
「血液浄化：番外編からhealthy agingまで」



（０31－001)医療デトックスでhealthy aging
デトックス：detoxication 
医療界ではdetoxification＝detoxifyの名詞

de；取る・去る toxin；毒 fy；。。。化する
blood purification（血液浄化）は、

医療として行うデトックス

巷間デトックス：

食事・大量飲水・アロマ etc.



（027-011） 家族性高コレステロール血症に
対するアフェレシス治療－保険適用－

当該療法の対象となる家族性高コレステロール血症につい
ては，次のいずれかに該当する者のうち，黄色腫を伴い，負
荷心電図及び血管撮影により冠状動脈硬化が明らかな場
合であり，維持療法としての当該療法の実施回数は週1回を
限度として算定する。

ア 空腹時定常状態の血清総コレステロール値が500mg/dl
を超えるホモ接合体の者

イ 血清コレステロール値が食事療法下の定常状態（体重

や血漿アルブミンを維持できる状態）において400mg/dl
を超えるヘテロ接合体で薬物療法を行っても

血清コレステロール血が250mg/dl以下に下がらない者



（027-005） 閉塞性動脈硬化症に対する
血漿交換療法の適応

当該療法の対象となる閉塞性動脈硬化症については，次の
いずれにも該当する者に限り，当該療法の実施回数は，一
連につき3カ月に限って10回を限度として算定する。
ア フォンティン分類II度以上の症状を呈する者
イ 薬物療法で、血中総コレステロール値220ｍｇ/dl又は，

LDLコレステロール値140mg/dl以下に下がらない
高コレステロール血症の者

ウ膝か動脈以下の閉塞または広範な閉塞部位を有する等

外科的治療が困難で，かつ従来の薬物療法では十分な

効果を得られない者



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



（027-007）

脈管学32（4）：333-340,1992



（027-008）

阿岸鉄三ほか：下肢閉塞性動脈硬化症に対する
LDL吸着療法。脈管学32（4）：333-340,1992



（027-009）

阿岸鉄三ほか：下肢閉塞性動脈
硬化症に対するLDL吸着療法。
脈管学32（4）：333-340,1992.



(031－002) LDL吸着の知的・精神障害に対する効果

“先生！これは奇跡・神業・天地がひっくり返った”

頭がすっきりする・明瞭になる

気分爽快になる

やる気がでてくる

道に迷わなくなる

元のように気持ちがきかなくなる

松本清張氏：頭が明瞭。

Alzheimer病に効くのでは？

１０例中１０例に、なんらかの効果



(031－003) Underground医業界での動き
台湾から月１回LDL吸着の目的で日本へ(1990年代）：

血液浄化専門でない医療施設

保険外診療

日本・ハワイ・香港から板橋中央総合病院へ(２００７年）
ハワイでLDL 吸着：
ジョージ有吉氏(１９９５年頃） → FDA機材未承認
板橋中央総合病院関連施設(２００７年） → 疾患未承認

日本内で専門施設：保険外診療

Alzheimerは、リポ蛋白関連。アミロイド関連！！！
タイでhealthy aging診療：
世界的ネットワーク構築可能



(027－012)



(027－013)



（内山真一郎：脂質低下療法による脳卒中患者の再発抑制の効果について。
JMN 12,p60,2006）

(026－045)



（内山真一郎：脂質低下療法による脳卒中患者の再発抑制の効
果について。JMN 12,p60,2006）

(026－044)



