


医療とはなにか？

医療の持つ意味はなにか？



(023－008)

現代的解釈：

治癒；自発的・自動的

医療；自発的治癒能を活性化



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



015-008 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



013-049 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霊性的・宗教的

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



宗教とはなにか？

霊性とはなにか？

宗教と霊性との関係は？

同じようで、同じでない？
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(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」。。。

（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）



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。

ref:日本の仏教は、儒教化仏教

（加地伸行：沈黙の宗教-儒教-、p21、筑摩書房、東京、1994）



儒教・仏教・道教の死生観 008019

儒教：招魂再生。招魂再生が目的ではない。その考えを基礎として、

現実に生きてあるうちに到達しようとする。目的は聖人。

死後は祖先祭祀によって生の世界に回帰。

仏教：輪廻転生。輪廻転生という「苦しみの連続」から解脱して、

仏となることが目的。生死を超えて仏になろうとする。

道教：不老長生。死生観自身が目的，達成できると仙人。

生死を一体化して仙人に成ろうとする。

（加地伸行：沈黙の宗教-儒教-、p48、筑摩書房、東京、1994）



独自の展開をした日本仏教 008020

中国から渡って独自の展開をした日本仏教。

信者たちは，教義論理は横に置いて，先祖の魂が畜生界・餓鬼界・地獄界に
いるなどとは絶対に思っていない。仏並みに極楽浄土に座しますと思っている。
あるいは，儒教風に祖先の魂は天上に浮遊したり，草場の陰にいると思ってい
る。時々は自分の家に帰ってくる。

その日は各個人としての命日であり，皆が一緒の時はお彼岸・お盆の時。祖先
に対して，儒教風の招魂再生の観念で接しているのであって，仏教風の畜生
界・餓鬼界・地獄界に苦しむ先祖の姿をイメージしてはいない。

（加地伸行：沈黙の宗教-儒教-、p52、筑摩書房、東京、1994）



(026-007) 自然宗教と創唱宗教
日本人の宗教心は，「融通」と「曖昧さ」に満ちている。。。

「特定の宗教」を基準にしている限り，とりわけキリスト教・イスラム教を念頭に
置く限り，日本人の宗教心を正確に理解することはほとんど不可能。。。

自然宗教と創唱宗教の区別が，日本人の宗教心を分析する上に有効。

自然宗教： 創唱宗教：

自然発生的 特定の人物が特定の教義を唱え，

信ずる人がいる

教祖・経典・教団を持たない 教祖・経典・教団によって成り立つ

無意識に受け継がれ，今に続く キリスト教・仏教・イスラム教・

新興宗教など

Ref:日本人の古来の心情は、非宗教的spirituality？
（阿満利麿：日本人はなぜ無宗教なのか，ちくま新書085、p010、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:外国では、無宗教は宗教を否定する意味
ref:非宗教的spirituality
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）



(026-012) 「宗教」という造語の陰に

現在の日本人が使う意味の「宗教」は，キリシタンの取り扱いをめぐって生まれ
た明治になってからの翻訳語。。。キリシタンは，維新政府になってからも，徳川
幕府と同じく禁制の対象。キリシタンが天皇の神聖を危うくするかもしれない。。。
列強諸国との外交を確立しようとするときキリシタン禁止令が大きな障害にな
る。。。明治政府は，禁制の高札を撤去してキリスト教の信仰・普及が自由に
なったかのように外国には説明し，一方国内的にはキリシタン禁制は周知のこ
とで，あえて高札を立てておくにも及ばない。。。ここに，「宗教」の用語が登場・
定着。。。この「宗教」が「創唱宗教」を意味して，「自然宗教」を含む言葉ではな
かった。。。日本人の多くが「創唱宗教」のの信者ではないという意味で「無宗
教」と称する理由。。。

