


人間は、過ちを犯すものである。



(024－001) 人間は過ちを起こす
man-machine interface（人間‐機械接面）
“過ちを犯すのが人間である。でも，過ちを避けるには。。。”

血液浄化について。。。人間の操作の確実性は血液浄化機
器の発達ほどには進歩していない。。。医療職という人間が
必ず機械との間に介在することが問題。。。機械の誤作動は
極めて稀で，人間が設定したように作動する。。。，人間が
誤った操作をすることはそんなに稀なことではない。繰り返し
の作動により，機械（パソコン）は学習（使用頻度の高い順に
動作を選択する）しても，人間のように過去の事象の組み合
わせからバーチャルな事象を創作することはあり得ない。

人間は，ある程度の予知能力を持ち，虚構を想像することが
できる。。。これを行ったらなにが起きるか予測する。。。

cf:回転ドア・エスカレーター問題
（阿岸鉄三：クリニカルエンジニｱリング15(5)：571,2004）



「事故多発者という見方から、

事故多発現象としてとらえる」
個人の問題とすると医療システム上の問題を見落とし，

医療全体の安全性が改善しない。

「ヒューマンエラーは，人間が生まれながらに持って
いる特性と，人間を取り巻く広い意味での環境が，

相互作用した結果，引き起こされたもの」

（河野龍太郎：ヒューマンエラーのリピータ。クリニカルエンジニｱリング15（6）：612 ，2004）

(024－008) ヒューマンエラー発生のメカニズム



(024－003) 事故多発者は死語

事故多発者という考え方自体古く死語。。。

事故防止の観点からは，特定の人間の特性を問題と

するよりは，人間を取り巻く心理的・物理的環境の

相互作用を含めた概念として事故惹起性accident 
liabilityの概念を取り入れた方がいいという主張もある。

cf:個人の問題とするのは避け、
システムの問題にすりかえるのは時代の風潮

結果的に、誰も責任を取らない

（河野龍太郎：ヒューマンエラーのリピータ。クリニカルエンジニｱリング15（6）：612 ，2004）



(024－004) パレートの法則

イタリアの経済学者パレートとが発見した所得分布

の経験則。別名「2：8の法則」。
約2割の高額所得者が社会全体の所得の約8割を
占めるという法則。

さまざまな現象にも適用できると考えられ，100匹
のアリのうちよく働く2割が全体の8割の仕事して
いるなどと使われる。

（河野龍太郎：ヒューマンエラーのリピータ。クリニカルエンジニｱリング15（6）：612 ，2004）



(024－005) 自動車事故の事故多発者の
１０のチェックポイント

1）軽率，落ち着きがない，おっちょこちょいで早のみ込み。
2）自制心がなく興奮しやすい，すぐカーッとなる（情緒不安
的，感情高揚型）3）自分勝手，他人への思いやりに欠ける，
相手の身になって考える能力に欠ける。4）でたらめな行動
が多く，他人とうまく協調しない。5）腕に自信があり，強がり
屋，スリルを求める，自己中心的態度（わがまま）。6）内気で
動作が鈍い（もらい事故が多い）。7）神経質的に小さなこと
にとらわれ，いつまでも気にする。8）順法精神の欠如，ス
ピード違反，規則違反をよくする。9）車の清掃をあまりしない。
10）だらしない身だしなみ，いい加減な態度。一般のさまざま
な場面にも応用できる。cf : 矯正・躾け

（垣本由紀子：事故多発者はどのような特性を持っているか。

安全運転の人間学，日本交通心理学会（編），p128-148，1982）



過ちを未然に防ぐために。。。



(024－010) 医療事故を未然に防止するために(1)

医療安全推進総合対策

～医療事故を未然に防止するために～

医療安全対策検討会議

平成１４年４月１７日

照会先)厚生労働省医政局総務課
医療安全推進企画指導係

URL:http://www.mhlw.gp.jp/topics/2001/0110/dl/tp1030-1c.pdf



(024－011) 医療事故を未然に防止するために(2)