(028－027)脂質異常症 朝日新聞2007年4月26日14版３７頁



（027-006）



疾患名 障害血管
高脂血症に注目
した主な治療

主な病因想定物質

非家族性高脂血症 冠動脈 抗脂血症薬 総chole・LDL-chole

家族性高脂血症
冠動脈・
大動脈

抗脂血症薬・
アフェレシス

総chole・LDL-chole

下肢閉塞性動脈硬化症 下肢動脈

高脂血症
抗脂血症薬・
アフェレシス

総chole・LDL-chole・Lｐ(a)・
酸化LDL-chole

fbg・fibronectin

（側副血行路開通・
VEGFをどう考えるか）

非高脂血症 アフェレシス fbg・fibronectin

高脂血症性脳梗塞 脳動脈 抗脂血症薬 総chole・LDL-chole

chole:cholesterol fbg:fibrinogen
血管に直接作用する
薬物は省いた

（027－010） 血液浄化学的にみた閉塞性動脈硬化症



(027-020) ASOに対するアフェレシス治療による
効果発現について想定される機序

総コレステロール除去
LDLコレステロール除去
酸化LDLコレステロール除去

(027-020) ASOに対するアフェレシス治療による
効果発現について想定される機序

ブラディキニン
放出（ABC反応）

フィブリン除去
フィブロネクティン除去

血液・血漿粘度低下
赤血球変形能改善

コレステロールプラーク縮小？
→血管径開大

→血管弾力性回復

接着因子除去

硬化病巣縮小？末梢血管拡張

血液流体学的因子

血管形態学的

即時的出現/ 消失 短期的出現/ 反復 → 長期的持続

VEGF
産生

血管新生
側副路発達

→
赤字：1992年当時すでに指摘Ref : 複雑系理解へ



（027－014） 閉塞性動脈硬化症に対する
アフェレシス治療の妥当性

臨床的効果からは、有用

病因論的には、不整合

現時点では、説明不可能

血液浄化は、

外因性毒性物質除去を除けば、black box。
cf : 二次的・3次的に肝・肺障害なども。。。
なにが起こっているのか分からない。

従来の血液浄化学：

特定病因論：単線的因果関係を想定

新しい血液浄化学の構築：

複雑系としての病い論：無数の要因が非因果的関係を含めて

相互に作用するシステムとしてとらえる。



血液浄化に対する認識

血液浄化とは、病因、あるいは病因関連と

想定される血液中の物質を物理・化学・生物学的

現象を応用して、血液中から直接取り除く医療行為

（1980年代初め 阿岸鉄三）



（０２７－０１９） 複雑系としての病い
近代医学的「特定病因論」

1つの病気には1つの原因物質が対応しており，その原因物質を発見
ないし同定し，それを除去すれば病気は治療されるとする。

原因物質→病気 単線的な因果関係が想定

「現代の病い」

病いは身体内部の要因のみならず，ストレスなど心理的要因，労働時
間や社会とのかかわりなど社会的要因，自然とのかかわりを含む環境
的要因など，無数ともいえる要因が複雑に絡み合った帰結としての心
身の状態と考える。

限られた要素の間の単線的な因果関係によって現象をとらえるのでは
なく，無数の要因が非因果的な関係を含めて相互に作用するシステム
としての現象を捉える。

（広井良典：ケアのゆくえ 科学のゆくえ、p10、岩波書店、東京、2005年）
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(029－008)

予想できない不思
議

簡単なルールでありな
がら、それにも関わら
ず予想できないほど複
雑な振る舞いをする

→カオスchaos
Cf:天気なんて、単なる物理的現象。
どうして、予測できない？医学なんて

もっと複雑。。。気のせいで。。。

(今野紀雄：複雑系、ｐ84,ナツメ社、東京、
1998年）



(029－009)

感染の数理モデル
(SIS)は複雑系

健康な人（S):
susceptible
感染の可能性がある

病人（I):
infected

(今野紀雄：複雑系、ｐ206,ナツメ社、
東京、1998年）
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Kt/V for urea はM2・H仮説に依拠 ０１１－０１０

Abel,Thalheimer & Rowntree(1913) 
toxicemia ( toxin:毒 emia:血症) concept

透析の量に関する臨床効果

Well-being  ∝ M2・H----------------(1)
（Babb ＡＬ etc. ：The genesis of the square meter-hour hypothesis. 

