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物理化学的な血液浄化は、

意外にも、曖昧さに満ちている。



(020－008)



(026－043) 実態とは違う血液浄化の名称

LDL吸着：
LDLも吸着するど。。。

Endotoxin吸着と関係ないendotoxin除去
だけど、特異的吸着除去も

臨床的効果発現の有用性では劣る。

ex:重症筋無力症の抗アセチルコリンレセプター抗体除去
医工学治療的には優れていても、臨床的には劣る。

結局、血液浄化は40年前と同じブラックボックス。



(019－016) 医療の量と質に関する論議への疑問

なにを討論するのか？
1． 医療の量：

A. 提供される医療の量
本質的に無機的・絶対的な量
医療提供者からの量(提供者の感性・経験・好みなどのフィルタ)

B. 患者が受けたと考え・感ずる医療の量
(患者の感性・経験・好み・欲望などのフィルタ)

2． 医療の質：
A. 提供される医療の質
本質的に無機的・絶対的な質
医療提供者からの質（提供者の感性・経験・好みなどのフィルタ）

B. 患者が受けたと考え・感ずる医療の質
(患者の感性・経験・好み・欲望などのフィルタ)

通常は、提供される無機的・絶対的量と
患者が受けたと考え・感ずる質に関する論議

医療の量と質は不可分統合体

科学的だけでは評価不能とするのが、社会的通念



(022－032) 真のインフォームドコンセントは、成立しない

医師・医療スタッフからの説明
医学的事実：
集合的・統計的・不確実性
個々の患者に不適合の可能性

医師の人間性：
社会的・倫理的宗教的
哲学的・芸術的背景/判断

患者の判断（同意、拒否）

情報の基礎

医療に対する知識・理解：

医療スタッフの個人的経験：

判断の基礎

患者の医療経験：

患者の人間性：

量・質

多大

量・質

少小

etc

etc

対等でない状況から真の同意は成立し得ないと
するのが一般的常識。成立するとするのは、恣
意的・作為的・欺瞞的。医療を契約と考えるとき、
体裁上必要。

患者の病的身心状態：患者側の納得・得心・受容acceptable
実態は、

極めて、主観的・憶測 不明瞭・不明確 日本的あいまいさ



Informed Consentに対する医師と患者の意識の差
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（019－015） 置換医療（人工臓器・臓器移植）

ー問題を置換する医療モデルー
これまでの置換に対する認識：

(医療技術的問題)
他個体の臓器移植

機能不全臓器 機能類正常臓器＋免疫的問題

人工臓器の移植・装用

hiding? hidden?
置換に対する現実的認識： （隠れた・隠された問題）

他個体の臓器移植 経済的

機能不全臓器 機能類正常臓器＋免疫的問題 倫理的

人工臓器の移植・装用 宗教的

（医療技術的問題） 問題の置き換え・すり替え
など



人の生死は厳粛、

だけど曖昧さの数々。。。



(019－024) 死の起源

「死は、生命の外的条件に対する譲歩として種に利益をもた
らす出来事とみなされるべきで、生命そのものに本来固有の
必然的なものとみなされるべきではない」（Weismann:The 
duration of life, p25,1881)
不死の傷だらけの個体が生き延びるよりは、新たに完全な
個体によって置き換えられる方が好ましい。。。それゆえ自
然選択の作用によって、この想像上の不死の個体の生命は、
種にとって無益である分だけ縮められる。Weismannは、
死は進化の過程で獲得したと主張する。

（小川真理子：甦るダーウィン、p161、岩波書店、東京、2003年）



(019－025) 死は、多細胞生物が獲得
Weismannによると「体細胞と生殖細胞とが一致している単
細胞生物に、死はない。分裂によって増殖する単細胞生物
は不死身。。。多細胞生物の生殖細胞、すなわち生殖質だ
けは不死身。。。（生殖質連続説）。多細胞生物の細胞の均
質性は失われ、細胞の相対的位置関係の結果として分化が
生じ、栄養を担うものと増殖に関与するものとの分業が生じ
る。分化が進むにつれ、新たな個体を生じる力は生殖細胞
に限定されていく。」

