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現代医学・医療は、

現代科学に基づく科学的医学・医療とされる。

では、非科学的医学・医療が存在するのか？

現代科学では、理解できない

補完・代替・伝統医療とはなにか？
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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
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
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
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）



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



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）



011ｰ0 ４８ 機械論的世界観と代替医療

機械論的世界観

I.生気論・目的論的説明の否定
生気論（vitalism・animism「魂」のような非物質的でやや神秘的な
ものを持ち出していろいろなことを説明する考え方）

目的論（teleology自然物がそれ自体で目的を持つとか，
神の与えた目的に従って動くなど「目的」を使って自然の中の

出来事を説明する考え方）

II.要素還元主義
全体の働きを要素間の働きの集合として説明する考え方

cf.代替医療は全体論的医療holistic medicine

（伊勢田哲治：疑似科学と科学の哲学、p161、名古屋大学出版会、名古屋、２００３年）



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

016－001



外気功の医療への応用



外気功に対する肉体的反応 010004

患者：46才、女性。
透析歴：2年
合併症：両側肩こり、

腰痛



Extended Shoulder Movability 
after External Qigong  and Massage 005053

(1)

(2)

(3)

(4)
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気・外気功とはなにか？
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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

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。)）



013ｰ011 植物同士のコミュニケーション

Baldwin IT & Schulz JC,1983の実験
ポプラ・カエデ・オークの葉を故意に破ると，草食動物が

食べることのできない物質，特にタンニンがその植物の

ほかの部分で合成量増大。

同時に近くの同一種の他の植物も同様に反応。樹木間

には何らかのコミュニケーション手段の存在？

エチレンによる化学的コミニュケーション。仲間に警告？

（Jean-Marie Pelt：植物たちの秘密の言葉、ベカエール直美訳，p88、工作舎、東京、1997）



013ｰ015 音楽と植物
植物は音楽を知覚できるか？
音楽は，植物の成長・健康に影響を持つか？

TCN Singh：音楽を聞いた実験植物が速く成長し，
はるかにたくましいことを確認。開花期が早められる。

D Retallack：植物が1番好む音楽は東洋音楽，とくに弦楽器で演奏
される「ラルゴｌａｒｇｏ」は植物の成長速度を2倍に。第2位はクラシック
音楽でバッハが好まれ，その後にジャズ。ロックその他のハード
ミュージックは取り返しのつかない病変を生じる。
バッハのバイオリン協奏曲イ短調は，植物の生長を促進，
ヴェルディ（歌劇オテロ）のアベマリアは開花を早め，
メンデルスゾーンの結婚行進曲は発芽期に勧められる。

植物は実際に音楽に感受性・知覚力を持つと主張できる。

（Jean-Marie Pelt：植物たちの秘密の言葉、ベカエール直美訳，p1８４、工作舎、東京、1997）



013ｰ016 樹木とのコミュニケーション

多数の慣習が，神聖な森を礼拝所とみなしている。

Georges Plaisance「森と健康」：
人間と樹木との心理学的・生理学的関係を強調。

植物の生命のしるしは，われわれの体内へのエネルギーの移動を

誘う。このエネルギーの移動は東洋思想において非常に重要もの

とされており（cf:気），鍼師や禅が取り上げている。。。エネルギーが
樹木のある箇所から出てくるのを感じるには，植物生理学の知識

などはほとんど必要ない。樹木を抱き締め，抱擁すること。。。こん

な振る舞いは多数の国や民族にみられる。これは人間と植物の

親密な関係を表現しており。。。現代社会だからこそ貴重でまれな，

唯一の本源回復法。。。（cf:木霊（こだま））

（Jean-Marie Pelt：植物たちの秘密の言葉、ベカエール直美訳，p1８４、工作舎、東京、1997）



013ｰ0１４ 園芸上手とは？
「緑の手（＝園芸上手という意味）」の概念 cf : green thumb
庭師・園芸家の機嫌が植物の外観に反映される。

植物の健康と美しさは，それを世話する人の精神状態を映し出す鏡。

花・植物の存在が人間に感動や，優しさをこもった仕草といった

プラスの効果を生むことは確認できても「植物は魂を持っている」

（ヘルメス・トリスメギストス）の主張を証明することは，困難。

「緑の手」とは，獲得した理論的知識と体験から得られる経験的知識

との組み合わせにすぎず，その全体が鋭い観察力や思いやりや、

あふれる愛情の力と結び合わされている。

（Jean-Marie Pelt：植物たちの秘密の言葉、ベカエール直美訳，p1８０、工作舎、東京、1997）
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鍼灸・指圧・マッサージの医療への応用

