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老人のやるべき仕事



人工臓器 vs  医工学治療(I) 004020

人工臓器：

臓器単位での生体機能の人工的補完・代替。

疑問
1.本来は臓器単位では生体に存在しない機能の

人工的補完・代替を人工臓器と呼ぶことへの疑問。

例えば、血液浄化 、（体外）免疫調節、細胞・組織工学

2.同一の医療技術を異なる人工臓器と呼ぶ不思議。

例えば、血液濾過透析⇨人工腎臓と人工肝（補助）



人工臓器 vs  医工学治療(II) 004021

3.医療保険における概念・呼び名の混乱

例えば、「人工腎臓には、血液透析のほか、血液濾過、

血液透析濾過が含まれる」「血液濾過術は、腎不全のほか

急性膵炎、劇症肝炎の患者にも算定できる」

（主語の血液浄化は医工学治療的）

回答
人工臓器から医工学治療への概念上の移行

cf. 日本透析医会Consensus Conference 2001

「健康保険適用を視野に入れた血液浄化療法の系統化」



（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
など



EBMは、絶対的か？



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

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。

1.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．患者の価値観を重視
→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。



では、科学的の本態は、

どんなものか？



012-052



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

cf:科学的でないものを排除

（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



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。



（019－036） 科学における過度の単純化

ニュートン物理学はアインシュタインによってひっくり
返されたが，ほとんどすべての用途にとって、いまな
お優れた近似値となっている。どんな物理学者も，

ＮＡＳＡがニュートン物理学を使って離昇の力やス
ペース・シャトルの軌道の計算をすることには反対し
ないが，しかし厳密にいえば，これは計算を適切なも
のにするために誤った理論を意図的に使用すること
である。

（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。p141,青土社、東京、2000）



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）)



（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

（養老孟司：日本人の身体観の歴史、p87、法蔵館、京都,1996）



身体を「哲学的に見る」とすれば，それは，歴史性・社会性を
「排除し」，哲学的に「まとめる」だけなのである。

「科学的に見る」というのも，これと全く同じ。。。科学にはさら
に明瞭に排除の意識が働いている。科学はあらゆる情動を
排除し，あらゆる「主観性」を意図的に排除するから。。。

cf. 排除の論理は、科学的であることの特性
排除は、自己規定の必然的結果

（養老孟司：日本人の身体観の歴史、p114、法蔵館、京都,1996）

(022－004)

哲学的に見る



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）



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）



（０１９－０２６）
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015-006 科学が求める真なる理論

科学において探し求められているのは，真なる理論で

あるｰ真なる言明，つまりわれわれが生きるこの世界の

何らかの構造的属性についての真なる表現である。

そうした理論・言明の体系が，道具として使われることは

あるかもしれない。

だが，科学において探し求められているのは，

有用性よりも真理である。真理への接近，説明力，

問題を解決する力，そして理解なのである。

( 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、p56、岩波書店、東京、2003）)



科学の進歩には、

非科学的な直観が必要という矛盾



直観の重要性 004030

科学の進歩には、直観が必要。

科学の進歩とは、直観による仮定（＝発想）を

追試し、証明することである。

しかし、現代科学は、直観を説明できない。

すなわち、直観は非（現代）科学的である。

（現代）科学とは、きわめて限局された領域 （パラ
ダイム）において通用する論理と認識すべきである。



017－020



017-016



017－017



017－018



012-036



015-001 知性と科学理論

カントは，自然科学を実在論的に解釈しながらも，
科学理論を単なる自然の記述，つまり「先入見」なしに
「自然という書物」を読んで得られた結果としてではなく，
むしろ人間の精神の産物である」と洞察した。
「知性は，自然から法則を導きだすのではなく，法則を
自然に押しつける」。カントのこの秀逸な表現を，わたしは
「知性は，自然から法則を導き出すのではなく，うまくいくか
どうかは別として，自ら自由に発明した法則を自然に押し
付ける。」と改善しようとした。
ｃｆ：理論に整合しない自然現象という表現

（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、p6、岩波書店、東京、2003）)



