


統合の意味するもの



(035-034-II) 統合とは何か

（新英和大辞典、第5版、研究社、1980年）

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
＃（必要な部分・要素を加えて）完全にする

＃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



(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(理念・学理・学説etc.)はない
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

統合医療とは、科学的と非科学的と統合integration



(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



統合とは、量と質をまとめて見ること



(028－070) 統合科学

統合科学は，経験が持つ深遠な深みや多様性への眼差しを
失うことなく，量的研究方法と質的研究方法まとめ上げ

（ 統合），知の多元的なあり方にもとづいて共通性を

見いだし，一般化を行うことを可能にしてくれる。統合的科学
の方法論を構築する上で大きな挑戦となるもののひとつは，
内面的主観的に知りうることを外面的で客観的な知のあり方
とどう折り合いをつけるかという点である。
ref : crossdisciplinary領域を超えた→ multidisciplinaryまたがる→

interdisciplianry学際
ref : 統合科学は、間違い The integrated/ something integrated

（カサンドラ・ヴィーテン、ティナ・アモロック、マリリン・シュリッツ：一つの山に通じる多くの道。

スピリチュアリティといのちの未来、島薗進ら監。p292,人文書院、京都、2007年）



(028－071) 統合科学の枠組み

現実に対する内面的なアプローチと外面的なアプローチを
統合する上で一番の障害となるのは，物質科学と宗教的伝
統の存在論と認識論の違いである。だが、もしきちんと理解
され適切にその枠を広げることができるなら，それぞれの違
いを大切にしながらも双方を総括する枠組みに当てはめるこ
とができるかもしれない。統合科学と呼ぶこの枠組みは，内
的経験と外的経験のバランスをとり，スピリチュアルな伝統と
自然科学の和解をもたらすコンテクストを提供するだけでなく，
意識と物質的を世界の関係のようなさまざまの問題に新た
な視点を提供するだろう。

(McFarlane,Thomas J:Integral Science:Towrd a comprehensive science of inner and outer 
experience.J of the Western Regional Chapter of the Alternative Natural Philosophy Association, 
6(2), 4,1996)



(028－072) 科学と宗教の歩み寄りが必要

外科手術後に傷が癒えるプロセスに，患者の助けへの期待
と祈りが潜在的にどれほど効果があるかについての無作為
抽出試行の研究。。。これら領域の研究の妥当性に関して，
客観主義者と非常に宗教的な人々の二つの相反するグ
ループから同じような反対。。。一方の反対意見は，宗教で
科学を汚すなというもので，もう一方は神さえも還元主義的
テストにさらすのかというもの。。。科学も宗教も自らの経験
や主張を正当化するために互いに必要としてはいないことを
教わった。。。直面している危機の時代に耐え抜くには，あら
ゆる持ち駒をすべて持ち寄ることが必要だろう。

（カサンドラ・ヴィーテン、ティナ・アモロック、マリリン・シュリッツ：一つの山に通じる多くの道。

スピリチュアリティといのちの未来、島薗進ら監。p303,人文書院、京都、2007年）



(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 : narrative-based medicine

（鈴木京一：朝日新聞2006年4月13日夕刊2版14頁）



量を扱うのは科学的、

質を扱うのは非科学的



医療の量と質の象限の変換
（０３４－００２－II)

医療提供者側 医療利用者側

医療の量

医療の質

量は量として評価すべき

数から数へ
“科学的”

質は質として評価すべき

数として扱えない
“非科学的”

医
療
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012-020



補完・代替医療の維持透析患者に及ぼす効果
007027

患者：77才・女性 透析歴：15年（CAPD 2年・現在；週3回HDF）
ASOに対してLipo PGE1・argatroban 2回/週
外気功・指圧・留置鍼：ほぼ1回/週
2003年1月からほぼHDF毎（前）の人工炭酸泉浴（約15分間）