目次

第１章今後の医療安全対策

１－１ 医療の安全と信頼を高めるために・・・・・・・・・ ２

（１）医療安全の確保 「人は誤りを犯す」

「責任追及より原因究明と防止」

（２）医療における信頼の確保

１－２ 本報告書における検討の範囲・・・・・・・・・・・ ５

１－３ 医療安全を確保するための関係者の責務等・・・・・ ６

（１）国の責務

（２）地方自治体の責務

（３）関係者の責務と役割

（４）医療従事者個人の責務

（５）患者に期待される役割



(024－012) 医療事故を未然に防止するために(3)

第２章医療安全の確保に当たっての課題と解決方策
２－１ 医療機関における安全対策・・・・・・・・・・・・１２

（１）基本的な考え方
（２）医療機関における適正な安全管理体制
（３）安全対策のための人員の活用
（４）標準化等の推進と継続的な改善

（クリティカルパス）インフォームドコンセント
（５）医療機関における医薬品・医療用具等の安全管理
（６）作業環境・療養環境の整備
（７）医療機関における信頼の確保のための取組

インフォームドコンセント
２－２ 医薬品・医療用具等にかかわる安全性の向上・・・・２５

（１）基本的な考え方
（２）医薬品における取組
（３）医療用具における取組



(024－013) 医療事故を未然に防止するために(4)

２－３ 医療安全に関する教育研修・・・・・・・・・・・・３３

（１）基本的な考え方

（２）卒業前・卒業後の教育研修の役割分担と連携

（３）教育研修内容の明確化と国家試験出題基準等での位置付け

（４）医療機関の管理者及び医療安全管理者に対する研修

（５）効果的な教育研修を進めるための方策

２－４ 医療安全を推進するための環境整備等・・・・・・・３８

（１）ヒヤリ・ハット事例の収集・分析・結果の還元等

（２）科学的根拠に基づく医療安全対策の推進

EBM (evidence-based medicine)
（３）第三者評価の推進

（４）患者の苦情や相談等に対応するための体制の整備

（５）関係者を挙げての医療の安全性向上のための取組



(024－014) 医療事故を未然に防止するために(5)

第３章国として当面取り組むべき課題・・・・・・・・・４１

１．医療機関における安全管理体制の整備の徹底

２．医療機関における安全対策に有用な情報の提供等

３．医薬品・医療用具等に関する安全確保

４．医療安全に関する教育研修の充実

５．患者の苦情や相談等に対応するための体制の整備

６．関係者を挙げての医療の安全性向上のための取組

７．医療の安全性向上に必要な研究の推進



(024－016) 医療事故を未然に防止するために(7)

概念整理と用語整理

2．医療におけるリスク・マネジメント
リスク・マネジメントの手法は，1970年代に米国で医
療分野へ導入され、当初は，補償や損害賠償による
経済的打撃を減らすことに重点。。。

近年では、医療に内在するリスクを管理し、いかに

患者の安全を確保するかに重点。。。

「リスク・マネジメント」は，「医療安全管理」と同義。。。



(024 －054)



(024－029)

人は、過ちを犯すもの ヒューマンエラーは、共有財産。個人名のない報告。

なにが、どうして、どうした、どうする。。。

起きた 解決 回避・予防

人は、同時に複数のことに集中できない



(024－030)

針抜く前に、採血・注射

財布・鍵束・パス・・・

個人の資質だって。。。

マニュアルは最低限の確認事項

Narrative based medicineが必要

Man-machine interface



(025－002) 回転ドア事故から学ぶ

機械の作動は正常だったのに。。。
＃回転ドアに男児が頭を挟まれ死亡。＃発車間際の電車のドアにベビーカーが挟まれた。
＃エスカレーター転がり落ちた小学生。＃イージス艦は小回りが利かない。阿吽の呼吸。

