


Cochrane Libraryでみる主な代替医療の割合
003017

• （渡邊聡子・今西二郎：EBMからみた代替医療、別冊・医学の歩み、p47,医歯薬出版KK、東京、2000）



MEDLINE文献中のCAM&CAM-EBM 003015

（渡邊聡子・今西二郎：EBMからみた代替医療、別冊・医学の歩み、p44,医歯薬出版KK、東京、2000）



016－029 日本における代替医療の利用状況
（蒲原聖可：代替医療－効果と利用法－、p32、中公新書1653、中央公論新社、2002）



（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



013-021    癒しの原体験は森で

例えば...

炎（リゾートの松明の炎・キャンプファイヤー・火祭り）

ヒトは炎が大好き。炎を見ると，ほのぼのとした安心感。

明るさ・温かさでは電気機器が勝るのに...

原体験：ヒトは40数万年間，森に棲んだ身体的に弱い動物。

猛獣から身を守るには火が効果的。火があると安心。

森を渡る風の音：森にいる感覚→音楽療法

川のせせらぎ：水の存在→音楽療法

花の香り：野山の感覚→アロマセラピー

他のヒトとの皮膚接触：群れにいることの確証・仲間感

→指圧・マッサージ・満足

sexual healing（本の題名）：

生殖目的には本来癒し感覚は不要？！あった方がよい？！

仲間感・存在を認め合う、だけど雌雄で求めるものが異なる



(023－001)



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）

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



011ｰ0 49 代替医療とは？

多様な代替医療のすべてに共通する性格を挙げるのは，無理。

（1）全体的視点の強調：病気は常に体全体の病気であり，体全体が
良くならないことには病気は治らない。

（2）精神的な側面の強調：心と体の結びつきを強調。精神の健康まで
考えに入れないと病気はよくならない。

（3）自然な治癒力の信頼：積極的に直すというよりは，心身が自然な
治癒力を発揮するのを助ける

（4）古代からの知恵の尊重：伝統医療や民間療法に基礎を置く
ものが多い

（伊勢田哲治：疑似科学と科学の哲学、p152、名古屋大学出版会、名古屋、２００３年）



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）



保険給付：療養費払い 医師の施術同意書必要

厚生省見解：医業類似行為

支給対象疾患：慢性であって、医師による適当な治療手段のないもの
であり、主として神経痛・リウマチなどであって類症疾患については、こ
れら疾患と同一範ちゅうと認められるものに限る。

類症疾患：頚腕症候群・五十肩・腰痛及び頸椎捻挫後遺症など
の病名であって、慢性的な疼痛を主症とする疾患

6割のはり師は保険を取り扱っていない理由：
医師の同意書が得られない（51.3%),単価が安い(26.0%)
来院患者(10,159名)中、6疾患患者(64.4%)、この内保険診療(21.8%)

（荻原隆二：社会保障制度におけるはり、きゅう等についての制度的検討、
はり治療の臨床的効果に関する調査研究報告：（財）長寿科学振興財団、2001年3月）

わが国におけるはり、きゅう、マッサージ
002-005



第一二条（医業類似行為の制限）

何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはな
らない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法
の定めるところによる。

第一条（免許）

医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは、指圧、はり又はきゅう
を業とする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免
許又はきゅう師免許を受けなければならない。

（荻原隆二：社会保障制度におけるはり、きゅう等についての制度的検討、

はり治療の臨床的効果に関する調査研究報告：（財）長寿科学振興財団、2001年3月）

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等
に関する法律（昭22・12・20  法217） 002-007



1.法が規定しているもの
あん摩、マッサージ指圧師、はり師、

きゅう師、柔道整復師が行うもの

2.法に基づかないもの
カイロプラクティック、整体等の名称で

行為をおこなうものなど

（荻原隆二：社会保障制度におけるはり、きゅう等についての制度的検討、
はり治療の臨床的効果に関する調査研究報告：（財）長寿科学振興財団、2001年3月）

医業類似行為 002-008



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

016－001



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)



011-030



（022－001）朝日新聞2006年4月1日14版7ページ



（022－002） 「祈り」の効果なし？
（朝日新聞2006年4月1日14版7頁）

最古の医療。。。「祈り」は，病気治癒に効果があるのか。

患者とは関係ないボランティア（約1,800人）が「手術が成功
して早く回復し，合併症が起きない」よう祈った。。。

手術の成功については，祈りの効果は見られなかった。

祈りが行われていることを知っていた患者の59％が30日以
内に合併症ｖｓ知らなかった患者は52％（マイナス効果）

ref:患者に関係ないボランティアは想定外
ref:CAMとしての「祈り」は、祈る人の心の問題、

祈られる人への効果は期待外？



EBM(Evidence-Based Medicine)の基本理念 011-022

経験主義empiricismを排し、
科学的証拠に基づいた医療を行う。



(009－016)



