法論と相容れない原理・理念

自費支払い

社会の科学的文明度が高い社会ほど人気



林泰史：手技療法。日本医師会雑誌 132(9)：1115－1117，2004

016－001



（蒲原聖可：代替医療－効果と利用法－、p21、中公新書1653、中央公論新社、2002）

016－028



代替医療の中には，広く用いられている科学的

検証法がそのままでは適用できないものも少なくな
い。そのため，代替医療に関する臨床試験では，

まず検証法自体が適切であるかどうか，他により

よい検証方法を考案すべきではないのか，常に

考慮する必要。。。

（蒲原聖可：代替医療－効果と利用法－、p165、中公新書1653、中央公論新社、2002）

016ｰ031 代替医療におけるエビデンス



医療に宗教だって入り込む



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)



015-046



016－007

癒しは、

医療の原点

祈りは、

宗教の原点

医宗同根

医宗合一



013-020    癒しの心は根源的宗教心

癒しを求めるのは、

ヒトのDNAに記録された森の自然生活への回帰希求
自然生活は、アニマ・八百万の神の存在する環境

⇒精霊・多神教信仰

神は癒し給う（パレ） 自然治癒（力）

ヒトは、時代・地域を越えて神に祈る

cf:四国・熊野行脚、top CAM in 2002 USA

願わくば（神に？）

原初的神信仰による安らかな生活を送ることの出来る

世界平和実現へ。現実的には,（低？）次元の宗教・
文明の衝突で絶えない戦争・民族紛争



016－004 円環的世界観と直線的世界観

円環的世界観：

成長の早い，高温で多湿な森林の中で輪廻の思想の誕生。

倒れた動物のしかばねの上に，よりたくましい樹木の生ずるのを見て，

一つの生物から他の生物に生まれ変わる輪廻転生の概念の展開。

世界は，初めも終わりもなく，永遠に流転を繰り返す。

直線的世界観：

天地創造の世界では，世界は決して永遠ではない。草も木もなく，

倒れた動物の死体もただ白い骨を残すだけの砂漠。

世界は天地創造に始まり，終末へ向かって一直線に進行する。

（鈴木秀夫：森林の思考・砂漠の思考。NHKブックス312、p84、
日本放送出版協会、東京、1997）



015ｰ023 日本の西欧化
われわれ日本人も永らく，明治維新以来，近代文明はバラ色であり，
これはデカルト以来の近代的合理主義に支えられており，近代的な

科学技術の文明こそ，幸福をもたらすものであり，社会主義・共産主義
を目指すマルクス主義もまた，広くこのような潮流に乗るもの。。。こ
のような近代化は西欧化以外にはないと信じてきた。ある意味では，

日本こそ，そのような非西欧世界の中にあっての西洋化の優等生。。。
しかし皮肉なことに，わが国で，その西欧化，特に科学技術の急進
展によるさまざまな混乱，社会や自然との間に引き起こすきしみ，が
本尊の西欧より先に生ずることとなった。水俣病・イタイイタイ病・光
化学

スモッグ・農村の過疎・都会の過密・交通事故の急増・四日市公害，
その他その他。多くの人々がこの世の事態を憂いながらも，なお何ら
具体的な対策を講じえない，また対策を講じても目立った成果を上
げない。。
ｃｆ：宗教・文化の重層性（消化しきれない・受け容れられない）
（White  L: Machina ex deo,1968

（青木靖三訳：機械と神；訳者あとがき、みすず書房、p183、東京、1999年）



011-050  現代日本医療の霊性・宗教性の重層性

現代日本の医療と霊性・宗教性

表層（後天的・獲得的・教養的・建前論的）：
医療・教育において霊性・宗教性は禁句！オカルトには腰が引ける（どうする？）。
儒教道徳・精神の追放（paternalism追放）。
情報開示・informed consent・病名告知。移植医療。国境なき医師団・在宅看護

深層（先天的・生来的・遺伝的・民俗的）：
霊性・宗教性を認める。死体に霊魂。葬式・盆・暮れ・祭り（日本式儒教化仏教）
マスコミ的オカルト・占い・祟り・遺恨・怨恨。
儒教的精神（家族内のことは外へ言いたくない。家の恥。外聞が悪い）
病名は本人には言わないで！キリスト教的service/donation精神は未熟・ない？
移植臓器は肉親へ提供。移植のための脳死（日本的捩れ・歪み）。
医療における感性の原初的共鳴（vibrational medicine）・癒しの医療
神仏に祈願/加護・シャーマニズム
cf:most popular CAM in USA prayer

根源的深層精神構造は、霊・霊性を認め、真にグローバル的共通！！



011-051   外来宗教文化に過剰反応、だが消化不良

外来宗教・文化に過剰反応し、宗教論議・宗教闘争の成果なしに、
政治的に宗教改革するのは日本文化の特徴

大和朝廷時代の仏教伝来に八百万多神教（山岳神道）の弱体化
→神道・仏教の習合、慈悲の心 ｃｆ：薬師・薬師寺・施療院（寺）、神仏に祈願
江戸時代に儒教流布、封建制度の維持に好都合
→神道・仏教・儒教の習合・日本的仏教 ｃｆ：赤ひげ医道・paternalism
江戸末期からの西欧キリスト教文化伝来に廃仏毀釈
明治政府の近代帝国化・国家神道の擁立
天皇（＝現人神）と天照大神ら（＝現人神のご先祖）に対する信仰 cf：儒教精神
教育勅語（＝現人神への信仰をもとに儒教道徳に近代道徳を加えたものの羅列）
ｃｆ：日本赤十字社・恩賜財団済生会・掖済会

