


ヒポクラテスの２大訓戒 011-026

まず傷つけることなかれ(Primum non nocere)

自然治癒力を崇めよ(Vis Medicatrix Naturae)
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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）



011ｰ0 ４８ 機械論的世界観と代替医療

機械論的世界観

I.生気論・目的論的説明の否定
生気論（vitalism・animism「魂」のような非物質的でやや神秘的な
ものを持ち出していろいろなことを説明する考え方）

目的論（teleology自然物がそれ自体で目的を持つとか，
神の与えた目的に従って動くなど「目的」を使って自然の中の

出来事を説明する考え方）

II.要素還元主義
全体の働きを要素間の働きの集合として説明する考え方

cf.代替医療は全体論的医療holistic medicine

（伊勢田哲治：疑似科学と科学の哲学、p161、名古屋大学出版会、名古屋、２００３年）



アメリカの代替医療 003012

1992年： NIH内に Office for Alternative Medicine (OAM)設立
1993年： 200万ドルの予算

1997年：1,200万ドルの予算
1998年： National Center for Alternative and Complementary 

Medicine(NCCAM)に格上げ。2,000万ドルの予算
1999年：5,000万ドルの予算

国内13大学等医療機関にCAM関連サポート
国内75/125医学校(60%)でCAM関連講義

（鈴木信孝：アメリカでの代替医療の現状；別冊・医学の歩み、
代替医療のいま、p14,医歯薬出版K.K.,2000年）



アメリカにおける代替医療の現状 003013

1993年 Eisenberg らの報告（N Engl J Med 328:246,1993）
ハーブ療法・ビタミン大量療法・鍼・カイロプラクティック・

マッサージなど16種の代替医療について

1990年： 33.8% (6,000万人) が利用
延べ外来回数 4億2,700 万回>3億8,800万回プライマリーケア外来

1997年： 42.1% (8,300万人) が利用
延べ外来回数6億2,900 万回> 3億8,500万回プライマリーケア外来

総自己負担費 270~344億ドル(3~4兆円)≒ 293億ドル通常医療自己負担費

（鈴木信孝：アメリカでの代替医療の現状；別冊・医学の歩み、
代替医療のいま、p14,医歯薬出版K.K.,2000年）



アメリカの代替医療利用者 003014

1993年 Eisenberg らの報告（N Engl J Med 328:246,1993）
ハーブ療法・ビタミン大量療法・鍼・カイロプラクティック・

マッサージなど16種の代替医療について

利用率：大学教育を受けた者50.6%＞36.4%大学教育を受けない者
年収50,000ドル以上＞年収50,000ドル以下

女性48.9%＞37.8%男性
通常医療医師に話した者38.5%
自分で自己流で46%
アメリカ西部50.1%＞42.1%他の地域

（鈴木信孝：アメリカでの代替医療の現状；別冊・医学の歩み、
代替医療のいま、p15,医歯薬出版K.K.,2000年）



Cochrane Libraryでみる主な代替医療の割合
003017

• （渡邊聡子・今西二郎：EBMからみた代替医療、別冊・医学の歩み、p47,医歯薬出版KK、東京、2000）



015－056



011-030



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）
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「医術のごくありきたりの方法

(commonplace method of medicine)」と定義
（1787年イギリスで出版されたクインシーの辞典）

「患者への治療効果よりも、ただ患者を心理的に

落ち着かせるための薬」と定義

（1811年出版されたフーバーの医学事典）

「偽薬」（1947年出版アメリカ図解医学事典21版、Dorland）

「臨床試験における不活性薬」（1950年代）
「科学的な実証にもとづいたプラシーボ効果の再発見

＝病気を治療したり心理的ストレスを解放する効果」

（廣瀬弘忠：心の潜在力、プラシーボ効果。朝日選書679,p61,朝日新聞社、東京、2001年）

医学的なプラシーボという言葉 002019



プラシーボ効果とは、シンボルを用いた儀式がもた
らす癒しの効果である。

世界中の様々な宗教や信仰の中でおこなわれてい
る癒しの儀式と本質的になんら変わるものではない。

（廣瀬弘忠：心の潜在力、プラシーボ効果。朝日選書679,p36,朝日新聞社、東京、2001年）

プラシーボは癒しのシンボル 001-015



☆医者と患者の間の信頼にもとづいた人間関係

☆医者が治療にかける自信や威信のような

人間的要素

☆病院の雰囲気のような状況的要因

☆患者の心の柔軟さがプラシーボに

働く場を与える

cf. プラシーボはエンドルフィンを分泌

（廣瀬弘忠：心の潜在力、プラシーボ効果。朝日選書679,p39,朝日新聞社、東京、2001年）

プラシーボ効果を発揮する要因 002016



ただ何かを期待しているだけの人に比べて、心底それを信
じている人の方が、より強い即効的な内的反応、あるいは生
理的反応を起こしやすいのは確か。。。これから起ころうとし
ていることを思い描いて、頭の中に詳細な認知地図をもって
いるような人々ではない。。。

もし、医者が、このプラシーボの作用をきわめて具体的、か
つ正確に伝えたとしたら、ある意味で、プラシーボの与え手
に必要な強力で効果的なカリスマ性を失してしまう。。。

（Harrington A(ed):The Placebo Effect.An Interdisciplinary Exploration,Harvard University Press,1997）