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。



012-052



010-024



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
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）



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：多様・多彩で信頼性低い。

：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。

：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）



015-010 真の医療の発展とEBM
＃現代日本において有効・有用な医療を行うには

厚生労働省が適用を決定する医療保険を

利用することが必須

＃適用の根拠としてEBMとして妥当性を持つことが
求められる

＃結果的にEBMであることが絶対的な権威をもつ
＃しかし、EBMに妥当することは、真の医療の
発展のための絶対的な条件ではない



015-011 EBMは、医療費節減の隠れ蓑

＃EBMは、唯一絶対正当性を持った医療ではない。
論理的な矛盾を含みこんでいる。

＃医療費の節減の目的から

“科学的という隠れ蓑”を着せ、

科学的であることだけに意義を認める多くの

医療スタッフを欺瞞する見せかけの医療と

理解すべきである。



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





鍼灸臨床の科学的検討 006007

Ａ．物理刺激による自律神経反射

刺鍼中に副交感神経系機能の亢進と交感神経β受容体系機能の抑制

交感神経α受容体系の機能高進，、二次的機能抑制を繰り返えす

触圧刺激；副交感神経系機能亢進

Ｂ．物理刺激を受容する場としての皮膚・皮下組織・筋

1．皮膚・皮下組織への刺激：副交感神経を遠心路とする反射。触圧刺激でも同様。

2．筋への刺激は交感神経β受容体を遠心路とする反射：圧刺激でも同様。

Ｃ．生体における自律神経反応のリズム

1．呼吸運動リズムと副交感神経機能：吸気時に心拍数増加，

呼気時に減少（副交感神経機能亢進）。古来からの多くの健康法は呼気を大切。

呼吸運動を介して副交感神経機能を部分的に随意に調整可能。

2．体位と交感神経機能：立位で交感神経機能亢進

（カテコールアミン濃度が臥位の2倍）

Ｄ.刺激による生体反応と生体機能との同期

1.副交感神経反応；呼気時、座位で副交感神経機能持続的に亢進

2.交感神経反応；臥位で同期

（西条一止：鍼灸治療の科学。鍼灸治療の科学、西条一止ら編、p32、医師薬出版、東京、2000）



鍼治療前後の肩こり筋硬結の変化
（西条一止：鍼灸治療の科学。鍼灸治療の科学、西条一止ら編、

医師薬出版、p131、東京、2000） 006014



有効性のevidenceが強いとされるCAM 003004

（山下仁・津嘉山洋：相補代替医療：バブル突入の予感（上）；Medical ASAHI, p53,2002,Feb）



EBMからみた鍼の効果 003006

（山下仁・津嘉山洋：相補代替医療：バブル突入の予感（下）、Medical ASAHI,p60,2002 Mar)



019-001 関節リュウマチに対する鍼灸治療の
多施設ランダム化比較試験に関する研究(1)

厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業）

平成12年度～14年度の総合研究報告書
主任研究者山本一彦（ 平成15年3月）

関節リュウマチに対する鍼灸治療の有効性・ 有用性・ 安全性の検討。

薬物療法群を対象。

評価項目：1．ACRコアセット（アメリカリュウマチ学会提唱の活動性指
標），2．RAのQOL評価法であるAIMS-2日本語版使用。

症例数：薬物療法群80例（女性78例，男性2例），鍼灸治療併用群90
例（女性85例，男性5例），合計170例で解析。



(019－008) 関節リュウマチに対する鍼灸治療の
多施設ランダム化比較試験に関する研究(2)
厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業）
平成12年度～14年度の総合研究報告書
主任研究者山本一彦（ 平成15年3月）

p=0.008

P=0.06

P=0.002

P=0.007



005042



心を科学 005001



（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

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）



（019－062） 代替医療の脳科学的研究－鍼治療－

鍼の刺入により脳の血流に局所的な変化が観察され

る。。。鍼が末梢神経を介して脳に刺激効果を生ずる。。。

また，鍼刺激によって，部分的には脳活動の抑制。。。

鍼をレーザーに代え全く痛みを感じない強さで刺激しても，

脳の多くの場所に賦活。。。閾値以下の神経刺激が脳に

伝達され効果を発揮。。。

（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）



（019－063）代替医療の脳科学的研究-プラシーボ効果-

パーキンソン病患者にプラシーボ薬を用い、実際に線条体における

内因性ドーパミン分泌を誘導できることをPETにより観察
(de la Fuente-Fernandez)