人間の機械への対応(man-machine interface)： 機器・機械の誤作動の頻度は極めて
少い。機器・機械を取り扱う人間の無理解・誤設定や、利用法に問題。

人は過ちを犯すもの：ヒューマンエラーの頻度はある程度まで減少。
ゼロにすることは不可能。

「あってはならないこと」：希望・幻想・虚構。現実的には，ある確率で「起こることが必然」。
経済性その他の要因によって歪められる可能性。

責任限界を常に明確に：医療処置・技術を施したらサイン、サインしたらすべての責任
はサインした人に。医療ミスはときに、医療スタッフ自身にも一生継続する責めの可能性。

機械の動作は限定的：パソコンの学習は、使用頻度から確率的に予測。
機械は自分で判断して作動することはない。

人を責める前に、自分で護る：
自己防御の努力を怠ると，ときに命にかかわることもあることを認識。

（阿岸鉄三：炉辺医話。Clinical Engineering15(9):958-960,2004）



医療におけるヒューマンエラーの実態は



(024－045) 透析医療事故防止のための
標準的操作マニュアル＃の効用

平成14年度の再調査
マニュアルの浸透度＝92.4％

認知度＝89％

平成12年度 14年度

空気を用いた返血操作 24％ 7.7％
治療終了後の静脈側回路を経由する輸液 35%   27%
血液回路を接続部のルアロック化 40%   95%

（＃平成12年度厚生科学特別研究班（主任研究者：平沢由平）：
透析医療事故防止のための標準的透析操作マニュアル，2001）



(024－038)

（篠田俊雄ほか：透析医療事故（透析装置および周辺機器の故障や操作ミス関連）の
実態及び標準的透析用血液回路に関する研究。日本透析医会雑誌20(2)：19，2005)

best

worst

１：１．６



(024－039)

（篠田俊雄ほか：透析医療事故（透析装置および周辺機器の故障や操作ミス関連）の実態
及び標準的透析用血液回路に関する研究。日本透析医会雑誌20(2)：19，2005)

worst

best
１：７．６



(024－040)

宇田真紀子ほか：透析看護度と適正人員配置基準に関する研究。
日本透析医会雑誌20(2)：81,2005

best

worst

１：９．２



(024 – 059)          透析施設における
災害時リスクマネージメント

特殊性：透析中、患者は血液回路に連結されている。

リスクマネージメントの要点：

機器は、固定しない

慌てるな、パニックにならないように。。。

緊急離脱する？ しない？

トリアージは必要

退避路の確認・確保

電話連絡＝緊急時伝言ダイヤルの活用

透析再開は、どうにかなる。。。、どうにかする



大切なのは、普段の心がけ



(024 – 060) 法の網の目を塞ぐ縦横の細かい網の目
－法令だけでは、ヒューマンエラーはなくならない－

法令・条例通達・指導・マニュアル

マナー

公序良俗

躾け

ルール・キマリ

人は、元来野獣。
cf : tamedは馴化。矯正は必要。
アヴァロンの野生児にしない。

ほぼ死語。
儒教的精神の回復
整頓・勤勉・倹約・親切・忠実・忍耐・惻隠の情など

小言・叱責は、その場・その時で

宗教

道徳
モラル

教育

法令etc.を土台で支えるinfrastructure

違反する
と罰せら
れること
も

罰則
なし

社会的制限・制約・抑制のヒエラルキー

など

作ってしまえばお終い、
体のいい責任逃れ

法の精神を教える



医師‐看護師
毎朝の透析室での
ショートミーティング
Ref:朝礼ではない

(024－050)



(024－051)

医師‐臨牀工学技士
毎朝のショートミーティング



(019－011) 朝日新聞（夕刊）2005年12月15日3版9頁



(024－057)

乱雑・脱ぎっぱなしの靴・サンダル



(024－058)