（阿満利麿：日本人はなぜ無宗教なのか，ちくま新書085、p074、筑摩書房，東京，1996）



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
ref:隠れ信徒 隠れ補完代替医療信奉医療者は多い



013ー018 霊性の意義

霊性を宗教意識といってよい。。。

霊性に目覚めることによって初めて宗教がわかる。

普通に精神と言っている働きとは違う。

精神には倫理性があるが，霊性にはそれを超越している。

精神は分別意識を基礎としているが，

霊性は無分別智である。

霊性の直感力は，精神の直感力よりも高次元のもの。。。

（鈴木大拙：日本的霊性，p1６、岩波文庫，岩波書店，東京，1972（大東出版社、1944））



013ー025 霊性と文化の発展

霊性は民族がある程度の文化段階に進まぬと

覚醒せられぬ。

日本民族についても今日の日本民族の一人びとりが

みな霊性に目覚めていて，正しき了解者だというわけ

にはいかない。．．

霊性の覚醒は個人的経験で、最も具体性に富んだ

ものである。

（鈴木大拙：日本的霊性，p18、岩波文庫，岩波書店，東京，1972（大東出版社、1944））



013ー026      霊性と宗教意識

宗教というものから見ると，それは人間の精神が

その霊性を認得する経験である。．．

宗教意識は霊性の経験である。

（鈴木大拙：日本的霊性，p19.  岩波文庫，岩波書店，東京，1972（大東出版社、1944））



(026－025) 霊性についての個人的見解
１）霊性は普遍的である。ある一つの宗教，ひとつの文化，または一
つの集団に限られていない。２）霊性は人間的現象である。人間存
在の生得の自然な潜在能力。３）霊性の共通の核心は，内的，現象
学的レベルに見いだされる。霊性は無数の外的形態に現れるが，そ
の下には，聖なるものへの共通の切望，生の神秘に触れ，それを讃
えたいという普遍的願望がある。４）霊性の本質的性格は神秘的で
あり，霊性は魂に根ざしており，聖なるものの体験によって培われる。
５）霊性に結びついた一定の神秘的エネルギーがある。魂は，この
聖なるエネルギーによって養われると活発になり，人の存在は熱情，
力，および深さを吹き込まれていく。６）霊性の目的は同情である。
霊的生活は心の優しさから生じ，真正の霊性は他の人々への情愛
がある行為を通じて現れる。

（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、p45 、星雲社、東京、2000年）



(026－026) 霊性の構成要素(1)
1）超越的次元：－霊的な人は，人生には超越的な次元があるという，経験に基
づいた信念。。。目に見えるものが全てではないということ。。。

2）人生の意味と目的：人生には意味と目的があるという本物の感覚で実存的
真空をうずめた。。。

3）人生の使命：霊的な人は使命感を持っており，超越へと動機づけられて。。。
4）生の神聖性：霊的な人は，生は神聖さに浸されていると信じ，しばしば非宗教
的な境遇で畏怖・畏敬及び驚きの感覚を経験。。。

5）霊的価値対物質的価値：霊的な人は，究極の満足は物質的なものにではな
く，霊的なものに見いだされると知っている。

（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、p47 、星雲社、東京、2000年）



(026－027) 霊性の構成要素(2)
6）利他主義：霊的な人は，強い社会正義感を持ち，

利他的な愛と行為に献身する。

7）理想主義：霊的な人は，世界の改善に献身する夢想家で，高い理想に傾倒し，
人生のすべての面での肯定的潜在可能性の実現に献身する。

8）悲劇的なものへの自覚：霊的な人は，人間存在の悲劇的現実を厳粛に
意識。。。人間の苦痛・苦悩・および死についての深い自覚は深さを与え。。。

9）霊性の報い：霊的な人とは，その霊性が人生で、実を結んだ人である。

（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、p47 、星雲社、東京、2000年）



(026－028) 魂の定義

ギリシャ語で魂にあたる言葉はプシケpsyche，ラテン語ではアニマ
animaである。英語の魂soul自体は，息または生命力に関係があっ
た古英語sawol，およびアングロサクソンのsawalに由来する。
魂は感じられ，触れられ，そして知られることはできるが，決して定
義されることはできない。あらゆる概念的システムの網をすり抜け，
あらゆる科学的探検の目を逃れる。魂を知るためには，辞書や明示
的定義の中にではなく，美術館・詩の朗読・コンサート・舞台演技・シ
ンボル・儀式・ドラマ・親密な関係・想像的性質によりふさわしい他の
場所の中に探さなければならない。