Trans  ASAIO 17:81, 1971. ）

当時使用されていた透析膜では除去効率が良くなかった中分子量

物質をできるだけ除去をすべきであるとする尿毒症性毒素の

中分子量仮説と連動

Kt/V for urea  (M2・Hを体液量で補正)



Ｋｔ／Ｖ
ｆｏｒ ｕｒｅａ

を補正すると 011-011

1）尿素クリアランスだけでなく，小分子蛋白までにいたる各種尿毒症性物質のクリアランスも
算入する，2）血液透析中のクリアランスは，とくに分子量の大きな物質ほど時間的に低下すの

で時間的変動の要素を算入すると、透析の量による臨床効果

（＝生命維持効果・well-being etc.）
∝｛∫ 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 --------- (2) 

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



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



(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



1．精神的（内的）反応
A）即時的：送功開始後数十秒以内に始まる
頭の中のふわふわ／ぐるぐる廻る感じ
安らかな気持ちになり眠くなる～半睡眠状態（会話可能）
頭部・顔面から体幹・四肢に温感がドクドク・ズンズン流

れる感じ（ときに、冷感も）
指・手掌にチクチク・ムズムズする感じ
上半身が引かれる／押される感じ

B）長期的：外気功を繰り返すうちに次第に
安らかな，明るい，穏やかな，受け入れる気持ち
他人・動物・植物・非生物にも優しい気持ち
活気・元気が出る性格・霊性に影響？

外気功に対する患者の反応(1) 008003



外気功に対する患者の反応(2) 008004

2.肉体的（外的）反応

深いゆっくりした呼吸

顔面の紅潮

全身の発汗

唾液分泌の亢進

腸蠕動の亢進

上半身の一方向への傾斜～回旋

指～肩までの筋痙攣・不随意運動

上肢・下肢の脱力・固定（金縛り？）

会話は自由に可能

送功を終了して，自ら～数回の拍手で

びっくりしたように覚醒



015-028



012-020

気功で

healthy aging



外気功と指圧による肩関節可動域拡大
010002



外気功の効果
004024

つかまり立ち 外気功

自分で立つ
患者：83才、女性



透析歴15年の50才女性。閉塞性動脈硬化症を合併。
外気功の後、右足部に3.4℃の局所温の上昇が見られた。007002



(031－004) 外気功でhealthy aging
70歳代女性：背の曲がりが伸び、杖もなしで歩く。不動尊参りが可能に。
90歳代女性：気功で、全身ストレッチング。

“先生！私より先に死なないで。。。”

70歳代女性：元教師。“子供たちから元気を貰っていた”。
日本舞踊が生き甲斐。生い立ちを聞いて欲しい。

50歳代女性：30年近い付き合い。生理痛・更年期障害に著効。
脱力・半催眠。

30歳代男性：パニック症候群に著効。
70歳代女性・透析患者：“先生のイタイイタイ飛んでけーが一番効く”

透析も耐えられるように。。。

60歳代女性：左乳癌がおとなしくなって。。。
60歳代男性：ESWL後の左尿管結石が排出。
60歳代女性・透析患者：全身楽になって。。。肩関節の可動域拡大。
60歳代男性・透析患者：全身アミロイド症の関節痛も楽に。。。



(031－005) 気功は、古今東西を問わず

気功：外気功 vs 内気功
古代中国の道教由来

日本の気功は別物とも

真光教・浄霊・MOA etc.
animal magnetism（動物磁気） : 

Mesmer, Mesmerism
spiritual healing :イギリスで医療保険適用
therapeutic touch :アメリカで医療保険適用



(028-018) Trance and Trauma.  Functional Nervous Disorders and the Subconscious 
Mind . Wikipedia. Figure 23. In Mesmer’s (1779) view, cure was effected through 
“magnetic passes” of the physician’s hands.