経絡・経穴（ツボ）とはなにか？



Stay Acupuncture
0.6 mm long needle
Shoulder Stiffness
Patient : T.S. 77yo, female
CGN-CRF, HD 15 yrs
amyloidosis, arthr deformans

005043
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ツボと圧痛点の関連 006017 
（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、p405、東京、2000）

圧痛点と経穴・ツボとは、密接な関係。

「阿是穴」は、「アツ！そこが痛い！ツボ」。

筋-筋膜疼痛症候群のトリガーポイントの
71%が経穴に一致。

トリガーポイントは、単なる圧痛点ではなく、特定の
パターンを示す関連痛の出現・触知できる索状硬結
の存在・筋の局所収縮反応の出現などが特徴であり、

経穴・ツボと の関連性が高い。



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



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
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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）



鍼の治効メカニズム 006009

考えられる6つのメカニズム
1．局所反応

（1）組織損傷による生体防御機転の刺激

（2）筋への刺鍼により筋の過緊張を緩和し，血液循環を良くする刺鍼局所作用

2.遠隔部反応

（3）筋刺激による交感神経を遠心路とする反射機転

3．全身反応

（4）皮膚・皮下組織刺激による副交感神経機能を主体的に高め，

自然治癒力を高める機転

（5）座位時の低周波鍼通電療法による全身的交感神経機能亢進作用

（6）臥位時の低周波鍼通電療法による全身的交感神経機能の緊張を解く作用

（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、p37、東京、2000）



日本で盛んな温泉療法
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人工炭酸泉浴 007006

糖尿病性腎症、透析歴8年、
83才、女性。IV-ASO合併。
週3回の人工炭酸泉浴で、
左足趾の壊死改善。

05/11/02 11/06/02
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補完・代替医療の維持透析患者に及ぼす効果
007026

患者：77才・女性 透析歴：15年（CAPD 2年・現在；週3回HDF）

外気功・指圧 ：30年間の肩凝り著明軽快
2週間の便秘解消
両側撓骨末梢端疼痛（変形性骨関節症）消失

留置鍼： 肩凝り・肩関節痛・頚部痛・前腕痛軽快

穿刺痛消失

人工炭酸泉浴：透析困難症・下肢筋痙攣回数の著明減少



補完・代替医療の維持透析患者に及ぼす効果
007027

患者：77才・女性 透析歴：15年（CAPD 2年・現在；週3回HDF）
ASOに対してLipo PGE1・argatroban 2回/週

外気功・指圧・留置鍼：ほぼ1回/週
2003年1月からほぼHDF毎（前）の人工炭酸泉浴（約15分間）

人工炭酸泉浴

施療前 施療中

下肢筋痙攣頻度 15.8%(6回/38HDF) 6.0%(5/84)  [5/42→0/42]

つらい・しんどい・止めたい頻度 31.6%(12回/38HDF) 6.0%(5/84)  [5/42→0/42]

HDF中の除水(平均) 2.4 kg          2.2kg

BP<100mmHgでも無症状

リンゴ酸Caの減量



医療の宗教的側面

宗教とは、霊魂を容認する心的態度

唱教は、必ずしも必要ない



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



０１３－０３７ 「医療と宗教を考える会」

設立趣意書（抜粋）

。。。限りなく高度化する医療技術や献体、臓器

移植に対する宗教者の慈悲と反発、ホスピスに

おける宗教者との邂逅といった問題を通して。。。

自然との共存を重要視する宗教への関心。。。

。。。“医療における宗教”、“宗教における医療”の

全てを探求し、心と物質の相互関係を追及し、

医療と宗教との種々な接点を考えていく。。。



東京療院 09/14/04



(023－008)



