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日本の全透析患者数は、近々、減少に転じる。

原因は、医療政策的な透析量の減少と

透析質の低下の可能性。
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（Figure 7) 「JUSE-StatWorks/V4.0」
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透析効果の概念モデルは、

時代と共に変化



血液浄化の基本的アイディア/理念

Abel, Rowntree & Turner (1914):

Toxemia（毒血症） :

（ある種の疾患では）血液中の毒性物質が

病的状態を起こす。

毒性物質の除去が病的状態を改善する。

ref : vividiffusion (dialysis)

直（単）線系理解の概念!!

原因と結果の直（単）線的関係



Kt/V for ureaは、M
2
・H 仮説に由来する

016－046

臨床効果（well-being）は、透析の量に依存する :

Well-being  ∝M
2
・H -------- (1)

（Babb ＡＬ etc. ：The genesis of the square meter-hour hypothesis. 

Trans  ASAIO 17:81, 1971. ）

“middle-molecular uremic toxin (s)”と連動。当時の膜では、middle-
molecular uremic toxin (s)の除去効率不良。

Kt/V for urea : M
2
・H を体液量で補正

物理的量としての透析の量が、非数量的well-beingに変換されてい
る！！

Ref : Lorentz’s transformation-like between physical quantity &  mental quality

physical propertynon-numerical property



０１６－０４7 Kt/V for urea は、もはや、妥当しない

• 1. Kt/Vfor urea >1.8 では、死亡率はKt/Vfor ureaに依存しない。

• (Current status of maintenance dialysis in Japan, as of Dec 31, 2001, Jpn Soc Dial Ther)

• 示唆 : ほかに重要な因子 (s)がある

• 2.短時間連日透析(2 hrs X 6 times/wk)では、

• 標準的透析 (4 hrs X 3 times/wk)より良好な結果

• # 透析の量は等しい

• # 貧血改善・高血圧是正

• (Koshikawa S et al:Clinical effect of short daily

• in-center hemodialysis.Nephron Clin Pract 2003;95:c23)

• 示唆 : ほかに重要な因子 (s)がある



Kt/V for ureaに関連した死亡の危険

controlcontrol

hazard ratio 95%reliability P value

A current status of maintenance dialysis in Japan as of 31, Dec. 2001.

Jpn Soc Dial Therapy.



016－048 Ｋｔ／Ｖ
ｆｏｒ ｕｒｅａ

の改訂

1）小分子量物質から小分子蛋白までのクリアランスを考慮、2）クリアランスの時間的変動を考
慮、とくに、大分子量物質について、

透析の量に依存する臨床的効果

（＝life-sustaining effect・well-being etc.）

∝｛∫
m=small molecules

m=large molecules
[∫t=0

t=end
CL・

d（透析時間）]/T・d（分子量）｝/M

--------- (2) 
CL : 透析時間を通じての小分子量～大分子量物質までのクリアランス

T : 透析時間 M : 除去すべき最大分子量物質



（033－001） なぜ積分しなければならないか

拡散

時間

現今の膜

昔の膜

拡散

溶質の分子量

現今の膜

昔の膜

劣化は無視可能

無視できない変動



016－049 適切な透析療法の量と質

透析療法の評価

=透析療法全体としての臨床効果を評価

(=life-sustaining effects・ＱＯＬ ｅｔｃ．)

∝《CAM｛∫ｍ＝小分子量物質
ｍ＝大分子量物質

[∫t=0
t=end CL・d（透析時間）]/T 

・d（分子量）｝/M》 ----------- (3) 

CAM：補完・代替医療

T : 透析時間 M : 除去すべき最大分子量
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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



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

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）



メチャクチャ混乱している
医療の量と質に関する考え方



透析の量の増大が貧血を改善 007024

同じCuprophane膜を使用し、透析を週2回(8.40M2・H)から
3回(12.60M2・H)へ増やすと貧血が改善
（阿岸鉄三ほか：人工透析研究会誌：9(2):205,1976）