012-032



012-033



012-034



spirituality, spiritualとは、
なんだろう？

cf：霊性・霊的より、
霊魂性・霊魂的の方が日本的

(032－001)



(028－067) スピリチュアルな変容

スピリチュアルな変容のプロセスに関する研究は，注目に値する変則
的事例を扱うもの。。。スピリチュアルな変容について，私たちは人
間の意識体験が深いところで変化し，その結果として世界観や存在
のあり方が継続的に変わり，己自身や他者、それに文化や自然と
関係する体験の一般的なあり方を変えるものと定義。。。そのような
事例は決して稀なものではなく，39.1％もの人が人生を変えるよう
なスピリチュアルな，あるいは宗教的な体験をしたことがあると報
告。。。あるきっかけで見方が根本的に変わり，それまで深く染みつ
いていた認知や行動や動機のパターンが，劇的にしかも継続的に
変化することがあるのは，どうしてなのだろうか。。。現在の見方で
は，そうした変化を説明できない。これらの現象が存在する事実は，
人間の発達に関する見方を拡張するひとつのきっかけ。。。

（カサンドラ・ヴィーテン、ティナ・アモロック、マリリン・シュリッツ：一つの山に通じる多くの道。

スピリチュアリティといのちの未来、島薗進ら監。p283,人文書院、京都、2007年）



(028－068) スピリチュアルな変容における
アイデンティティの拡大

スピリチュアルな変容においては，アイデンティティや自己
認識・世界観において劇的な変化が起こり，生命のあらゆ
る側面を含むようにアイデンティティが拡大し，地球や

宇宙的な力と相互に結びつく感覚が見られる。これらの

変化に伴って最もよくみられるのは，畏敬の念・愛・感謝・
喜びなどの深い感情である。相互に結びつく体験は、

生きる上での仁徳とつながっていき，人生とスピリチュアル
な実践がひとつになるようである。

Cf : 共通性・普遍性のあるアイデンティティは矛盾

（カサンドラ・ヴィーテン、ティナ・アモロック、マリリン・シュリッツ：一つの山に通じる多くの道。

スピリチュアリティといのちの未来、島薗進ら監。p285,人文書院、京都、2007年）



(027－047) スピリチュアリティと宗教

スピリチュアリティは，宗教に代わる語、宗教を補完する語、
あるいは宗教に対置される語とみなされている。。。
宗教どうしの対立も，諸宗教に普遍的に存在する本質の
レベルで話をすれば，きっと分かり合えるはずだ。。。宗教の
本質は個人のたましいの中にあるのであって，形骸化した
聖職者から授けられるようなものではない。宗教は，
拘束的・排他的・教条的なイメージがあるのに対して
スピリチュアリティは、垣根が低くそうで・包摂的で柔軟な
印象。。。スピリチュアリティは，宗教の本質，あるいは宗教
において普遍的なるものを担っている。。。

(葛西賢太：スピリチュアリティを使う人々。スピリチュアリティの現在（湯浅泰雄監修）、p124、
人文書院、京都、2003年)



（027－055） WHOにおける健康定義に
スピリチュアリティ書き加え提案の背景

1．スピリチュアリティを重視する立場も，慎重あるいは
反対の立場も当然ありうる。

2．背景として、QOLの様々な側面が問題とされるように
なった状況がある。

3．WHOは宗教的な祈祷による治療や民間療法などをも
軽視・排除しない。

4．social/physical/psychological/cultural/spiritualなどの
形容詞を同列に列挙することで健康を総体的にとらえている。

5．1984年の第37回総会ですでに決議前文では、
スピリチュアルな側面について言及されている。

(葛西賢太：スピリチュアリティを使う人々。スピリチュアリティの現在
（湯浅泰雄監修）、p145、人文書院、京都、2003年)