第二次大戦の敗戦によって国家神道も否定（＝現人神が人間宣言）
GHQは、国家神道は否定しても宗教（とくにキリスト教）は否定しなかった！？
共産党の伸張は宗教そのものを否定？
→過剰反応として医療・教育における霊性・宗教性は禁句！！宗教的習俗衰退
儒教道徳の追放→社会規範・公徳・公序良俗の喪失
祭りは宗教性のないエンターテインメント・イベントとして復活
霊性・宗教性を認めるキリスト教文化・精神消化しきれない



次代に求められる

医療は。。。



20世紀は、科学技術（偏重）の時代
⇨一部人類の健康・平均寿命の延長

⇨地球生態系を攪乱・生活環境の劣悪化

⇨資源/富の偏在・異なる文明民族の飢餓/貧困化
⇨20年後に化石燃料burn-out・ITをインフラとする産業革命の収束

人類に真の幸福をもたらしたか疑問 否定的

21世紀型医療のモデル
社会問題をも視野にいれた医療の世紀

統合医療（Integrative Medicine）へ向かう
近代科学に基づく医学・医療

代替・補完・伝統・民間医療（医療類似行為）などをも含む視野

求められるべき21世紀型医療 002026



医学の学問性における特異性 009006

医学の特異性：複合的学問 ・統合的特性

科学的側面；

身体を物質的存在に還元、身体部位別・治療手段別に分化・専門化

哲学的側面；

精神的存在に還元、人間を全体として扱う全人医療的 倫理的

宗教的側面；

医療奇跡（シャーマニズム・道教・ルルドの泉）プラシーボ 霊（性）的

「医者は牧師のこころを持つべき」（内村鑑三）

芸術的側面；

「サイエンスに支えられたアート」（Albert Schweitzer）
「個性の交流が作り上げるアート」（日野原重明）



医療先進社会・国家における重層化した医療

1. 狭義の正統的医療
＝厳密な意味の“医療” ：
科学的！！ 哲学的？？ 宗教的？？ 芸術的？？

2.補完・代替・伝統医療など
＝厳密には、“非医療”“医療（業）類似行為”
科学的？？ 哲学的！！ 宗教的！！ 芸術的！！

両者を併せて、複合的・統合的特性
＝科学的・哲学的・宗教的・芸術的

広義の医療、最近では、統合医療

009－008 医学・医療の統合は、現代の必然のトレンド



諸学は統合へ 009009

周辺関連科学の進歩

⇩ 触発

現代医学 人間 人間×

⇩ 分析的に解析・解明 ⇧ 集合

臓器・器官・組織・分子・遺伝子

⇩ 生命の不在・理解不能

人間を科学的・哲学的・宗教的・芸術的 etc
統合的に視て理解可能

「全体は部分の集合にまさる」（パスカル）

「自然のシステムはすべて全体。。。互いに依存し合う。。。

全体の性質は単なる部分の総和とは異なる」（カプラ）



医療の統合へのincentive



016－014 医療の統合へのincentive/driving force
原初的医療（多要素的）

宗教的

芸術的

哲学的

技術的など

近代科学に依拠する医学・医療

科学的理念・学理でback-up

科学（数
学）的に
のみ理解
される

本源的医療

統合医療

cf.科学的理解は、時代により
異なる。医療奇跡は、通常医療に

ルネッサンス 20世紀末



科学が、

絶対的価値を失った現代



神里達博：朝日新聞（夕刊）2004年1月28日、2版、12頁 010-004



科学的判断の脆弱性
013-040
（朝日新聞２００４年１０月日１４版３頁）

現代では、科学的判断は、絶対的で
はない。政治的決断に負ける。



EBM (evidence-based 
medicine)が科学的というのは、
詭弁・誤解



医療をEBMで評価 009004

Evidence-based Medicine(EBM)

(科学的)証拠に依る医学・医療の実体
reality
3 要件：1)医学的知識・臨牀技能 Clinical Expertise

2)臨床研究の証拠 Evidence

3)患者の価値観 Patient Preference

（大生定義：medicina 35:2102,1998）

科学的といいながら、

科学性（客観性・普遍性・再現性・論理の一貫性）を無視



EBM(Evidence-Based Medicine)の概念における矛盾011-023

１．経験主義empiricismを排し、科学的証拠（＝臨床研究の
evidence）に基づいた医療を行う。

しかし、経験を排除できない。

cf. 科学←帰納←相同性・相異性の検出←事象の経験を蓄積
cf. 実験←帰納← （条件付けによって相同性・相異性を顕著に）←経験の蓄積
cf. empiricism：（自然科学などの）経験主義 in 新英和辞典第六版、研究社、2002年

２．患者の価値観の重視

→具体的には、QOLの保持
しかし、患者の価値観・QOLは、極めて主観的で、

科学的評価に耐えない。



010-026



QOL・EBM重視の視座は、統合医療の理念から 009005

20世紀後半の医療は、科学技術偏重と非難された。

患者に

肉体的・精神的 ・社会的・倫理的・霊的存在として対応

＝QOL・EBMを重視する視座

統合医療では、

医療技術として補完・代替・伝統医療などを採用

QOL・EBMを視野に受け容れた時点で

統合医療はすでに始まっていた

（1970年代？）