透析の質の向上が貧血を改善 007025

Cuprophane膜の透析器（18.00M2・H）からPMMA膜の
透析器（13.75M2・H）に変更すると、貧血が改善

（阿岸鉄三ほか：人工透析研究会誌：9(2):205,1976）



医療の量と質

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



016－050 医療(量的・質的) の評価には、QOLを重視

今日では、医療効果（量的・質的）の評価には、QOLを重視

QOLパラメターの評価 :  

# 多様・多彩、結果的に信頼できない

# 基本的に、考え方・行動の自由

# 主観・個人的感性を重視

# 結果的に、“科学的であること”を無視

客観性・普遍性・再現性・一貫性の欠如

= 科学的であることを喪失 = 非科学的



009012





(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
•



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
の
量
を
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価
す
る
の

は
奇
妙
・不
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医療の質は、究極的には人
間の尊厳に関すること。

では、人間の尊厳とは何か、
どう評価するか。

生命をどう考えるか？



017-030



013ー006 人間の尊厳について
（Pico della Mirandola）

• 「人間の尊厳について」

• （１４８６年、Pico della Mirandola）

• ”人間は偉大なる奇跡であり”

• ”神は人間を世界の中央に置いた”

• 人間を宿命を甘受する受動的な存在としてではなく，

• 自律的に決意し選択し主体的に世界に働きかける可能性を

• 有する能動的な存在と見なす。人間には望むものを持ち，

• 欲するものになることが許されている。

•
• （山本義隆：磁力と重力の発見 2．ルネサンス，p339，みすず書房，東京，2003）



(028－055) 「人間の尊厳」と「生命の権利」

• 「人間の尊厳」の概念は，「実質的には架空の概念」と批判される
ことが多い。キリスト教のメッセージが浸透しない日本の文化土壌
では，神の「似像性（にすがたせい）」（Imago Dei）という概念と同
様に、それと表裏一体である「人間の尊厳」も実体をもつものであ
るとは理解されていない。。。「生命の権利」という視点も日本社会
では実質的にどれほど確立されているか心もとない。。。「生命の
権利」は，唯一無二の「ひとのいのち」を「生きるに値する」か「生き
るに値しないか」という二者択一的峻別をすることの問題性と不条
理を批判するための尺度だからである。

• （岡野治子：いのちの選別；

• スピリチュアリティといのちの未来。島薗進ら監。p84,人文書院、京都、2007年）



017-033



一般的に
量と質にかかわる問題をどう考えるか



(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）



量は、数学的で、科学で理解できる。
質は、数量的に扱えず、科学では理解できない、
すなわち、非科学的！！！

科学的、非科学的な全体的な医療を
対象とするのが、

「統合医療」。



(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



問い：
なぜ科学と非科学との統合が起きるのか、
必要なのか

答え：
科学の脆弱性・いい加減さに気付かれたから

統合医療の統合とは、近代科学に依拠する現代科学的医療
と科学では説明できない、すなわち、非科学的医療との統合



では、重要なキーワード“
科学”“科学的”とは、なにか？
その実態と現実。



（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）



(025－011) 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）



(025－025) 自然を導く原則を
数学とするのは不合理

• 偉大なる自然の聖典は数学の言語で書かれていると主
張したのはガリレオだが，時を経た今でもこの言葉は科学
の領域では教典，信仰箇条として生きている。だが，この
ような信念を支える証拠はない。そして，自然を導く原則
として数学を歓迎するのは不合理な方法だと疑うことが，
今の科学者には許されている。