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



015-008 なぜ、「現代の癒し」が求められるのか？
お互いに求め合うのが愛情行為：双方通行的

真の癒し：自動・自発的。神から一方通行。類愛情行為

宗教心：自動・自発的。神へ一方通行的。類愛情行為

現代は、真の愛情不在時代

継続には精神的・肉体的にお互いの妥協・受容・努力・忍耐が必要

→移ろいやすく、うっとうしい、うざい、煩わしい

「現代のcommercialized 癒し」：
ヒトの他動的行為pseudo-healing、healingoid
選択肢が多種・多様・多彩。 お金を払えば、簡単に手に入る

cf: マッサージ・リフレクソロジー：擬似愛撫
外食：擬似団欒体験共有 週末のコンビニ：人恋しくて集まる

自分のための癒しの石鹸・ブランドものプレゼント

携帯ゲーム機：癒しの男バージョン/女性疑似体験/生の女性は扱いが大変
携帯電話：直接会わなくてすむ接触

意識の表層：関わりたくない 深層：人とつながっていたい

愛情行為



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



013-022    癒しを求めるのは古代回帰希求

ヒトは４０数万年間森の中で群れをつくって棲息：

植物収集・動物狩猟・護身に有利。

数千年前から次第に森を離れ：

植物栽培・動物飼育・小屋/家に住む
数百年前から社会的分業化：

植物栽培・動物飼育もしないヒトが増加

数十年前からコンクリートに囲まれた生活：

DNA記録では、40数万年間の森の記憶が圧倒的に多量
⇒DNA記録ー当代実生活間のdilemma 

精神的には癒しを求め、肉体的には生活習慣（急変）病

文明社会に著明な医療の重層

反論的疑問：当代、森に住むヒトは癒しを求めていないか？

所詮、ヒトは、根源的に煩悩・追求・欲望する存在？

→原初的霊・宗教的体験・環境を求める



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）



科学とはなにか？

科学的とは、どうあることか？

科学的であることの要件は？



012-046



012-047



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）



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)



015ｰ013 科学における発見

物理学者レントゲンが，シアン化白金バリウムのスクリーンが

覆いをかけた装置から離れたところに置いてあるのに，

放電すると光り出すことに気づいた。。。

変則性に気づいたことがｰつまり，自分の

パラダイムからは出てこないような現象に気付いた

ことがｰ革新性に気づく道に導く本質的な役割。。。

（Kuhn TS:The structure of scientific revolution,1970
（中山茂訳：科学革命の構造、p64,みすず書房、東京、1971））



015ｰ017 直観は，新しいパラダイムを開く

「解釈」という言葉の普通の意味では，新しいパラダイムを

生み出す直観の閃きに当てはまるものはない。

直観は、 古いパラダイムによって生じた変則的，

合法則的，両方の経験によるものであるけれども，

経験のようにその経験の特定のものと論理的に，個々に

結び付けられるものではない。

むしろ，大部分の経験を寄せ集めて異なった束の経験に

変え，その後で，古いものではなく新しいパラダイムに

個々に結びつけさせるものである。

（Kuhn TS:The structure of scientific revolution,1970
（中山茂訳：科学革命の構造、p138,みすず書房、東京、1971））



(０１５－００４) 独創性は神の贈物

われわれは，あるリサーチ・プログラムのさまざまな前提に
気づかないまま，盲目的に，無批判的に働く「通常科学者」
にならないよういつも用心しなければならない。「通常科学
者」は，可能な限り合理的であろうとはしていない。なぜなら
可能な限り批判的になろうとしていないからである。

批判こそ，科学者と，知識を増進させようと望む者すべてに
とって第一義的な責務である。独創性とは，むしろ神の贈物
だからである。

（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、p45、岩波書店、東京、2003）)



017－021



017－022



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）)



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）



科学にだって、あやふやな点がある



ニュートンの逆二乗法則への疑問 011-016

Ｐ ∝ 1/r
2

P: 万有引力の強さ r:物体間の距離
Ｃｆ.光の強さ・磁力にも…
疑問：冪数2は厳密に2なのか？ 2,xxxxxなのか？
自然現象（万有引力）は、人間の発明による数の

概念の成立以前から存在したので、厳密な2が
当てはまる可能性は限りなく無に近い。

C = 2 π ｒ C:円周、π:円周率、 r:半径
π=3.14… むしろ、信頼に足る。

πを3とするか、3,14…とするかでは、意味はまったく異なり、
３では抽象化・演繹化の思考能力の発展を阻害する。



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））



（019－056） 科学は究極的疑問を扱わない

「科学は，究極的な起源についての疑問は扱わない」

(Gould SJ:Bully for Brontosaurus.p459,New York:Norton,1991)