（027－067） WHOにおけるスピリチュアリティ

1978年：インドのビシュ執行理事が，健康の定義に
スピリチュアリティも考慮すべきと提言。

1983年：健康に関する憲章の改訂のための特別委員会。
1998年：特別委員会が定義改正を執行理事会に提案。

提案したのは東地中海地域地方事務局で，

ほとんどがイスラム諸国。

執行理事会で，総会で議題とすることを議決。

1999年：総会で，現定義は機能している・新定義の緊急性が
低いとして実質審議に入らず，採択も見送られ。。。

ref : 宗教的背景が異なるとスピリチュアリティも異なる？
（宇都宮輝夫：人生物語としての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）、p256、人文書院、京都、2003年)



（027－056） スピリチュアリティの概念

学生対象の調査：

「日本語として意味は分かる」が

「日常生活にほとんど関係ない」

クリスチャン以外のグループ：

「日本人の感覚と合わない」

クリスチャン：

「全くご問題がなく受け入れられた」

（欧米の宗教観に大きく影響されている・

特定の宗教を持たないという日本文化の特殊性の影響）

(葛西賢太：スピリチュアリティを使う人々。スピリチュアリティの現在
（湯浅泰雄監修）、p151、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るか。。。，
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)



（027－066）医療におけるスピリチュアリティへの関心

1910年：William Osler 「癒す信仰」の論文。
以来，宗教心・スピリチュアリティが健康・治療に

影響を与える可能性の探求。

1982年以降：MEDLINE・ＣＩＮＡＨＬで論文発表急増。
（鶴若ら：生命倫理；11（1）、2001年）

1998年：WHOの健康の新定義提案。
健康とは，身体的・心的・スピリチュアル・社会的

という４っの領域での良好。。。

（宇都宮輝夫：人生物語としての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）、p255、人文書院、京都、2003年)



(０２８－０７９) 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）



(027－047) スピリチュアリティと宗教

スピリチュアリティは，宗教に代わる語、宗教を補完する語、
あるいは宗教に対置される語とみなされている。。。
宗教どうしの対立も，諸宗教に普遍的に存在する本質の
レベルで話をすれば，きっと分かり合えるはずだ。。。宗教の
本質は個人のたましいの中にあるのであって，形骸化した
聖職者から授けられるようなものではない。宗教は，
拘束的・排他的・教条的なイメージがあるのに対して
スピリチュアリティは、垣根が低くそうで・包摂的で柔軟な
印象。。。スピリチュアリティは，宗教の本質，あるいは宗教
において普遍的なるものを担っている。。。

(葛西賢太：スピリチュアリティを使う人々。スピリチュアリティの現在（湯浅泰雄監修）、p124、
人文書院、京都、2003年)



(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 元型（ユング） 世界霊・宇宙霊

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）

イ
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フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー

理念型 ：

表現型 ：

理念型 ：

表現型 ：



気功、

それに関係（？）する霊性・宗教性は

科学的でない。

では、科学的とはなにか？

科学的でなければ、無意味・無価値か？

(032－002)



（毎日新聞 ２００７年２月７日１１版２０頁）

（０２７－０１５）教室にニセ科学



（０１９－０２６）

朝日新聞 ２００６年１月５日 ３版６頁



(022－021)癒しの森を科学的！！公認(朝日新聞2006年4月19日13版33頁)



020－010



(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）



(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,1998)



(026－034) 科学主義は，狭隘な哲学的立場

伝統的な自然科学の方法は，物質的現象の研究において
は精密で簡潔で有効であるが，その一方で，人間に関す
る諸事の研究においてはしばしば不適切で，無効で，還
元主義的で，また有害である。人間を研究するためには
他の方法－現象学的・民族誌学的・歴史的・文学的・物語
的・理論的・解釈学的方法－が，伝統的な科学的方法に
よって捉え，そして扱うことができない、微妙で精妙な人間
的現象のための捕蝶網の役割を果たさなければならない。
科学は知の探求である。他方，科学主義は自然科学の方
法が全ての研究調査活動に用いられるべきであるとする，
狭隘な哲学的立場である。

