
補完代替医療 vs  統合医療



奇跡の補完代替医療

外気功



（012-020）

外気功

Spiritual healing,

奇跡的!!!

非科学的！！



(034-001-II)現代的医学・医療と補完代替伝統医療

＃医学 vs 医療
補完代替伝統医学はない：学理・学説がない

医療は、学術的（＝医学）でなくても成立する

医学は、医療技術なしには成立しない

＃科学的 vs 非科学的
現代的医学・医療は、

現代的科学に依拠し、科学的（とされている）

補完代替伝統医療のあるものは、

現代的科学では理解・説明できず、

その意味では非科学的



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）



015ｰ021             WHOによる伝統医療
伝統医療は，多様な文化的背景に根ざす風土固有の規範，信念，

経験に基づく，知識・技能・実践法が集約されたもの であり，その

体系が説明可能であるかによらず，人々の健康維持とともに，

身体的・精神的病いを予防，診断，改善あるいは治療する手段として

利用されてきたものである。

Traditional Medicine (TRM) : Traditional medicine is the 
sum total of the knowledge, skills, and practices based 
on the theories, beliefs, and experiences indigenous to 
different cultures, whether explicable or not, used in the
maintenance of health as well as in the prevention, 
diagnosis, improvement or treatment of physical and 
mental illness.

（General Guidelines for Methodologies on Research and 
Evaluation of  Traditional Medicine, WHO/EDM/TRM/2000）



015ｰ024              WHOによる相補・代替医療
「相補医療」あるいは「代替医療」という用語は，いくつかの
国では「伝統医療」と区別なく用いられてきたものである。
それらはその国独自の伝統様式に属さず，既存の支配的な
ヘルスケア・システムにも統合されていない，ヘルスケア
実践の広範体系である。
Complementary/Alternative Medicine (CAM) :The terms 
"complementary medicine" or "alternative medicine" are 
used inter-changeably with traditional medicine in some 
countries. They refer to a broad set of health care 
practices that are not part of that country's own tradition 
and are not integrated into the dominant health care 
system.

（General Guidelines for Methodologies on Research and 
Evaluation of  Traditional Medicine, WHO/EDM/TRM/2000）



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）



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

016－001



(027－026)代替医療の医療システムにおける問題

(1)代替医療を実施することへの免許・資格制度のあり方
(2)代替医療についての医療保険・医療保障上の位置付け

（広井良典：ケアのゆくえ 科学のゆくえ、p70、岩波書店、東京、2005年）



(027－029) 日本における代替医療政策の課題

1.鍼灸などについての公的医療保険上の位置付けの見直し：
現在の医療保険制度では，鍼灸などは療養費という副次的・周辺的な
形で位置づけ。償還療養費もきわめて低額。

2.医師が行う鍼灸などの診療についての診療報酬上の評価：
現行の診療報酬ではこれらの療法は評価されていないので医師は無
報酬。

3.鍼灸師などの養成・資格制度の見直し：
中国・韓国においては，その国の伝統医学を行う専門職が医師と同等
の教育年限での養成。医師と同等の教育年齢を持つ専門職の養成が
必要。

4.代替医療の費用対効果や政策対応等に関する調査研究への公的
支援：

（広井良典：ケアのゆくえ 科学のゆくえ、p76、岩波書店、東京、2005年)



(038-004－II) 日本の社会保険にもある
補完・代替医療

医科点数表の解釈（社会保険研究所・平成14年4月
版第8部 精神科専門療法 I 004 心身医学療法
注１．精神科を標榜する保険医療以外でも算定可

(1) 心身医学療法には、自律訓練法・カウンセリング・行動療法・催眠
術・バイオフィードバック療法・交流分析・ゲシュタルト療法・生体エネル
ギー療法・森田療法・絶食療法・ 一般心理療法及び簡便型精神分析
療法が含まれる。