医療の量と質は、QOLで評価



010-022



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）



009020



(009-001) 医療の量と質

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



(022－019) 量と質から世の中をとらえる

（いまの社会調査は）量的調査が中心で，質的調査に関して

不十分。。。

「量的調査」とは，結果を数字に。。。例えば5段階で答える。
「質的調査」は，語りに耳を傾け，会話や行動観察。。。

日本における社会調査の始まりは，明治時代のルポルタージュに

見るいわば質的研究であったが，昭和に入りアメリカから量的調査

の手法が輸入されると「科学的調査」の枠外に。。。

世の中の現実をみると，「量から質化」の二分法ではないのだろう。

cf : EBMに対するcounter conceptとしてnarrative-based medicne

（鈴木京一：朝日新聞2006年4月13日夕刊2版14頁）



医療の提供する側と

供給される側の隔絶



(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



Informed Consentに対する医師と患者の意識の差
015-052 朝日新聞2005年夕刊2月26日3版10頁



QOLは、科学的だけでは

評価できない



010-019



010-018010-017



010-022



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）



足るを知る 005029

欲望の深さは体力に比例する。日本人は「足るを知る」

民族である。近年の経済不況の根本的遠因は、多くの

日本人はそこそこ満足しているという心のあり方が存在す

ることは否定できない。

中国人やヨーロッパ・アメリカ人と接して感じることは、彼ら

の体力の強靱さである。そして尽きることのない欲望の

深さである。。。。

縄文の森の文化を基層にもつ森の民の欲望は浅く、

やさしさに満ちあふれている。。。

ｃｆ：足るを知っていた？ cf:足が満ちるとsatisfaction？

（梅原猛：日本の深層、p436、小学館、東京、2000年）



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）



グローバル化は退潮 002-014

グローバリズムの理想がテロの衝
撃だけで崩れたわけではない。。。
もともと強大なシステムは完成に
向かうほど脆弱になる。。。グローバ
リズム化は世界を普遍的な文化で
覆いつくそうとし、その結果、多様な
文化間の矛盾や葛藤を消し去る。と
ころが矛盾や葛藤のない文明は生
命力も失ってしまう。。。異質な文化
や価値を見失ったグローバリズムな
世界が不安定になるのは宿命だ。。
。貧しい国の人々の憎悪は搾取だ
けに原因があるのではなく、屈辱感
によるものだ。
(ジャン・ボードリヤール：朝日新聞

(夕刊)文化、2002年11月7日、2版13頁)



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）



真の医療の発展を



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。

＃政治的とは、隠れ献金で動くこと

馬鹿にするな！！！



自然状態では，養い切れない子を抱えた親は，孫をたくさん
もてず、遺伝子は将来の世代に引き継がれることはない。

自然界には福祉国家など存在しないので，産子数に対して
利他的な自制を加える必要はない。自制を知らぬ遺伝子は，
ただちに罰を受け，その遺伝子を内蔵した子供たちは飢えて
しまう。

われわれは，家族を経済的な自給自足単位とすることを廃
止して，国家を経済単位にした。。。福祉国家は，これまで動
物界に現れた利他的システムのうちおそらく最も偉大なも
の。。。利他的システムは，本来不安定で，それを利用しよう
と待ち構える利己的な個体に濫用される。。。

（Richard Dawkins：The Selfish Gene、1989（日高敏隆・岸由ニ・羽田節子・垂水雄二訳：
利己的な遺伝子、科学選書9、p184、紀伊国屋書店、東京、2003））

016ｰ027 福祉国家は不自然



医療サービスの特徴 006026

1）不確実性の存在：消費者は自分の健康状態について不確実。将来医療をどれ
だけ必要とするかについても不確実。供給サイドにも不確実性。治療の予想される
結果について知ることができない。医師自身が治療の結果を確実に予想することは
困難。

医療市場における失敗を補完するために，政府による規制・制度的な要因が必要。

2）医療保険の存在：消費者が直面する不確実性に対して医療保険が重要な役
割。

日本の社会保険方式では，医療費の一部負担によって医療サービスを消費。結果
的に標準的な経済分析で期待されるような価格の効果を弱める。診療報酬制度は
医療の種類・診療の価格を規定したもの。