（小川真理子：甦るダーウィン、p162、岩波書店、東京、2003年）

、



(022－011) なぜ生まれ，なぜ死ぬのか

近代科学というのは「自分との」かかわりということを

放棄することによって成立してきた知識体系である。。。

人間が生まれることや死ぬことについては，生物学的・

医学的に説明可能である。

しかし「なぜ私は生まれてきたのか」「なぜ私は死なねば

ならないのか」と自分とのかかわりにおいて考えるとき，

それについては科学は答えない。

（石川都：現代医療における心と宗教。現代宗教2003、p203,東京堂出版，東京，2003）



誕生

死亡

生後

生前 (死前？）

生命の出現（出現しない。継続するだけ？）

（出現する。DNAが継続？）

生命の消失

生命の持続

生命の継続

死後

赤ん坊は誕生するが、生命
は誕生しない

死へのイベント
は短時間的

生へのイベントは長時間的

胎生でも卵生でも

赤ん坊の誕生

022－039 生と死は非対称的



(022－014) 胎児は、母親の一部

米国では胎児を人間であるとし，人工妊娠中絶には根強

い反対論。。。戦後日本の急速な人口増加にブレーキをか
けたのは，人工妊娠中絶。。。世間の伝統。。。日本の世間
では，胎児は母親の一部とみなされ。。。親子心中が極めて
日本的。。。 出生前診断と呼ばれるものも一部は間引きが
出生以前に延長したもの。。。

（養老孟司：人間科学、p141,筑摩書房,東京，2002年）



日本社会では、個人の存在の始まりと終わりの認識が非対称的

個人の終わり

死体からの臓器移植：

その身体が個人を表象する存在でないとの認識が要件。

死後も身体の個人性を認める日本文化。

⇨議論が混迷

個人の始まり

人工中絶⇨是非についての議論が盛り上がらない。

多胎妊娠の選択的中絶⇨議論されないか、社会的関心がない。

cf.臍の緒には関心

（波平恵美子：個人の存在の始まりと終わりについての観念、

時間と時、広中平祐ら編、p97、学会出版センター、東京、2002）

胎児・新生児と個人の始まり003036



(022－015) 共同体員の資格は、死によって喪失

日本共同体の一員であることの資格は，死ぬことによって

喪失。。。世間では，死者は人とはみなされない。。。

戒名は，死者は別な人になった，あるいはただの人では

なくなったという確認。。。逆にいうなら，日本共同体はしばし
ば死ななければ離脱できない。それを儀式化したのが，侍の

切腹。。。蒸発も同じ。。。

（養老孟司：人間科学、p143,筑摩書房,東京，2002年）



(022－036) 死の定義の階層構造

死の概念 用語

レベル Ｉ 科学的事実としての死 脳死・心臓死・生理的
に見た個体死

レベル ＩＩ 哲学的レベルとしての死 人間の死

レベル ＩＩＩ 法的レベルの死 法的に見た個体

(022－036)

科学的事実としての死とは，定義上，完全に科学的描写によって代置可

能。

哲学的レベルの死は，「人間の死とは哲学的には何か」という問いに答え

るもの。

法的レベルの死とは，法律で定められるべき人間の死であり，さまざまな

現行法との整合性，それに法的な死の時刻の決定などが重要なポイント

となる。

（森岡正博：生命学への招待、p191、勁草書房、東京、1988）



(022－037) 科学的死と哲学的死

脳死が生理学的に見た個体死であるという判断は，科学的
な判断であり，科学的事実として主張することは正当である。
しかし「人間の死」であるか否かの判断は，科学的事実とし
ての死と哲学的レベルの死の同定の問題，すなわち人間の
死の哲学的定義の問題であり，「科学的である」とか「非科
学的である」と形容することは権利上許されない。生理学的
に見た個体死が，私たちが愛し，憎み，思いやり，気づかう
全人格的存在としてのひとりの人間の死であるか否かという
判断は，私たちの哲学的・道徳的判断なのであり，そもそも
科学的でも非科学的でもない。科学とは何の関係もないレベ
ル（すなわち没科学的レベル）での判断。。。

cf : 哲学的多元主義
（森岡正博：生命学への招待、p198、勁草書房、東京、1988）



日本人の「ホトケ」
008017

日本人のいう「ホトケ」とは，

儒教における「死者の魂」。すなわち霊のこと。

儒教では，霊は「あの世」ではなくて

「この世」にいるとする。

草場の陰とは墓地のことであり，墓地は「この世」の

ものであって，まさに「この世」に霊がいるとする。

日本仏教は，インド流の「仏」のほかに儒教の

「ホトケ」をも取り入れている。

（加地伸行：沈黙の宗教-儒教-、p21、筑摩書房、東京、1994）



日本の墓と葬儀=儒教風 008021

墓の位置付けは，日本仏教としては難しい問題。仏教としては，本来，不要。

墓は儒教文化圏において重要。形白鬼（はく）を残ておかなければ，招魂再生のと
きに困る。儒教文化圏の東北アジア人は，遺体を残すことに異常にこだわる。欧米
人は遺体の捜索や収容はしない。