(2) 当該療法に習熟した医師によって行われた場合に算定する。
第10部 手術 K 551 開心心臓マッサージ

K 624 胸管ドレナージ：尿毒症に対する

療養担当規則 第2章 第18条 （特殊療法等の禁止）

保険医は、特殊な療法又は新しい療法等については、

厚生労働大臣の定めるもののほか行ってはならない。



（広井良典：ケアのゆくえ 科学のゆくえ、p71、岩波書店、東京、2005年）

(027－027)欧州における代替医療の免許制度



（広井良典：ケアのゆくえ 科学のゆくえ、p73、岩波書店、東京、2005年）

(027－028)欧州における代替医療の医療保険



外気功の

現代医学的解釈



(026－018) ラポール（rapport）
Freudの源流となったMessmerの動物磁気説の中での概念。
精神科の医者の間では日常語として使っている言葉。。。言
葉を使わないで患者と治療者の間で気持ちが通じ合うような
現象。Messmerの磁気・治療を受けにきた個人の磁気が，
宇宙の磁気と感応しあって動物磁気の治療が成立すると考
え，人から人への感応をラポールと呼んだ。。。

ラポールは1つの感覚で，個人の感覚というより共通感覚に
直接つながる二人で共有する感覚。。。

ref:気が合う・気が通う ref:placebo効果
ref:政治家・役者・歌手の存在感、カリスマ性
ref:vibrational medicine

（木村敏：生命の文化論、芦津丈夫ら編、 p160、人文書院、京都,2003）



(019－019) 共通感覚論

共通感覚を奪われた人間とは，まことに，論理的に考える

ことのできる動物以上のものではない（H。アーレント）。
青年たちは，なによりもセンスス・コムーニスのうちで教育

されるべきである（ウィーコ）。

五感の形成は，現在に至るまでの全世界史の一つの労作
である（マルクス）。

共通感覚とは，他のすべての人々のことを顧慮し，他者の
立場に自己を置く能力である（カント）。

音楽を聴いても，いろいろの音が耳の中に入り込んでくる
だけで，何の意味もないんです（離人神経症者）

（中村雄二郎：感覚と生命。生命の文化論（芦津丈夫ら編）、p155、人文書院，京都，２００３年）



補完代替医療の本質

治癒能力の賦活化

自発的

自動的



(023－008)



(026－004) 自分の中に治す力

だれでも自分の中に治す力を秘めているのであり，
それが活発になるよう手を貸すのが治療師（ヒー
ラー）なのだ。「健康を保つのに一番必要なのは人生
に対して肯定的な態度をとることである。否定的な態
度とストレスがほとんどの病気の根底にある」

（Shine B : Mind to Mind,1989
（中村正明訳：スピリチュアル・ヒーリング、p244、日本教文社、東京、1991））



(022－040)



(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)



(035-034-II) 統合とは何か

integration, integrate
＃ （部分・要素を）全体にまとめる、統合する

~integrates several ideas into one’s own 
philosophy
＃積分する

→次元が変わる
速度＝∫t=0

t=T加速度・dt 距離＝∫ t=0
t=T速度・dt

科学scienceとは分析・分化すること：
分化scienceと統合philosophyによって、

進化が起こる



(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



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、学際的な洞察と学識をもつ個人、

ref : multidisciplinary→interdisciplinary→transdisciplinary
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）



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



諸学は統合へ 009009

周辺関連科学の進歩

↓ 触発
現代医学 人間 人間×

↓ 分析的に解析・解明 ↑ 集合
臓器・器官・組織・分子・遺伝子

↓ 生命の不在・理解不能

人間を科学的・哲学的・宗教的・芸術的 etc統合的に視て理解可能

「全体は部分の集合にまさる」（パスカル）

「自然のシステムはすべて全体。。。互いに依存し合う。。。

全体の性質は単なる部分の総和とは異なる」（カプラ）



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、科学的なものの実態



（毎日新聞 ２００７年２月７日１１版２０頁）

（０２７－０１５）教室にニセ科学



(026－043)