「実際，進化論は，起源を研究するものではまったくない。

地上での生命の起源についてのより限定された範囲の

疑問でも，進化論の領域の外にある。進化論は，生命の

起源の後にくる生体的な変化の筋道やメカニズムを研究

するものなのだ。」 (Gould SJ:Bully for Brontosaurus.p455,New York:Norton,1991)

cｆ：引力は、物質の本性（Newton I）

（Dennett DC:Darwin‘s Dangerous Idea.Evolution and the Meaning of Life、Touchstone,1996
（ダーウィンの危険な思想：石川幹人ら訳。p411,青土社、東京、2000）



(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
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

cf : 気功は、人間に備わった能力？？？

（養老孟司：日本人の身体観の歴史、p87、法蔵館、京都,1996）



(022－005) 神の観念は，ほとんど定義

時空の観念が強い存在感と結合して，神の観念が生ずる。
時空の観念も，存在感も，生物が生きるためには基本的な
観念と言わざるをえず，神の観念が人類に普遍的であるの
は，そのためであろう。これは議論や説明というより，ほとん
ど定義というしかない。

cf：科学における「先行的な了解事項」と通底
cf：Newtonによる万有引力

（養老孟司：日本人の身体観の歴史、p198、法蔵館、京都,1996）



(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）



（019－044） 自然法則は神がデザイン

自然法則は神によってデザインされたと考えたダー
ウィンには、過去にも現在にも卓越した仲間がいた。

ニュートンは，宇宙の最初の配列法は「ただの自然
現象」では説明できるものではなく，「自由意志を持っ
た行為者の協議や計画」によるものと考えるしかない
といった。

（Dennett DC:Darwin‘s Dangerous Idea.Evolution and the Meaning of Life、Touchstone,1996

（ダーウィンの危険な思想：石川幹人ら訳。p224,青土社、東京、2000）



（019－045） 自然法則は悪魔の秘密

自然法則は神によってデザインされたのだと考え

たダーウィンには，過去にも現在にも卓越した仲間が
いた。

アインシュタインは自然法則のことを「悪魔の秘密」
と言っており，量子力学における偶然性の役割への
不信感を「神はサイコロ遊びをしない」という有名な
表現でいい表してもいる。

（Dennett DC:Darwin‘s Dangerous Idea.Evolution and the Meaning of Life、Touchstone,1996
（ダーウィンの危険な思想：石川幹人ら訳。p224,青土社、東京、2000）



(019－009)
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(019－017)

知的計画教育は違憲

（朝日新聞，2005年12月22日、朝刊、13版、9頁）



（019－042） 知的で強力な存在

太陽，惑星，彗星が作るこの最も美しいシステムは，
知的で強力な存在による協議と統治によってしか

生まれ得ないだろう。

（アイザック・ニュートン1726:Ellegard 1956,p176における翻訳）

（Dennett DC:Darwin‘s Dangerous Idea.Evolution and the Meaning of Life、Touchstone,1996
（ダーウィンの危険な思想：石川幹人ら訳。p223,青土社、東京、2000）



（019－046） 原子物理学の法則は、デザインされている

自然法則は神によってデザインされたのだと考えた

ダーウィンには，過去にも現在にも卓越した仲間がいた。

天文学者でフレッド・ホイールFred Hoyleは、「証拠を検証
した科学者なら誰もが，原子物理学の法則は，それがもろも
ろの星たちの内部でもたらす結果まで見越して慎重にデザ
インされているものだと、きっと思う」といっている。

（Dennett DC:Darwin‘s Dangerous Idea.Evolution and the Meaning of Life、Touchstone,1996
（ダーウィンの危険な思想：石川幹人ら訳。p224,青土社、東京、2000）



（019－049） 米国人の進化論

米国人は，進化論については正しく知らされていないと

悪評が高い。最近のギャラップ世論調査（1993年6月）に
よって，成人米国人の47％が，ホモ・サピエンスはこの
一万年以内に神によって創造されたと信じていることが

明らかになった。

（Dennett DC:Darwin‘s Dangerous Idea.Evolution and the Meaning of Life、Touchstone,1996
（ダーウィンの危険な思想：石川幹人ら訳。p224,青土社、東京、2000）



科学にも限界がある



０１７－０２６



(020－01１)



０１７－０２５



(023－009)