（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、p58 、星雲社、東京、2000年）



中国：死者・死後の霊 cf.魂魄・気魄

鬼 日本：山で暮らす異種族恐れ・怒り・悲しみなどの感情を託す

存在。怨霊となって鬼に変わる。可愛い鬼も。。。

鬼 011-025
（朝日新聞２００４年８月５日１４版１２頁）



怨霊の力はすばらしい 011-028
(梅原猛：朝日新聞２００４年８月２４日、１２版３１頁)



怨霊の力はすばらしい 011-029
(梅原猛：朝日新聞2004年8月24日、12版31頁)

柳田國男：個人にして神になるには，
1．卓越した能力を持つ， 2．余執が残る形で死ぬ（怨霊）

ex）聖徳太子＝卓越した能力・子孫の惨殺と一家の断絶

柿本人麻呂＝歌の名人・流罪者/刑死者
菅原道真＝学問に卓越・えん罪で太宰府に流罪/死後怨霊
ref:徳川家康は、東照宮で神になっている？

怨霊を志願した千利休

利休の美意識は侘びさびを重んじる。秀吉は室内全体に金箔

「利休めはとかく果報乃ものそかし
菅丞相（かんしょうじょう ＝菅原道真）になるとおもへハ」（死の前の狂歌）

豊臣氏は秀吉の死後17年にして滅びた
利休の子孫であると3千家は今もなお栄えている

怨霊の力は素晴らしい
ref:恨み・辛み・妬み・嫉み。。。は、嬉しい・楽しい・褒める。。。より、

エネルギーが大きく、持続する（阿岸鉄三）



(026－029) 宗教的ではあるが，霊的ではない
組織宗教の信徒たちは，彼らの信仰は元々，その預言者の恍惚的
体験に基づいていたということをしばしば忘れる。

その人々の宗教的傾倒は，もはや真正の霊性の基準によってでは
なく，その宗教の信条的立場に一致する度合いによって判断される。
かくして，人が宗教的ではあるが，しかし霊的ではないことが可能に
なる。

ref:全人間に普遍的に共通するspiritualityは、成立・存在するか
ref:WHO憲章でspiritualityが店晒しになっている原因を考える

（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、p118 、星雲社、東京、2000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 intelligent 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）
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(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)



（027－056） 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)



（027－057） スピリチュアリティにためらい

。。。スピリチュアリティという言葉に。。。

とくにEBM(evidence-based medicine)が主流となろうと
する現代の医学・医療状況は，思弁を排する強い風圧が

あり，非科学的，というより迷信に類する印象を与える

この言葉は，格別使用がためらわれる。

(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）、p160、人文書院、京都、2003年)



(027－046) 基層的なスピリチュアリティ

スピリチュアリティ（霊性）を考えるとき，「いのち」の尊さの
感覚はその大きな一部。。。

基層的なスピリチュアリティは原理や理性のみに基づくとい
うより，感情や情緒を重視するものと理解される。支配した
り服従したりすることより、共感し支え合うことを，つまりタテ
の関係より，ヨコの関係を基盤とするものととらえられる。

仏教の慈悲・キリスト教の愛・儒教の仁・神道のまごころと
いった理念はこのような基層的なスピリチュアリティの各宗
教における表現。。。それは特定の宗教伝統とを結びつく

ことがなくても十分に伝えられ，育てられてきた。。。
(島薗進：先端医療技術の倫理と宗教。スピリチュアリティの現在（湯浅泰雄監修）、p108、

人文書院、京都、2003年



(027－032)