（Elkins, ND : Beyond Religion,1998
（大野純一訳：スピリチュアル・レボリューション、p264 、星雲社、東京、2000年）



（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）



(027－004) 気・外気功の科学的禊

気の発出である外気功は、人間・植物・動物・

非生命体に本源的に備わった能力。

補完・代替医療における現代科学的に理解でき

ない多くのものを先行的了解事項として組み込む。

ref : 引力
ref : 脳の精神活動
ref : ロボットの感性



(028－040) 近代科学の信頼喪失

近年は世俗的ヒューマニズムの妥当性・有効性が疑われる
ようになって。。。1つの理由は，その担い手である近代的
エリートの権威を支えていた近代科学の威信が揺らいで
きていること。。。1970年ごろから多くの困難な問題を生
み出してきた。。。資源・環境・人口問題など。。。科学的知
識・テクノロジーを駆使した武器により，大量・短時間内の
殺人。。。科学者は世界観的には空白な存在であり，精神
や思想に関わるリーダーなどではあり得ないという常
識。。。一方，世俗的エリートを支えてきた人文的教養の
権威も後退。。。哲学・倫理学・疫学・宗教w・文学・歴史学
など。。。



（028－001） 科学者は，信仰深い

多くの科学者たちの方が，ある種の宗教的な

人たちよりも，ずっと信仰深いのではないか。

科学者たちは，宇宙の規則性とパターンというもの

を信仰し，知識の可能性というものを信仰して。。。
信仰がなければ，おそらく科学というものも成り立
たない。信仰とは，祈りの礎であるﾆともに，科学の
礎でもあるのだ。

（Dossey,Larry:Prayer is good medicine,1996
（大塚晃志郎訳：祈る心は、治る力。ｐ14、日本教文社、東京、2003年））



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



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！！



(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



(031－006) Antiaging vs Healthy Aging(1) 
Antiaging
キリスト教的精神:神に契約によってヒトだけが選ばれた選民意識。
過酷な砂漠の生活に根ざした天地創造から世紀末までの直線的思考。
Antiaging；死にもant-。老化も自然も征服すべき対象とする。

とはいいながら、古語にいわく man is mortal
古代中国（一般的には東洋思想）：
道教＝不老不死（始皇帝・徐福・蓬莱(日本））仙人immortals
日本：森の生活に根ざした円環的思考。冬来たりなば、春遠からじ。
自然は優しい。共存すべきもの。
姥捨て山（楢山節考）；貧しさの故もあるが、自然（しぜん・じねん）・あるがままを
受容する基本的思想。天地からいただいた元気を養生。
死への生命学的理由はある。
Healthy aging こそ、日本的心情の究極目標。死ぬことが前提。
PPK(ピンピンコロリ)が目標
誰にも迷惑をかけないで、朝起きたら寝床の中で。。。
常日頃「お世話になっているね、ありがとう、愛してるよ」で心の安寧。
念仏と同じ、繰り返していると、不思議に、その気になってくる。。。



(031－007) Antiaging vs Healthy Aging(2)
基本命題：Antiaging（抗加齢）は、

少子高齢化社会において歓迎されるか？
解答：みんなに達成されたら、どうなる？困ってしまう。

シャングリラ（Shangri-La、香格里拉。イギリスの作家James Hiltonが1933年に出版した小
説『Lost Horizon』）は、桃源郷であっても、理想郷（Utopia）たり得るか？死に悩み、生き
て煩悩に苦しんでこそ人生。

Healthy Agingの評価：
分析的・客観的評価；個別の指標はほぼ無意味。
容姿・外見・活動性

ホリスティック・直観的・主観的評価；有意義。
young in mind・自己満足

でも、老醜・老残・老害は現実！！他人は、指摘してくれない。
自己判断は、辛い。せめて、気にしてない振り。



(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。
cf：客観的には分かっても、主観的には理解できない

（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）



(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）
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(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。

（森岡正博：生命学への招待、p165、勁草書房、東京、1988）