• (Jesper Hoffmeyer:En Snegl Pa Vejen;Betydningens naturhistorie,1993

• （松野孝一郎・高原美規訳：生命記号論、p68、青土社、東京、2005年））



(025－027) データ自体は何も語らない

データそれ自体は何も語らない。科学の専門用語において，デー
タは「理論から得られる」ものとして言及されるものである。つまり，
データはそれの依って立つ理論的命題の強固な体系という概念
が前もって受け入れられているときにのみ，意味を持つことにな
る。。。しかし大部分の科学者はこうした「哲学的ぺてん」に注意を
あまり払わない。科学者にとっての真実は，データとその集められ
たデータに意味を与える理論とが一体になったものである。その
ため，データと真実の繋がりに疑いをはさむものは，まずもってそ
のものが真の科学者ではないことをはからずも暴露する。

ref : p>0.05は、“これでいいか”の世界
20回のうち、1回の不整合を容認する根拠はない

(Jesper Hoffmeye r: En Snegl Pa Vejen;Betydningens naturhistorie,1993
（松野孝一郎・高原美規訳：生命記号論、p149、青土社、東京、2005年））



(025－052)

社会的要因に影響をうける科学的発見の妥当性

「科学的発見が正しいのかどうかの判断は社会的要因と無関係で
あるとこれまで考えられてきた。しかし，科学的発見の妥当性を判
断する過程も社会的要因によって影響を受けることが最近の研究
によって明らかにされつつある」（Collins RW & Pinch T:The Construction of the 
Paranormal :1979（排除される知、青土社、1989）超常現象の構成－非科学的なことは何も
起こっていない）。

透視・スプーン曲げのような超心理学の実験が，「正当な科学的実
験が持つべき特徴の多くを備えている」としているにもかかわらず
科学界は，超能力に関する論文を「まったく理由もあげずに掲載
を拒否」する。

（中島秀人：日本の科学/技術はどこへいくのか、p207、岩波書店、東京、2006）



（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）



（毎日新聞 ２００７年２月７日１１版２０頁）

（０２７－０１５）教室にニセ科学



（028－001） 科学者は，信仰深い

• 多くの科学者たちの方が，ある種の宗教的な人たちよりも，
ずっと信仰深いのではないか。科学者たちは，宇宙の規
則性とパターンというものを信仰し，知識の可能性という
ものを信仰して。。。信仰がなければ，おそらく科学という
ものも成り立たない。

• 信仰とは，祈りの礎であるﾆともに，科学の礎でもあるの
だ。

• （Dossey,Larry:Prayer is good medicine,1996
• （大塚晃志郎訳：祈る心は、治る力。ｐ14、日本教文社、東京、2003年））



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



偉そうに科学的というけど、
科学だけでは動かないこの世の数々。。。



科学だけで安全判断できない 011-007
(朝日新聞2004年5月18日12版21頁)



科学的判断の脆弱性
013-040

（朝日新聞２００４年１０月日１４版３頁）

現代では、科学的判断は、絶対的ではな
い。政治的決断に負ける。



QOLの基本理念である
生命倫理に関する
キリスト教的欧米的意思決定と

日本的意思決定



(022－027) 生命倫理における意思決定

－日本的変容：人間関係の心情の学－

• アメリカでは理屈で割り切る議論が最終的に表に出てきやすい
文化構造。。。日本では情に訴える発言が最終的に表に出てきや
すい文化構造。。。

• 例えば，先端医療技術の導入について，アメリカであればしかる
べき委員会が公聴会を開き，議論に議論を重ねた末，ある決定を
下す。わが国の場合，そもそも議論が起きない。委員会で議論が
行われることはまれであり，識者が自分の意見をただ述べるだけ
である。意思決定は，委員会の「コンセンサス」をマスコミに流して
「待つ」ことで醸成される「国民のコンセンサス」によって。。。

• cf : 日本では強力な指導力は嫌われる
• （森岡正博：生命学への招待、p162、勁草書房、東京、1988）



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）



(022－031) コンセンサスによる「自然」な意思決定

• 意思決定が自然に行われるためには，議論をしてはならない。
議論は，対立と摩擦を生むばかりである。そうでなくて，私たちが
共有している「共通感覚」「共通心情」へ狙いを定めて，「事実」を
打ち込むのである。心情は理屈によってではなく，事実によって動
かされる。この撃ち込み方に，巧拙が出る。事実に感応して，当事
者のあるいは国民の共通心情がある方向へそろって動き始めた
とき，コンセンサスが形成される。コンセンサス方式は＜事実の撃
ち込み＞と＜雰囲気の醸成＞の二面からなる。なぜ日本人がコン
センサス方式を重視するかというと，このような意思決定のやり方
によってのみ，「自然」な意識決定が可能であると，私たちが感じ
ているからに他ならない。