3）情報の問題：医師は患者に比べて医療知識いう情報を非対称的に多く保有して
いる。消費者主権の原則が成立しない可能性。

4）競争の制限：競争制限的な規制の存在。例えば，医療専門職の免許制度・医療
機関の広告規制・医師に求められる倫理的な行動など供給者が互いに競争すること
を制限。

（漆博雄編著：医療経済学、p11、東京大学出版会、東京、1998）



クリニカル・パス
低質医療 ⇨ 向上
医療の標準化 ⇨ 平均化
上質医療 ⇨ 劣等化

高度先進化を阻害
クリニカル・パスは、機械部品製作の思想
＃人間は、均一的な部品の集まる機械ではない、
＃多様・多彩に反応するホリスティックな存在
＃肉体的・精神的・社会的・宗教的・倫理的。。。
＃バイトの低技能者を集めてハンバーガー・フライド
チキンを作る思想。マニュアルにそのまましたがえば、
最低限のジャンクフッドはできる。医療は、アラカルト
料理であるべき。

cｆ： tailored medicineの思想は、anti-標準化

(010－006) 医療の標準化は高度先進化を阻害



科学的だけでは、

真の医療の発展はない



科学と科学技術の限界 007010

第1の限界：科学の使命は，自然現象の中に規則性を認め法則を見い
だすこと，自然を超えて科学することはできない。科学が見いだした法
則を意識的に活用し，人類の福祉に役立たせるのが科学技術。
科学技術がいかに進歩しても科学の限界を破ることはできない。
第2の限界：どのように優れた法則でも，実証された範囲を著しく超え
た判断・予測をすることはできない。既知の法則で律しうる自然現象の
範囲はごく限られている。
第3の限界：自然科学は数学的な基盤の上に組み立てられ，相当部分
に統計的手法が用いられている。個々に関することや、普遍性が認め
られていない超常現象と呼ばれる事象を研究の対象とすることはでき
ない。
第4の限界：科学は．医療の可能性・死の可能性について確度高く予
測する。一方では，患者・家族は可能性に希望をかける。予測を客観
的に見るか，主体的に見るの違いによって問題が起こる。科学や科学
技術は客観的立場に立つもので，主観的立場にに立つものでない。

（泉美治：科学者の説く仏教とその哲学、p223,学会出版センター、東京、1992年）



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 etc

広義の医療、最近では、統合医療



あらゆる領域に諸学の統合 009010

例）エネルギー利用にかかわる地球温暖化：極めて長期的・
複雑な現象

仕組みの解明：自然科学的手法で可能

発生原因・緩和策：

技術と経済がかかわる。機械とお金の動きが必要。

複雑さは増すが、定量的評価が可能・

工学的手法が有効

環境問題： 生活様式・政治的意志決定が加わる

複雑さは、格段に増す

諸学問分野を統合した総合的手法が必要



科学の分化と統合 003010

近近代科学は、字義通り専門各「学科」に分化し、発展してきた。

直近、半世紀の諸科学の展開は、ひとたび細分化され、疎遠になり
つつあった諸分野が新しい統合へ向かい、全く斬新な問題意識で人知
の進歩への展望が開けつつある。

再統合の動機：

学問内在的必要性；ex.物理学・化学・生物学の融合
社会的・実践的要請；ex.環境科学
統合・学際化のレヴェル：

主として、学界・研究者集団のレヴェル

稀に、学際的な洞察と学殖をもつ個人、

ダヴィンチの再来は不可能

（科学は人間を幸福にするか：碧海純一・大熊由紀子・加藤一郎編、勁草書房、東京、1989）



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。欧米では、1970年代？



(019-066) 科学専一主義的医療から
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



感性・心を科学的に扱うことで

新しいパラダイムの医療



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）



（019－061）（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）



科学的であることが、

絶対的価値を持たない現代



０１７－０２６



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）



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



科学だけで安全判断できない 011-007
(朝日新聞2004年5月18日12版21頁)



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。



医工学治療は2001年と2100年でで明らかに異なるとする希望的予測。
2100年には、血液浄化・人工心肺などは存在するか？臨床工学技士の関わり？

21世紀後半の腎不全治療を独断的に大胆予測すると！！
薬物治療・遺伝子治療などにより末期腎不全が存在しない可能性。

⇨末期腎不全になってもごく短期間の血液浄化。

⇩⇨ハイブリッド人工腎臓の完全植え込み型。

⇩⇨腎移植

すぐれた抗免疫薬により拒絶反応が完璧に抑制される。

遺伝子工学の応用により組織適合性は完全マッチ（拒絶反応がない）。

異種動物。クローン人間。

キーワードは、生物工学

技術的に可能なことは、なにをやってもよいか？

倫理的問題はどうなる？

20世紀型を引き継いだ21世紀医工学治療 002025



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）

医工学治療にも、統合医療的視野を

求められるべき21世紀型医工学治療 002025