＝「儒教を取り入れた日本仏教」

墓に納める白骨は，魂（魂気）ではなくて，白鬼（形白鬼）のシンボル。

墓に対して「鎮魂」は間違い。

先祖供養・墓という儒教風を取り入れ，その様式化を徹底した日本仏教は，葬儀も
また儒教式。祭壇を作り，柩を置き，位牌を建て，死者の写真を添えるのは，死者
のための設営。仏教者として最も大切な本尊は，最奥部に飾り物のように置かれて
いる。参列者の大半は，本尊を拝まず，死者の柩・位牌・写真を拝んでいる。亡き人
を想うことであり，儒教流の招魂再生をしている。

（加地伸行：沈黙の宗教-儒教-、p54、筑摩書房、東京、1994）



生死についても

曖昧にしておくのが日本的文化



日本における生と死の「曖昧な肯定」 007028

日本においては何故に告知がなされてこなかったのか，

されていないのか。

曖昧にしておくということは，生の可能性があるように，

一種の通り道を残しておくという状態
（吉本隆明『思想としての死の準備」）

言葉だけの「真実」を突きつけること以外の可能性。。。

死生をめぐって問題全般に関しての「曖昧にしておく」ことの

可能性あるいは有効性。。。

（ 日本（近・現代）生と死の「曖昧な肯定について」

死生観と生命倫理，関根清三編，p148、東京大学出版会，東京，1999年）



(026－015) 日本人の宗教は雑多で曖昧

日本人の宗教が，「雑多」で「曖昧」になったのは，明治以後，
「天皇崇拝」を中心とする「国家神道」が勢いを得てから。。。
「天皇崇拝」のシステム自身，天皇を頂点とする一神教的な，
国教的な，体系と一貫性。。。しかし，その「天皇崇拝」のシ
ステムが排除したり，破壊した領域に暮らす人々にとっては，
従来の一貫した信仰生活がかえって分断され，戸惑いと「曖
昧」「雑多」。。。

ref : 明治の廃仏毀釈、だけど人民は儒教化仏教徒
第2次大戦後は、現人神は人間に。。。
政教分離のアメリカでは。。。

宗教性のない国立慰霊施設の怪

（阿満利麿：日本人はなぜ無宗教なのか，ちくま新書085、p101、筑摩書房，東京，1996）



(026－008) 無宗教という名の宗教心

われわれが容易に「無宗教」を口にする原因の一つ
に，風俗や習慣となってしまった宗教は「宗教」では
ないという思い込みがあるようだ。それは，宗教とい
えば必ず教祖や教団がなければならないという思い
込みと軌を一にしている現象といえよう。
ref:非宗教的sprituality
ref:明治政府の廃仏毀釈。隠れ仏教徒？
ref:明治政府の神道非宗教論。

（阿満利麿：日本人はなぜ無宗教なのか，ちくま新書085、p017、筑摩書房，東京，1996）



生命倫理問題も

曖昧にして自然のままに待つ。



(022－026) アメリカのバイオエシックスが直面する問題

バイオエシックスを支える柱
1．個人主義：個人の重要性・唯一性・尊厳・卓越性を信じ，
個々人の生の神聖を信じる考え方。自律の権利・自己決定
の権利・プライバシーの権利などが与えられる。
2．契約の概念：理性的な自己意識のある個人間に交わされ
る契約。最重要契約は，インフォームド・コンセント。
中国の医療道徳はこれらの相互関連性をむしろ重視。
アメリカでは，人間関係の網の目というものに注意を払って
いない。
「コモン・グッド」「公共の利益」などは，利益や善の総量のこ
と。。。