• （森岡正博：生命学への招待、p165、勁草書房、東京、1988）



(025－013) Informed Consent

• 1982年米国IC（informed consent）に関する

• 大統領委員会報告書：

• 「（ICは)医療に実際に携わる者が，すべての患者との関係におい
て，倫理的に要求されるものであって，少数の人々の、贅沢品で
はない。（ICは）相互の尊重と相互の参加に基づく意思決定の共
有であり，（単なる書式を読みきかせて相手にサインを求めるとい
うような）儀礼的行為では断じてない」

• ｃｆ：あってほしいという意味？

• ｃｆ：自律（立）権・自己決定権・基本的人権：限定的と考えるのが当代的

• ｃｆ：倫理は社会で異なる

• （村上陽一郎：生と死への眼差し，p18、青土社、東京、2001）



(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



医療における死だって、限定的であり、
絶対的な意味をもつものではない



(022－036) 死の定義の階層構造

死の概念 用語

レベル Ｉ 科学的事実としての死 脳死・心臓死・生理的
に見た個体死

レベル ＩＩ 哲学的レベルとしての死 人間の死

レベル ＩＩＩ 法的レベルの死 法的に見た個体

(022－ 036)

科学的事実としての死とは，定義上，完全に科学的描写によって代置可

能。

哲学的レベルの死は，「人間の死とは哲学的には何か」という問いに答え

るもの。

法的レベルの死とは，法律で定められるべき人間の死であり，さまざまな

現行法との整合性，それに法的な死の時刻の決定などが重要なポイント

となる。

（森岡正博：生命学への招待、p191、勁草書房、東京、1988）

科学的死だっ
て、
いい加減



(022－037) 科学的死と哲学的死

• 脳死が生理学的に見た個体死であるという判断は，科学的な判
断であり，科学的事実として主張することは正当である。しかし
「人間の死」であるか否かの判断は，科学的事実としての死と哲
学的レベルの死の同定の問題，すなわち人間の死の哲学的定義
の問題であり，「科学的である」とか「非科学的である」と形容する
ことは権利上許されない。生理学的に見た個体死が，私たちが愛
し，憎み，思いやり，気づかう全人格的存在としてのひとりの人間
の死であるか否かという判断は，私たちの哲学的・道徳的判断な
のであり，そもそも科学的でも非科学的でもない。科学とは何の関
係もないレベル（すなわち没科学的レベル）での判断。。。

• cf : 哲学的多元主義
• （森岡正博：生命学への招待、p198、勁草書房、東京、1988）



当代の医療は、

科学だけでは語れない、

理解できない。



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 劣等化

• 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。



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



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



医療に入り込む
宗教性と霊魂性spirituality



（027－066）医療におけるスピリチュアリティへの関心

• 1910年：William Osler 「癒す信仰」の論文。

• 以来，宗教心・スピリチュアリティが健康・治療に

• 影響を与える可能性の探求。

• 1982年以降：MEDLINE・ＣＩＮＡＨＬで論文発表急増。

• （鶴若ら：生命倫理；11（1）、2001年）

• 1998年：WHOの健康の新定義提案。

• 健康とは，身体的・心的・スピリチュアル・社会的

• という４っの領域での良好。。。
•
• （宇都宮輝夫：人生物語として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）、p255、人文書院、京都、2003年)



科学的だけでない
知識と理解



（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 what 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。



(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

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？

広さ（量）から水質（質）への変換の問題



分化と統合



科学の分化と統合 003010

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、学際的な洞察と学殖をもつ個人、

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）



(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，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。
cf : crossdisciplinary領域を超えた→multidisciplinaryまたがる→

interdisciplianry学際→transdisciplinary学通

cf : 統合科学は、不適切 →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，意識と物質的な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)



(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



(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



(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