BP<100mmHgでも無症状 リンゴ酸Caの減量

2.2Kg2.4KgHDF中の平均除水量

6.0% (5/84) [5/42→0/42]31.6% (12回/38HDF)つらい・しんどい・止めたい頻度

6.0% (5/84) [5/42→0/42]15.8% (6回/38HDF)下肢筋肉痙攣頻度

治療中治療前

外気功・指圧・留置鍼・人工炭酸泉浴症状など



Orphan Drug

Orphan drugの採用は、
量的・統計的分析による

科学的根拠にもとずくEBMを無視。
科学のparadigmから外れた判断、

すなわち、非科学的判断。

1.double standard!!
2.transdisciplinary perspective:
科学的paradigmから

非科学的paradigmにわたるparadigm expansion
統合医療のparadigm



(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。。。
だけど、大海はイヤ

Paradigm shift
＝科学同志の仲間

Paradigm expansion
＝科学でないものも仲間に

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

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？

量的から

質的変換へ



EBMとはなにか？



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。



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

非科学的！！



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）



代替医療の中には，広く用いられている科学的

検証法がそのままでは適用できないものも少なくな
い。そのため，代替医療に関する臨床試験では，

まず検証法自体が適切であるかどうか，他により

よい検証方法を考案すべきではないのか，常に

考慮する必要。。。

（蒲原聖可：代替医療－効果と利用法－、p165、中公新書1653、中央公論新社、2002）

016ｰ031 代替医療におけるエビデンス



医療における量と質の問題



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



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）



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）



009012



009013



009020



質的革命

過去20年以上にわたって，社会科学における研究方法上の
革命が緩やかに起きている。。。学問の壁の崩壊が起き
た。。。「質的革命（qualitative revolution)」が驚かずにはい
られないほど社会科学と関連専門分野に起きている。。。
「1970年代初頭の各部門改革運動」という呼び名。。。解釈
的批判的パラダイムは多様な形式をとり，この運動の中心
に。。。質的研究は，独自の学術雑誌・が研究会，大学教授
のポストを得るまでに。。。20世紀の終わりには，「ナラティ
ブ・ターン（語りの転換）」は疑いもなく。。。

（Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln（平山満義訳）：序文。Handbook of qualitative research, 
ed:Norman K Denzin & Yvonna S Lincoln（質的研究ハンドブック 1巻、平山満義監訳）、pxvii,北大路書
房、京都、2006）



量と質を共通にみる透見力・洞察力



質的研究の核心

質的研究の核心にあたるイメージは，3角ではなく，結晶。．．
ジャンル複合テクストmixed-genre textsは，「シンメトリック
な形式と物質的な内実を組み合わせて，さまざまな形・内
容・変化を生み出す。。。結晶は成長し、変形し，変質す
る。。。結晶はプリズムでもあり，外界を映し出すとともに、そ
れを内部で屈折させもする。さまざまな色やパターンや配列
を生み出し，それらをさまざまな方向に放射する」。結晶化の
過程において，書き手は同じ物語りをさまざまな観点から語
る。例えば，フィクションとフィールドノーツと科学論文という3
ﾂの。。。（そこでは）「正しい」語りは、決してしては存在しな
い。
（Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln（平山満義訳）：質的研究の学問と実践。
Handbook of qualitative research, ed:Norman K Denzin & Yvonna S Lincoln（質的研究ハ
ンドブック 1巻、平山満義監訳）、p6,北大路書房、京都、2006）



質的研究はある種の暴力行為

実験（実証）科学（例えば，物理学・化学・経済学・心理学）は
しばしば，西洋文明の輝かしい成果だと見なされ，その研究
においては，「真理」は個人の意見や偏見を凌駕しうるとみ
なされている。質的研究は，こうした伝統（その信奉者はしば
しば，自分の立場を守るたに「価値にとらわれない客観的科
学」というモデルに逃げ込んでしまう）に対するある種の暴力
行為だと見なされる。科学（客観的）の信奉者たちは，「自分
たちのその時どきの研究がどのような道徳的政治的立場に
くみしているか」を明示したり，批判したりすることはめったに
ない。
（Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln（平山満義訳）：質的研究の学問と実践。Handbook of 
qualitative research, ed:Norman K Denzin & Yvonna S Lincoln（質的研究ハンドブック 1巻、平山満義
監訳）、p9,北大路書房、京都、2006）



質的研究と量的研究の比較

質的：数・量・強度・頻度などによっては実験的に検証や測
定はできない，モノの質や過程あるいは意味を重視。リアリ
ティの社会的構築性や，研究者と対象者の密接な関係や，
探求を方向づける状況制約的条件を強調。探求の価値付与
性を重視。社会経験がどのようにつくられ意味づけられるか
に重点を置いた問題に答えようとする。

量的：過程ではなく変数間の因果関係の測定と分析に重点。
価値から自由な枠組みの下で研究は行われるべきだと主張。

（Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln（平山満義訳）：質的研究の学問と実践。
Handbook of qualitative research, ed:Norman K Denzin & Yvonna S Lincoln
（質的研究ハンドブック 1巻、平山満義監訳）、p9,北大路書房、京都、2006）



一般医療におけるNBMの特徴

（斉藤清二・岸本寛史：ナラティブ・ベイスト・メディスンの実践、p27,金剛出版、東京、2003)



新しい勉強法が必要な理由

1980年代から始まった「知価年革命」によって近代工業社会
は崩れだし。。。「物財の豊富なことが幸せだ」という客観的
科学的普遍的な発想が失われ，「満足の大きいことが幸せ
だ」という主観的な価値観へと一変。。。

Ref : 量から質の満足へ

（堺屋太一：今こそ因果逆転の勉強法を。文芸春秋85（2007年12月），p200）



統合医療の評価

統合医療は、

科学的医療と非科学的医療の統合である。

EBMは、科学的医療のparadigmの基準である。
統合医療を、

EBMの基準で評価することは適切でない。
新しい、統合医療の評価基準の設定が必要。

EBMとNBMをtransdiciplinarily perspecting
透見・洞察する評価基準。

質の評価基準設定は、始まったばかり。。。