（森岡正博：生命学への招待、p146、勁草書房、東京、1988）



(022－027) 生命倫理における意思決定

－日本的変容：人間関係の心情の学－

アメリカでは理屈で割り切る議論が最終的に表に出てきや
すい文化構造。。。日本では情に訴える発言が最終的に表
に出てきやすい文化構造。。。

例えば，先端医療技術の導入について，アメリカであれば
しかるべき委員会が公聴会を開き，議論に議論を重ねた末，
ある決定を下す。わが国の場合，そもそも議論が起きない。
委員会で議論が行われることはまれであり，識者が自分の
意見をただ述べるだけである。意思決定は，委員会の「コン
センサス」をマスコミに流して「待つ」ことで醸成される「国民
のコンセンサス」によって。。。

cf : 日本では強力な指導力は嫌われる
（森岡正博：生命学への招待、p162、勁草書房、東京、1988）



(022－029) 倫理的判断基準としての「自然」

さらに問わなければならないのは，何をもって自然
とするかということである。。。植物人間を医学的技
術において生かしつづけるが自然か、どこかで打ち
切るのが自然か。致命的な肉体的欠陥をもった新生
児を医学技術の総力を挙げて生かしつづけるのが
自然か否か，さらに云えば他人の脳死を待つことを
自然と容認へしうるか否か。

（相良亨：人命の尊重；理想，p158、1985）



(022－030) 自然な形で解決

われわれ自身のなかで，「自然」であるかないかということ
はきわめて大きな判断の拠りどころ。。。われわれは、自然
に即すありようをよしとし，問題は自然な形で解決すべきだと
いう思想伝統のうちに生きている。端的にいって、そこでは，
個々の行為の是非を概念の論理関係で議論するやり方は
なじまない。。。

cf : 温和な日本的風土・自然に信頼感

（菅野覚明：日本人とバイオエシックス；メディカル・ヒューマニティ、2(2):89,1987）



(022－031) コンセンサスによる「自然」な意思決定

意思決定が自然に行われるためには，議論をしてはなら
ない。議論は，対立と摩擦を生むばかりである。そうでなくて，
私たちが共有している「共通感覚」「共通心情」へ狙いを定め
て，「事実」を打ち込むのである。心情は理屈によってではな
く，事実によって動かされる。この撃ち込み方に，巧拙が出る。
事実に感応して，当事者のあるいは国民の共通心情がある
方向へそろって動き始めたとき，コンセンサスが形成される。
コンセンサス方式は＜事実の撃ち込み＞と＜雰囲気の醸成
＞の二面からなる。なぜ日本人がコンセンサス方式を重視
するかというと，このような意思決定のやり方によってのみ，
「自然」な意識決定が可能であると，私たちが感じているから
に他ならない。Ref : 阿吽の呼吸で済んだ昔。

（森岡正博：生命学への招待、p165、勁草書房、東京、1988）
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(025－031)

進む生殖医療

進まぬ議論



(022－033) 「おのずから」に生きる

「おのずから」に生きる時には，まさに「おのずから」に事が
成就するという一種のオプティミズムが，さまざまな仕方で

流れているということ。。。

（加茂）真淵が最も主張したのは，天地の心のままに治め
るときには，世の中が大過なく治まるということである。この
オプティミズムは，一般的には，自然に徹して生きる時には，
人間関係の和が実現するという仕方であらわれた。