（広井良典：ケアのゆくえ 科学のゆくえ、p170、岩波書店、東京、2005年)



（027－058） スピリチュアリティは感覚

スピリチュアリティは、超自然的な力や存在に

自己が影響を受けている感覚

（小池靖：ニューエイジとセラピー文化－文化論の視点から。宗教と社会6；133，2000）



（027－061）スピリチュアリティの感覚面は
変性意識状態の一部分

変性意識状態altered state of consciousness,ASCの定義：
「人為的，自発的とを問わず心理的・生理的・薬物的，あるいはその他の手段・
方法によって生起した状態であって，正常覚醒状態にいるときに比較して，心理
的機能や主観的経験における著しい異常性や変容を特徴とし，それを体験者
自身が主観的に，もしくは他の客観的な観察者によって認知可能な意識状
態。。。運動や知覚，記憶，思考，

言語などの異常や機能低下，現実吟味力の低減などを意味して

いる。。。筆舌に尽くしがたい体験。。。」（斎藤稔正：変性意識状態に関する研
究，松籟社，1981年）
筆舌に尽くしがたいのであれば学問的検討の対象にしようがない。

(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）、p166、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)



（027－063） 共時性

共時性の定義：

共時性とは，ある複数の出来事が－心的出来事であれ外的出来事
であれ－時間的前後関係に基づく因果性によってではなく，同時発
生的に（主観の問題意識のレベルでの同時性であって，必ずしも客
観的時間の同時性ではない）によって結びつけられている場合に，
それらの出来事の根底に働いていると考えられる「非因果的連関の
原理」である。

共時的現象には非因果性・同時性・意味の一致の3つの要素が認
められる。
ref:情報伝達手段としての気

（渡辺学：ユングと自己の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）、p212、人文書院、京都、2003年)



（027－064） 集合的無意識

究極的には普遍的なものとしてとらえられる集合的無意識
とは，「すべての人間においてそれ自体同一的な心」なので
ある。それは，小宇宙としての人間と大宇宙としての世界の
根底にある「一なる世界」としてとらえられる。このレベルに
おいては心と世界とは唯一不二である。

Ref:一なる世界を流れる気

（渡辺学：ユングと自己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）、p212、人文書院、京都、2003年)



（027－065）ユングのスピリチュアリティ

ユング自身は，既存の宗教から独立したスピリチュアリティの可能性
を追求した。。。ユングがスピリチュアリティの問題を自己実現にとど
まらず，大宇宙との調和的な一致までを求めた。。。

他方で，西洋人が東洋のスピリチュアリティをそのまま真似ることに
対して警告を発している。。。その点で，無意識の文化的基盤として
の土着文化の優位を認めるとともに異文化と不用意に同化すること
の危険性に対する警戒感。。。

今日のグローバル化したニューエージ運動よりも保守的な側面を有
していた。。。

（渡辺学：ユングと自己の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）、p215、人文書院、京都、2003年



医療と宗教・霊性の関係



(026－041) 医療における宗教的側面・要素

医療 宗教vs.
宗教的側面

芸術的側面

科学的側面

etc.

医療

宗教的要素

芸術的要素

科学的要素

社会的要素

etc.

対置的・並立的に
外部にあるとするのではなく

医療における宗教的側面aspect、
宗教的要素componentのように
内部にあるとする。
内包的。

哲学的側面



015-040



015-042



016－007

癒しは、

医療の原点

祈りは、

宗教の原点

医宗同根

医宗合一



Geteilte Freude ist doppelte Freude,
geteiltes Leid ist halbes Leid.

（歓びは分かち合えば倍になり、

悲しみは分かち合えば半減する）

ref:キリスト教徒の懺悔
ref:話して、聞いてもらうと楽になる・癒される

ドイツの古い諺 002-001



（027－052）

(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）、p148、人文書院、京都、2003年)



(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）、p153、人文書院、京都、2003年)

（027－054）