反「水からの伝言」に檄
（稲葉振一郎：朝日新聞2006年12月11日夕刊2
版12頁）



(027-059)



古代ギリシャの哲学:
宗教と科学を区別せず。。。

ものごとの起源・源泉・本性を考え,知識はどうすれば確実に
獲得されるかを考え,理性と言語のはたらきを考え,個人・社会
のあるべき作動ぶりについて考えた。

今日では:
科学は、みずからを哲学から分離し、多くの科学者は哲学的な
省察に時間を費やさない。理解は知識の蓄積に取って

代わられ。。。意味をもたない、理解をともなわない知識と

なってしまった。

ref : 現象論のみ、no discussion

(FD Peat:Synchronicity(管啓次郎訳:シンクロニシテｲ:p319,朝日出版社、東京、1998))

今日の科学 001-018



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）



疑似科学の特徴 011ー038

疑似科学の2つの条件：「科学のようで」「科学でない」

「科学のようで」

その分野の研究者たち自身は自分たちのやっていることが科学的で

あると主張，少なくとも科学の装いをまとっていること。。。

「科学でない」

その分野の中心的な主張が正統科学から否定されている。。。

cf:精神分析の仮定する心の深層は科学の側。。。
cf:創造科学・占星術・超心理学・神による種の創造・惑星の位置と
地上の出来事との因果関係・超能力の存在・気の流れによる

人体の説明などは疑似科学に分類

（伊勢田哲治：擬似科学と科学の哲学；p6,名古屋大学出版会、名古屋、2003年）



（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）



（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）



（025－010） 物質の同一性は共同幻想

物質の同一性いえども，実は恣意的な同一性でくくっている
にすぎないのかもしれない。火星のH2Oも，地球のH2Oも実
は同じでないかもしれない。H2Oがインバリアントでユニバー
サルな存在だというのは，科学者世界で共有されている一
種の共同幻想。。。

人間は世界をある同一性と差異性に分けずにはいられない
存在である。しかし，その分け方に根拠はない。19世紀から
20世紀にかけて科学が発達し，科学は役立つもの，正しい
ものと考えるようになって以来，人々は，科学が作った恣意
的な同一性を真理だと勘違いするようになった。
Ref : 重水・重水素
（池田清彦：さよならダーウィニズム。講談社選書メチエ120，p230,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）



(026－017) 科学は、ずるい学問

科学という学問は，ずるい学問で，哲学のように正し
い答えを求める学問ではない。仮説をたててそれを
実証していくことの積み重ねが答えへとつながってい
く。。。科学は真理を追究するといわれるが，具体的
対象と方法論が存在し解けるものを解いてゆく。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。。。
Ref : 問題解決を先送り
Ref : 先行的了解事項

（中村桂子：生命の文化論、芦津丈夫ら編、 p51、人文書院、京都,2003)



(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）



(028－061) 「客観的」科学と「主観的」価値

多くの人が，「客観的な」科学と「主観的な」価値を区別することは，疑
う余地もないことだと。。。価値は願望，愛情という人間の心の中の感
情から生まれたり，非論理的な個人的経験や，集団の伝統にかかわ
る深い形而上的信念の中に生じたりすると考えられている。科学は、こ
れらの評価の仕方やその結果には全く関知しない。ただし，科学的知
見が，不合理で主観的な価値を認識，理解するための技術上の手段
や情報として役立つかもしれない。しかし，現代の科学はさまざまな点
で価値判断と深く結び付いており，科学が世界を見る唯一の客観的方
法であるということは疑わしい。一方に科学のいう「現実，特に自然に
対する客観的で，価値という尺度のない概念と説明」があり，もう一方
に「主観的価値」がある。自然科学が多くの点からみて価値に依存して
おり，また自然科学自体が価値に影響を与えている。。。