プラシーボにはある種の神秘性が必要 002017



脳は「できる」と確信する（仮説を立てる）と、その

「確信」の論理的な後ろ盾を与えるべく認知情報処理
系がフル活動をする。そのため「できる」と確信したこ
とは必ずできるようになる。 逆に「できない」と確

信してしまうと、脳は「できない」ことの論理的理由を
明らかにするように働き、できる可能性をどんどん縮
小する方向に働く。

cf.情動による遺伝子switch-on(阿岸)

（松本元：愛は脳を活性化する。岩波書店、東京、1996）

脳の情動処理 002024



(038-003-II)   外気功の現代科学的解釈

科学は、先行的了解事項を詮索しない

万有引力は、物質に備わった一次的基本的性質
（Newton：科学を哲学で解決）

脳は物質。脳を物質論的に検索しても精神を説明できない。
精神は脳に備わった本質的機能（養老孟司）

↓ だとすれば、
気・外気功は、人間に本質的に備わった機能

（阿岸鉄三：第70回炉辺医話；気・気功の現代科学的解釈。
Clinical Engineering vol.18 No.1, 70-72,秀潤社、東京、2007。
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生活習慣病を防ぐ七つの秘訣 001-027

1.和食のすすめー肉を減らし、もっと野菜を
2.せっかくの「運動」を無駄にしない
3.朝食は抜かない、夜食は厳禁
4.間食は美味しいものを少量、

そして残す勇気が大切

5.飲むならワインを
6.絶対に禁煙ータバコを吸うのは犯罪？
7. 定期検診のすすめ

( 田上幹樹:生活習慣病を防ぐ七つの秘訣、ちくま新書 : p 103, 筑摩書房,東京,2001)



生活習慣とは
001-038

疑問：

生活習慣は、純生物学的には、生物としてのヒトが環境に
適合した生活を送りながら生存確率を高める合目的性・志
向性をもつものであり、年月をかけ先天的・後天的に洗練さ
れてきたと考えられる（適者生存・自然淘汰） 。

この目的・志向から逸脱した生活行為は、生物学的には、
生活習慣とは呼べず、文化人類学的な意味しか持たないの
ではないか？

（阿岸鉄三、2,001年）



生活習慣病は、生活習慣急変病が適切
001-026

仮説:
自然発生的生活習慣は、地理・風土・気候などの自然環境に適合し

た生活の中で形成される（馴化）。それに対応する遺伝子の突然変異
による形質の変化は、環境に適したものが継続され，確立される（自然
淘汰・適者生存・適性固定）。確立には、数万年～数十万年の年月が
必要である。

強制的・人為的な生活習慣の急激な変化が起きると数年～数十年
程度の経過では、遺伝子的形質変化の対応が時間的に間に合わず、
遺伝子関連の生活習慣急変病を引き起こす。

典型例:ハワイ・米国西海岸の日系人の高血圧・糖尿病

パラオの国連信託統治後の住民の糖尿病・高血圧・高脂血症・胆石

（阿岸鉄三、2,000年）



生活習慣・意志/意欲が体型を変える？
001-031

若い（＜30才前半）日本女性の体型が急激に変わったようにみえる。
とくに直近10年位の間に、「縦長に細く（スリム）」なった。
第二次世界大戦後の畳に座る生活から椅子にかける生活習慣の変
化に原因が求められることがあるが、体型が遺伝子的に規制されるな
ら生活環境に順応して、本来頻度・方向性のad  libな突然変異が1~2
世代の間に多数例で自然淘汰され、固定されることは、理解しがたい。

仮説 :縦長に細くなりたいという美意識への継続的で強い意志/意欲が、
そうさせることがあるのではないか。集団的無意識が、集団全体に作
用した可能性も考えられる。心身相関の典型例とみられる。次世代の
成人した体型が、興味津々である。

（阿岸鉄三、2,001年）
Ref : 遺伝子がswitch-onされるtrigger:物理的・化学的刺激・情動



長寿沖縄に黄信号 004002

本土化進み、変わる食生活・習慣

長寿者比率は、国内首位

59才以下男性、49以下女性死亡率＞全国平均
脂肪とり過ぎ

高齢者のライフスタイルを若い世代へ
（朝日新聞 2002年6月16日、12版、25頁）



長寿命化は、幼稚化を招く？ 010-002

2002年現在，わが国は世界最長寿（命）国である。寿命は，通常
年の数字で，生の量として表現される。しかし，寿命は本来生
の質の要素を含み，量と質との不可分統合体である。現代では，
死は容易でなく，生き続けることは拷問との表現すらある。長
寿は，医学・医療を支える衛生・食糧・上下水道・生活環境な
どの社会基盤の適正な発達と運用によって得られる統合的社会
人類学的表現である。一方では，過度の長寿化は人口構成をい
びつなものとし，新たな社会問題を引き起こす。

長寿命化は，肉体的早熟化と精神的発育遅延，すなわち幼稚化を
もたらすのではないか？，例えば，女高生のミニスカート
（？）・成人式における幼稚な自己顕示・ 30-40代成人の老い
た親へのパラサイト化・通勤電車内での40-50代男性の漫画本/
パソコンゲーム・全世代のケイタイ依存症。

人間の生涯で到達できる精神的発育には限界があって，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。