躾けると、きれいに

整理・整頓・清潔は、
医療の基礎



(022－013) アヴァロンの野生児

1799年，フランスの川に近い森で発見された少年。
4・5歳ごろに捨てられ，数年間、人間の庇護を受けずに
育ったと推定される。言葉をまったくしゃべれず，理解でき

なかった。その後教育を受けても，ついに簡単な言葉すら

修得することはなかった。人間は純粋な野生状態に

置かれてしまうと，人間的諸能力を獲得することが

できない事例として知られている。

（養老孟司：人間科学、p126,筑摩書房,東京，2002年）



(025－001) 人は、生来野獣

精神的・心理的・思考的・霊性的状態：3割が先天的，7割は後天的。
人間は，生下時には野獣。社会的共同生活に必要なことは躾けられる。
英語：“躾けられた” tamed。tame：馴化する，野獣を家畜用に馴らす。
日本語的躾：通常は精神的な状態。

心から現れる身体状況の日本的婉曲表現？
最近の日本の子供は野生的なまま：TPO（時・所・状況）に関係なく泣きわめく。

床を這い回る。親が注意・窘めない。躾けていない。

その場の注意が効果的：
「禁煙」は禁ずる。
「ご遠慮ください」「ご協力ください」「ご理解ください」とは本来的な意味が異なる。

躾は子供の人間性への干渉：過度の干渉は人間性を歪める。矯正は死語。
「長寿化は幼稚化」仮説：大人になっても躾けが必要。

生涯で到達できる精神的発育程度には限界。
長寿化によって発育は引き延ばされて緩徐化，すなわち幼稚化をもたらす。

（阿岸鉄三：炉辺医話。Clinical Engineering 15(10):1030-32,2004）



問題の多い現代医療のキーワード



(024 – 061)       現代医療のキーワードへの疑問

キーワード：

Evidence-based Medicine
Clinical (Critical) Path
Informed Consent・告知
医療の量と質

Quality of Life
マニュアル

cf : なにか違和感！居心地が良くない！あずましくない（北海道弁）

共通思想：

科学至上主義＝科学に絶対的価値、科学と称すれば科学

日本文化の上に、主にアメリカ由来の思想

∥ ∥

古神道・儒教化仏教的 キリスト教的



EBM(Evidence-Based Medicine)の基本理念 011-022

経験主義empiricismを排し、
科学的証拠に基づいた医療を行う。



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・理解できないものを排除

（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）



医療をEBMで評価 009004

Evidence-based Medicine(EBM)

(科学的)証拠に依る医学・医療の実体
3 要件：

1)医学的知識・臨牀技能 Clinical Expertise

2)臨床研究の証拠 Evidence

3)患者の価値観 Patient Preference

（大生定義：medicina 35:2102,1998）

科学的といいながら、

科学性（客観性・普遍性・再現性・論理の一貫性）を無視



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

１．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。

しかし、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．患者の価値観の重視

→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。



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。



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



010-019



010-017



(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
015-052 朝日新聞2005年夕刊2月26日3版10頁



医療の標準化は高度先進化を阻害 010-006

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 ⇨ 劣悪化

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。



医療の量と質 009001

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



(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



(022－018)

量と質から

世の中をとらえる

-「社会調査の」の立て直し-

（鈴木京一：朝日新聞2006年

4月13日夕刊2版14頁）



(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 vs narrative-based medicine

（鈴木京一：朝日新聞2006年4月13日夕刊2版14頁）



質を対象にすることは、

現代科学のパラダイムから外れること、

すなわち、非科学的になること



012-060



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））



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)



（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）
cf:「種の起源」は、生命の起源ではない

（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）



012-039



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）



非科学的と呼ばれてても

恐ろしくない



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



(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



(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。。。



(035-009-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”