（ルートヴィヒ・ジープ：科学と社会的価値

スピリチュアリティといのちの未来。島薗進ら監。p217,人文書院、京都、2007年）



(037-004-II) 科学的事実の危うさ

科学的事実：

絶対的ではない；科学の領域に限局されている

事実；そのときの状況におけると限定される

なぜなら、新事実が出てくるから。。。

科学的真実：

事実よりは、真理にちかい？

科学的真理：科学に限定された真理

絶対的真理：時・所・機会から独立

存在するのだろうなぁ！！



（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



科学者の実態



(035-010-II) 知ることは、潜望鏡を上げることに似てる

ー知るほどに視野が広がり、知らないことが多くなるー

潜水艦の中は、限られた世界

潜望鏡で世界が広がる

でも、さらに上層に別の海面が。。。



（０３５－０１１－II) 識るとは、知らないことを識ること

The more you learn, the more you know a little.
As learning more, you learn how little you know.

歳をとったら、世の中のことが

だんだんと良く分かるようになると

思っていたのに、逆に、分からない

ことが多くなってきた。



科学者は、“科学”という蛸壺の中の蛸
外にもっと楽しい所があるのに、出て行こうとしないで、底にへばりつく。

満足！満足！
足が沢山



(035-016-II)       蛙は、なぜ大海を知らないか？

問い：井戸の中の蛙は

なぜ大海を知らないか？

答え：知る必要がないから。。。

知っていても、

塩水に住むことができない

知ろうと、知るまいと、

要らないお世話だ

諺には、訳の解らないものがある。
犬も？犬が？



015ｰ016 パラダイムの変革

世界はパラダイムの変革とともに変わる

わけではないが，その後の科学者は

異なった世界で仕事をする。

（Kuhn TS:The structure of scientific revolution,1970

（中山茂訳：科学革命の構造、p137,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ｰ019           科学者たちは移動しない

ダーウィン（「種の起源」の中で）

「私はこの本に述べた見解の真理性を確保しているが。。。
多年の間，私と反対の観点から多量の事実を見てきた練達
の博物学者を説得できるとは決して思っていない。。。しかし，
私は将来に，両者を公平にみうる若い新興の博物学者たち
に期待を寄せている」
マックス・プランク（「科学者の自伝」の中で）
「新しい科学的真理は，その反対者を説得し，彼らに新しい
光を見させることによって凱歌を上げるものではなくて，
むしろ反対者が死に絶えて新しい世代が成長し，彼らに
当たり前になってしまうときにはじめて勝利するのである。」

（Kuhn TS:The structure of scientific revolution,1970

（中山茂訳：科学革命の構造、p170,みすず書房、東京、1971））



統合医療の本質



(035-009-II) paradigm shift でなくparadigm expansion

隣の井戸に移ろうか？

いっそのこと、広い池に。。。

Paradigm shift Paradigm expansion

科学者は、“井の中の蛙”

multi-, inter-ではなく、

transdisciplinary



(037-003-II) ホストコンピュータシステム
-階級制度的hierarchism-

Ref :権威主義的

上位下達は大きく、

上申は小さく

年功序列

医局制度 etc.

大容量ホストコンピュータ

末端

コンピュータ

科学的医学・医療

鍼灸

アロマテラピー

温泉療法

気功



(037-002-II) インターネット－平等な立場でのネットワーク－
網の結び目は、みな対等→New Age思潮をback-up support

InternetからTransnet(?)へ

transpersonal心理学 :interdisciplinary→transdisciplinary, international→transnational

あらゆる権威の崩壊:

科学の権威も喪失

医局制度だって！！

ヴァチカンが気にする new age

科学的医療

鍼灸

ハーバルメディシン

温泉療法



(035-001-II)  ニューエイジ（New Age）の意味

第3千年紀（third millennium）は、単にキリスト誕生の2000
年後に到来したわけではない。

占星術師が、魚座‐キリスト教の時代‐が終わりに近づき、
新しい時代（New Age）の水瓶座の時代が間近に迫ってい
るとするから。。。

Jesus Christ-The Bearer of The Water of Life-A Christian Reflection on The “New Age”（教皇庁文化
評議会/教皇庁諸宗教対話評議会。カトリック中央協議会司教協議会秘書室研究企画訳：ニューエイジに
ついてのキリスト教的考察、ｐ12、カトリック中央協議会、東京、２００７年）



(035-002-II) ニューエイジ（New Age）が、
人々を引き付ける理由

現代、人々が、とくに自分のアイデンティティに関して、確実
性と不確実性の間を揺れ動いて。。。

キリスト教は父権的で権威主義的。。。政治体制が世界をよく出来ない。
正規（正統的？）な医療は効果的に治療できない。

かって社会の中心を占めていたものが、真の意味の権威を
失い。。。人々の内面・自分自身の中に意味・力を求める傾
向。。。代替的への探求も。。。

1970年代の無秩序・混沌として生活は、規律と構造への探
求に。。。大流行のさまざまな「神秘的」運動の中心的要
素。。。
Jesus Christ-The Bearer of The Water of Life-A Christian Reflection on The “New Age”（教皇庁文化
評議会/教皇庁諸宗教対話評議会。カトリック中央協議会司教協議会秘書室研究企画訳：ニューエイジに
ついてのキリスト教的考察、ｐ13、カトリック中央協議会、東京、２００７年）



(035-018-II)   ニューエイジは、生活の「新しいパラダイム」

穏健で、一般的な未来像

異なる諸宗教と並ぶ地球的なスピリチュアリティ

地域の政治制度を補完する地球的な政治組織

より参加的・民主的、

コミュニケーションと教育を重視するグローバルな経済組織

専門的な医療と自然治療を組み合わせた混合医療

より両性具有的な自己理解

科学・神秘主義・科学技術と環境保護を統合するさまざまな方法

ニュウエイジに流れ込む広い伝統：

古代エジプトのオカルト儀礼・カバラ思想・初期キリスト教時代の

グノーシス主義・スーフィズム・ドルイドの伝承・ケルトキリスト教・

中世錬金術・ルネサンスのヘルメス主義・禅仏教・ヨーガなど
（Jesus Christ-The Bearer of The Water of Life-A Christian Reflection on The “New Age”
（教皇庁文化評議会/教皇庁諸宗教対話評議会。カトリック中央協議会司教協議会秘書室研究企画訳：
ニューエイジについてのキリスト教的考察、ｐ28、カトリック中央協議会、東京、２００７年）



(035-021-II) パラダイム転換

アメリカの科学史研究者トマス・クーン：

パラダイムとは，「ある集団の成員によって共通して
もたれる信念・価値・テクニックなどの全体的構成」（）

パラダイムの転換の結果，段階的な展開ではなく，
観点の完全な変革。。。転換は実際に革命。競合す
るパラダイムは通約不可能であり，共存することがで
きない。進行しているのは，世界観の根本的な変化。

ニューエイジとキリスト教をという二つのものの見方
を調和させることは不可能。
（Jesus Christ-The Bearer of The Water of Life-A Christian Reflection on The “New Age”
（教皇庁文化評議会/教皇庁諸宗教対話評議会。カトリック中央協議会司教協議会秘書室研
究企画訳：

ニューエイジについてのキリスト教的考察、ｐ29、カトリック中央協議会、東京、2007年）



（０３５－０２7－II) ニューエイジ運動は市場原理に適応

ニューエイジが広まったひとつの理由は，経済的に魅力的な商品。。。
ニューエイジは，市場原理を宗教現象に適用することによって造られ
た商品の名称。。。人々の霊的欲求から利益を得ることが常に図られ
ている。。。マスメディアの情報によって作られ，育まれるグローバルな
商品のひとつ。。。大衆向けの出版物とマスメディアが，「信者」や同調
者の抱く共通の思想をほとんどがあらゆる所に速やかに広めるために
役立つ。。。ニューエイジは緩やかな形の「共同体」。。。大流行したの
は，それが信仰・セラピー・実践を緩やかに組み合わせたものだから。。
しばしば，ニューエイジが示すものは「スピリチュアル」だといわれる。。。
けれども多くの「消費者」が考える以上に，特定の東洋宗教との密接な
つながりが見られる。。。