cf : 自ずから・自然（じねん）と
cf : 日本の穏やかな自然環境風土

（相良亨：日本の自然。文学５５（６）：１０９，１９８７）



016－033 自然が育てる思考
湿潤な森林地帯で発達した文化：

生あるものは，滅してもまた生をうむ循環・輪廻の思想が発達。

命を直接脅かす危険は少ない。自ら悟り，自らの能力を補うため

他力本願可能。穏やかで平和・後生を願う仏教的思想。何にでも

精神があり，森羅万象に神々を見いだす。自然に順応。

砂漠に発して西進した文化：

砂漠の思想を基盤とし，鳥瞰的に全体を見通し，別れ道に来たとき

右か左か択一を迫られる。頼れるものは自己のみで，他力はあてに

できない。生きるためには厳しい戒律を課し，周囲に対して敵対的・

戦闘的な思想。自然を征服。

（只木良也：森と人間の文化史，ＮＨＫブックス560，p20、日本放送出版協会，東京，2003）



013ー029 悟らぬ悟り

「古歌に，『悟るとは悟らで悟る悟りなり，悟る悟りは

夢の悟りぞ』とあり。誠に悟る悟りは危ないことぞ。

我も悟らぬ悟りがすきなり。法然などの念仏往生も

悟らぬ悟りなり」（正三道人：驢鞍橋 下巻 五節）

（鈴木大拙：日本的霊性，p168,  岩波文庫，岩波書店，東京，1972（大東出版社、1944））



科学的とされるものも、実は、

かなり曖昧でいい加減。

いい加減は、生きる知恵。。。



ダーウィンは種の起源を説明したのか？
（019－035）

ダーウィンは自分が種の起源や生命そのものの起源の説明
をしているのだとは思ってもいない。多くの異なる種が多くの
異なる能力を持ってすでに存在していることを前提に，中間
からスタートしているのであって。。。必然的にすでに存在し
ている種の能力を磨きあげ，多様化することになるのだと
言っている。。。適応の発生と多様性の発生は，同じひとつ
の複雑な現象の相異なるアスペクトであり。。。それらを統一
して洞察したものが自然淘汰という原理。。。自然淘汰は必
ず適応を生み出すことになる。。。またダーウィンが論ずると
ころによれば，適切な環境の下で適応が積み重なれば種分

化が生み出されることになる。。。
（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。p58,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

（養老孟司：日本人の身体観の歴史、p87、法蔵館、京都,1996）



（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）



(025－008) 規則や法則は恣意的に決まる

重要なのは規則が恣意的に決まるということである。
物理学者や化学者は普通，規則は必然的に決まる
と考えているが，規則はどんな場合でも恣意的に決
まる。しかし，恣意的に決まった規則はその後のさま
ざまな事物を縛る。言語の拘束性である。恣意性と
拘束性は対をなしている。

（池田清彦：さよならダーウィニズム。講談社選書メチエ120，p155,講談社，東京，1997）



（025－009） 科学における客観は，主観の別名

われわれは世界とのコミュニケーションの結果，なん
らかの差異性と同一性を構築し，それで世界を解釈
しようとしている。科学における客観というのは，実は
主観の別名なのかもしれないのである。

cf:相異性と相同性
cf:帰納と演繹
cf:理論化は恣意的
（池田清彦：さよならダーウィニズム。講談社選書メチエ120，p155,講談社，東京，1997）



(025－011) 科学は、約束事

科学というものは，科学者社会によって承認され，社
会もまたそれを真に受けている約束事だが，真理で
あるかどうかは分からない。その意味で，科学はある
程度先進国の普通の教育を受けた人が信じている
文化と伝統のようなもので，いつ恣意的に変わるか
分からない。

（池田清彦：さよならダーウィニズム。講談社選書メチエ120，p231,講談社，東京，1997）



(025－052)

社会的要因に影響をうける科学的発見の妥当性

「科学的発見が正しいのかどうかの判断は社会的要因と無
関係であるとこれまで考えられてきた。しかし，科学的発見
の妥当性を判断する過程も社会的要因によって影響を受け
ることが最近の研究によって明らかにされつつある」（Collins 
RW & Pinch T:The Construction of the Paranormal :1979（排除される知、青土社、
1989）超常現象の構成－非科学的なことは何も起こっていない）。

透視・スプーン曲げのような超心理学の実験が，「正当な科
学的実験が持つべき特徴の多くを備えている」としているに
もかかわらず科学界は，超能力に関する論文を「まったく理
由もあげずに掲載を拒否」する。

（中島秀人：日本の科学/技術はどこへいくのか、p207、岩波書店、東京、2006）



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）



(019－009)



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



(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）



（019－044） 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）



(０２６－０42) 霊（魂）性・宗教性の概念モデル

創唱宗教 一神教的宗教

キリスト教 儒教化仏教 イスラム教など

造物主 八百万神 animism 神道

something great intellectual design オカルト集団など

霊(魂）性spirituality

霊spirit 魂soul

普遍的本質

共通（感）感覚 ラポール homo curans/patiens

制度化宗教（内部批判） インド仏教など

阿岸鉄三

2006

癒し スピリチュアルヒーリング

祈り 祈念 祈願 祖先尊崇 声明

奉仕 供物 献金

霊
（魂)

性

深
い

宗
教
性

深
い

Ref : 宗教は約束事・科学は先行的決定事項を追求しない(引力・脳の意識作用）
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理念型 ：

表現型:



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！！