(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

広さは量の問題、

淡水・塩水は質の問題

諺には、訳の解らないものがある。
犬も？犬が？



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。

全人的医療・統合医療の基本理念：

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。。。



医療は、文化。

そのcommunityの固有の文化と離れ
ては適切に存立することができない。



日本人の基本的な心性 005028

日本人のもっとも基本的な心性は、

森林の中で育った心性なのである。

森林を離れて、日本の文化はありえない。縄文文化は、すべて生きと
し生けるものは本来同じものであるという世界観を根底にして、生きて
いるものは永久に大いなる生死循環を繰り返すという世界観である。

この世界観が、近代世界を支配した人間中心的な、歴史を循環では

なく、一方的な進歩と考える世界観にとって代わらなければならな

い。。。

狩猟採集文化の中には、人間が生きていくための

健全な知恵がある。

cf.森林は文明を支配。文明は森林を破壊。

（梅原猛：日本の深層、p269、小学館、東京、2000年）



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）



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。それは、日本人の欲望が

深くないことを意味している。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。。。

（梅原猛：日本の深層、p436、小学館、東京、2000年）



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

知らなくなった日本人



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。。

（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）



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！！



人間は、

virtualな世界を頭の中に
作ることができる。



(022－016) 現代人の特徴は，シンボル操作能力

現代人，あるいは人類学でいう新人は，20万年前ころに生じ，5万年
以降に世界中に広がった。現代人を特徴付けるのが脳機能の進化，
すなわちシンボル操作能力。。。その典型は言語。。。現代人以前の遺
跡から発掘されるのは，ナイフ・斧のような形態から用途が推測できる
実用品のみ。。。お守り・アクセサリー・お金・スポーツ/ゲーム用品など
には具体的な用途があるわけではない。。。

シンボルは，「恣意的なもの」。。。シンボルの背景は，脳内に体系的
な規則を持っている（シンボル体系）。言語は典型的なシンボル体
系。。。科学や宗教，政治や経済，芸術などほとんどの人間活動は

シンボル体系であるか，シンボル体系を含んで成り立つ。

シンボル体系は約束ごとであり，それを変更することは，論理的には

いつでも可能なはず。。。ところが言語は、典型であるようにシンボル
体系を恣意的に変更することは普通できない。

（養老孟司：人間科学、p152,筑摩書房,東京，2002年)



(024－062) 人間は、virtualな世界を作ることができる

＃機器・器械は、人間ほど間違い（誤作動）をしない。

＃人間は経験から帰納し、演繹して予測・想定しvirtualな
世界を作ることができる。

cf:これをしたら、しなかったらどうなるか。。。
＃ガイドライン・マニュアル・マルチョイmultiple choiceの
教育は、分析的。virtualな世界を作る能力を開発しない。
Narrativeな教育が必要。

cf:narrative-based medicine
＃識字は、抽象的virtual認識力を育む。漫画・劇画はダメ。

cf:朝から電車で、漫画・電子ゲームのオヤジは亡国的。



(024－056)

多いマニュアル本・ガイドブック本



文盲は演繹的論理を用いない 008049

「認知発達ーその文化的・社会的基礎」

ソビエトの心理学者アレクサンドル・ルリアの1930年代初頭の

ウズベク・キルギスのほとんどが文盲の農民を対象とした実験。

「円」「四角」「三角形」などの抽象的カテゴリー名をいわない。

円は，皿・月、四角は、ドア・乾燥用板。

被験者たちが形式的な、演繹論理を用いないと結論。

自己の概念を意識できない。自己も意識も，人間の中に

分割を強要し、ともに識字世界でだけ出てくる。

（Sanders B:A is for ox(杉本卓訳：本が死ぬところ暴力が生まれる、p31、新曜社、東京、1998）



(025－003)現代医療のキーワードに対する違和感

官僚は、思想・精神的背景に顧慮せず、

表面的・現象的なシステムを導入する。

深層にある儒教化仏教文化の表層に、

アメリカ式キリスト教文化をかぶせる。

cf : 木に竹を繋ぐ。洋才和魂は現代も

リスクマネージメントは、

日常生活における日本的躾け・マナーに始まる。

日本固有の公序良俗の復活が必要。