（Jesus Christ-The Bearer of The Water of Life-A Christian Reflection on The “New Age”
（教皇庁文化評議会/教皇庁諸宗教対話評議会。カトリック中央協議会司教協議会秘書室
研究企画訳：ニューエイジについてのキリスト教的考察、ｐ63、カトリック中央協議会、
東京、2007年）



(035-028-II)スピリチュアリティとしてのニューエイジ

ニューエイジは，しばしば「新しいスピリチュアリティ」といわ
れる。新しいとは，西洋文化とそのユダヤ・キリスト教的起源
の代替を自覚的に探求していること。。。その際，スピリチュ
アリティは，実在全体との内面的な調和と一致の経験をさす。
この経験が，自分が不完全で有限であるという人間の感情
をいやす。。。人間は，自分が宇宙の聖なる力ないしエネル
ギーとつながっていることを発見。。。そこから生まれるのが
「宇宙的な神秘主義」

（Jesus Christ-The Bearer of The Water of Life-A Christian Reflection on The “New Age”

（教皇庁文化評議会/教皇庁諸宗教対話評議会。カトリック中央協議会司教協議会秘書室

研究企画訳：ニューエイジについてのキリスト教的考察、ｐ66、カトリック中央協議会、

東京、2007年）



(035-031-II) 相違をあいまいにするニューエイジ
現実に存在する相違を意識的・意図的にあいまいにしようとする。

創造主と被造物。人間と自然。宗教と心理学。主観的現実と客観的現
実。

理想は，分裂の問題を乗り越えること。しかし，ニューエイジの理論に
よって実際に行われるのは，西洋文化の中で常に明確に区別されて
きた要素をことごとく「融合」すること。「混同」と呼ぶ方が正確。

過去の時代の，絶対的な確実性に対する自信が，ポストモダンの時代
に失われたことを反映。人々は，時として非合理的なものへと逃避。

Ref : 融合・混同→統合
Ref : borderless
Ref : 非合理→非科学的

（Jesus Christ-The Bearer of The Water of Life-A Christian Reflection on The “New Age”
（教皇庁文化評議会/教皇庁諸宗教対話評議会。カトリック中央協議会司教協議会秘書室
研究企画訳：ニューエイジについてのキリスト教的考察、ｐ101、カトリック中央協議会、
東京、2007年）



わが国の統合医療を

発展させるための活動



016－022

2005年4月15日

一ツ橋学士会館



016－021



016－026



016ｰ025 統合医療に関する国の取り組み

2005年7月21日
衆議院第一議員会館

文部科学省
平成17年度：和漢薬に関する学理及びその応用の研究（富山医科薬科大学和漢薬研究所）
平成18年度予定：代替医療の科学的評価手法の開発 漢方脈診診断法のカオス回析と科
学化 国際統合医療研究・人材育成拠点の創成 先導的健康長寿学術研究推進拠点
東洋の知に立脚した個の医療の創成 ストレス制御を目指す栄養科学

厚生労働省
1．平成18年の調査研究について
（1）厚生労働科学研究 統合医療に関する研究事業の創設：
(2)現在行われている研究の継続：がんの代替療法の科学的検証と臨床応用に関する研究
脊椎原性疾患に対する適正な施術の在り方に関する研究 生薬及び漢方処方の科学的
品質保証に関する研究 一般用漢方処方の見直しに資するための有用性評価手法
及び安全性確保等に関する研究

2．国立統合医療研究所設置について