（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）



（019－064）経穴・経絡と脳 PET MRI（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）



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。

全人的医療・統合医療の基本理念：

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（欧米では1970年代初め）で

統合医療はすでに始まっていた



医学の統合は、現代の必然的トレンド 009008

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



(019-066) 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

近代科学的
医学・医療

基本的理念への回帰



０１２－０２１

現代科学的医学では、
説明できない気功の効
果



医工学治療的視座からみた気 004019

気功で起こる変化は、
事実

生理学的説明は？



012-036



(019－018) 科学の特徴

科学という学問は，哲学のように正しい答えを求める学問で
はない。仮説を立ててそれを実証していいことの繰り返しで
あり，誤りの積み重ねが答えとつながっていく学問。。。自分
が持っている方法論を用いて解いていく学問。。。科学は。。。
真理ではなくて具体的対象と方法論が存在し，当面解ける

ものを解いていきます。そしてそれが必ず次の問題を提起

するので，また次の段階へ進むというのが科学の特徴。。。

（中村桂子：生命の文化論（芦津丈夫ら編）、p51、人文書院，京都，２００３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）



012-039



011-044 Newton力学の基本4法則

第一法則：物体は外から力が加わらない限り，じっと止まったままで
あるか，等速直線運動を続ける。

第二法則：物体にかかる力は，その物体の質量と，その物体が得る
加速度の積であらわされる。

第三法則：ある物体が他の物体に力を加える際には，
それと同じ大きさの逆方向の力がもとの物体に加わる。

万有引力の法則：2つの物体の間には，両者の質量に比例し
距離の2乗に反比例する引力（＝重力）が働く。

（伊勢田哲治：疑似科学と科学の哲学、p７４、名古屋大学出版会、名古屋、2003年）



013ー008 ニュートンの動力学

ニュートンは、距離の2乗に反比例し、互いの質量に比例
する引力（万有引力）が天体間に働くことをケプラーの法則

から導きだし，それが惑星・彗星・衛星の運動を定量的に

説明することができれば，その引力の本質やあるいは伝達

のメカニズムを詮索するには及ばないという思想を提唱し

た。

自然哲学から存在論を追及したのであり，近代数理科学

としての動力学が生みだされた。

（山本義隆：磁力と重力の発見 3. 近代の始まり，p878，みすず書房，東京，2003)



015ｰ015 ニユートン以後

ニュートンの仕事から生じるパラダイムの効果は、

科学の正当な問題基準に破壊的な

変更もたらした。。。

内在する引力・斥力は，大きさ・形・位置・運動と

ともに物質の一次的基本性質となった。。。

（Kuhn TS:The structure of scientific revolution,1970

（中山茂訳：科学革命の構造、p119,みすず書房、東京、1971））



015-002 確率的な物理学

確率的な考察が物理学に登場してくるのは，

すべての気体分子の位置と運動量を正確に知る

ことができそうもないというだけの理由による。。。

この考えからすると，いろいろな可能性には確率を

割り当てるほかはない。これは，統計力学の基礎と

なっている方法である。

（Popper KR:Quantum theory and the schism in physics
(小河原誠ら訳：量子論と物理学の分裂、p7、岩波書店、東京、2003）)



科学的判断の脆弱性
013-040
（朝日新聞２００４年１０月５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。



ゆらぐ科学のリアリティー 004003

かって、「科学」は万能であり、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」の象徴であったが、変容した。

1.代表の物理学は繰り返し可能性・客観

性⇨時間の流れは不可逆的 ex)生命・環境

2.世界の予知・支配・制御の世界観⇨カ

オス・複雑系（遠い将来は予測不可能）。

「無知の知」へ ex)天気予報・株価変動

3.科学→技術の構造⇨テクノロジー→理

論 ex)遺伝子研究・ゲノム解析・携帯電話

4.科学を旗印とするマルクス主義の衰退。

時代は、「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/最先端など様々な要素が複雑に絡み合
う様相へ。

（黒崎政男：朝日新聞2002年6月19日、夕刊、
2版、13頁）