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）



創造科学も、科学



011ー040 アメリカにおける創造論

19世紀後半 - 20世紀初頭：
キリスト教原理主義者は進化論より創造論を信用

1920年初頭 ：アメリカのいくつかの州の学校で進化論を
教えることを禁じる法律。

1960年代：違憲の判断（進化論を教えることを禁ずるのは
学問の自由に反する）

原理主義者側の反応：

科学としての装いをまとった創造科学を公立学校で

教えさせようという運動と法案の準備

Institute for Creation Research, ICR, San Diego, Cal.
中心人物のMorris HMは、Virginia工科大の学科長

（伊勢田哲治：疑似科学と科学の哲学、p14、名古屋大学出版会、名古屋、2003年）



011-041 Arkansas、USA州法による創造科学の定義

「創造科学と進化科学のバランスのとれた取り扱いについての法令」

（Arkansas州議会，1981）
次の事実を示唆する証拠・議論の集合体

1）宇宙・エネルギー・生命の無からの創造 2）単一の有機体からあら
ゆる種類の生物の発展をもたらすには突然変異と自然選択では不十
分であること 3）最初に創造された植物や動物からの固定された限界
の範囲内のみでの変化 4）人間と類人猿の祖先が別であること 5）
天変地異説（世界規模の大洪水の発生を含む）による地理の説明 6）
地球とさまざまな種類の生物の発端が比較的最近にあるということ

この定義では「神」・「聖書」は避けられている。創造科学が宗教だと

いう非難を予想して宗教的用語を排除。

（伊勢田哲治：疑似科学と科学の哲学、p16、名古屋大学出版会、名古屋、2003年）



（０１９－０２６）
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現代では、医療は量と質で評価されるという

では、医療の量とは、医療の質とはなにか？



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）



医療の量と質 009001

現代は、医療の量と質が要求される時代。

最善・最高を求めると究極がない、家事と同じ。

医療の質：定義はない。議論もない

医療の量

ex 1. 医療スタッフ数Ｘ施療時間

（異なる能力・経験・技量・感性を均等化・無視）

ex 2.透析の量 K t/V 

（K:透析能 t:透析時間 V:体水分量）

cm/gram/second単位で表され科学的

得られる臨床効果；生命予後

＝長く生きればよい？（質的問題）

QOL(SF36)非科学的 （質的問題）QOL(SF36)



医療の量と質は、不可分統合体 009002

医療の量と質は、まったく無関係の別物に見えるが、

分離することのできない不可分統合体である。

[別例] 宇宙：まったく別物に見える空間と時間の不可分統合体

古事記の記述・間（床の間・話の間）・相対性理論・

物事・Before/After



“医療は、科学的であるべき”といいながら、

EBM (evidence-based medicine)を
推し進める厚生労働省の論理的矛盾



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
3 要件：1)医学的知識・臨牀技能 ClinicalExpertise

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



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）



016－032
医療支出額とヘルスケア満足度

（蒲原聖可：代替医療－効果と利用法－、p171、中公新書1653、中央公論新社、2002）



心を科学的に評価できるか？



心を科学 005001



005042



医学・医療の重層性

医学・医療の多面性



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



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」（Schweitzer A）
「個性の交流が作り上げるアート」（日野原重明）



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

≠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



現代では、

科学は絶対的権威を持たない



「正しさ」の象徴・科学のリアリティの喪失 009011

かって科学は万能、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」の象徴の変容。
1.科学の代表・物理学（繰り返し可能性から客観性）では手に負えな
い：
現代の新しい関心；生命（不可逆的・一回性）・環境（複雑な諸要素）。

2.根本法則がわかれば、現象の予知・支配・制御可能とする世界観の
崩壊：
カオス・複雑系；将来状態の予測不可能 ex)水の流れ・天気予報・株価変動

3.科学（理論）ー技術（テクノロジー）の主従関係の逆転：
科学の進展は、テクノロジーイノベーションなしにはありえない。ex)遺伝子研究

4.科学を基本的旗印とするマルクス主義の衰退
現代は、「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etc様々な要素の複雑な絡み合いの様相

（黒崎政男：ゆらぐ科学のリアリティ、朝日新聞、２００２年６月１９日、夕刊、２版，１３頁）

[科学だけで、すべては語れない] 時代の思潮を認識するのが、
統合医療を理解する扉を開く鍵



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。



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を視野に入れた時点（西欧では1970年代）で

統合医療は始まっていた。



(022-020) 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


