


統合とは、なにか

なにを意味するか



(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



統合は、積分すること

Integrate : 
＃(部分・要素を)全体にまとめる・統合する
＃(必要な部分・要素を加えて)完全にする
＃（人種的・宗教的差別を廃止して）統合する

＃積分する
（研究社新英和大辞典、第5版、18刷、1989年）

統合医療（全人的・完全な） ∝∫生活習慣
高度先進医療 M・dc

M:医療 c:医療（類似）行為・手技・技法

（０４１－００１－I) 



(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をまとめ上
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

cf : 統合科学ではなく、something integrated, the 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）



(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。

ref : narrative-based medicine
ref : 量は数で表されるが、質は数では表せない

（鈴木京一：朝日新聞2006年4月13日夕刊2版14頁）



（０２９－０２２－Ｉ） 科学は、数に依存

17世紀は現在知られている近代科学の誕生の世紀。。。
この科学は，実験と観測によって自然と直接向かいあうこ
とを基礎にした新しいものであった。

この新しい科学の特色は，数への依存，つまり実際経験
の実数への依存であった。

（I.B.Cohen:The Triumph of Numbers(寺嶋英志訳：数が世界をつくった：p40、青土社、東京、2007年））



(029-024-I)             ハチソンの道徳算術

フランシス・ハチソン（1694－1746）は代数式を使って道徳観念を
分析しようとした。。。「命題あるいは公理にしたがって。。。わたした
ち自身の行為を判断する際に，すべての状況を用いてすべての行
為の道徳性を計算するための普遍的規範を見つける」議論におい
て代数式を提案した。

B=(M+I)/A
Ｂは善行，つまり行為者の徳行を表し，Ｍは行為者の能率，つまり
彼がつくり出す公益の量を意味し，Aは彼の生得の能力，そしてIは
私益を表している。。。彼は，この代数的関係を用いて，道徳性につ
いての7つの常識概念を数学的表現に翻訳した。
第一は，もし2人の人が，善行をなす同じ生得の能力（A）を持つな
らば，より多くの公益（M）を作り出す人がより多くの善行（B)をな
す。。。これは数に根付いた新しい人文科学の発達にとって中心的
な概念。。。
（I.B.Cohen:The Triumph of Numbers(寺嶋英志訳：数が世界をつくった：p81、

青土社、東京、2007年））



(036-005-II)                     主観的な価値観へ

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。。。

（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）



（０３５－０３９－ＩＩ） 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ﾃけ
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）



(041-002-I)          量的研究法と質的研究法

（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、p73,金剛出版、東京、2003)

量的研究法：

データとして数字・量を用いる研究法。

客観的な対象について，仮説を検証するための研究法。

質的研究法：

データとしては数字や量以外のもの（多くはテクスト・

データ）を用い，主観的／相互交流的事象を扱い，

仮説の検証よりも，

仮説の生成・仮説継承を目的とする研究法。



(041-003-I)                 質的研究法の特徴

（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、p73,金剛出版、東京、2003)

1）仮説検証型アプローチのような実験的な研究状況を設定
せずに，対象とする事象そのものを観察する。

2）検証すべき仮説や理論を持ち込んでそれを検証すること
を目的とするのではなく，観察や面接とその言語記録から
「意味」を見出し，「概念」を構成して，理論を構築すること
に努める。

3）実証的研究のように，研究者の主観を排さず，むしろ主観
や解釈を重視する。

4）観察や面接の記録のような1次資料を重視するが，書物
やその他の資料など，関連する資料は2次資料でも積極
的に利用し，それらを総合して分析を行う。



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
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の

は
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科学的に理解できることばかりでない

この世の中

統合とはパラダイムを拡げて理解する

paradigm shiftではなく
paradigm expansion



(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））



（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））



(020－01１)



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



(035-009-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”





（０３５－０３７－ＩＩ） パラダイムとパースペクティブ

パラダイムの融合，あるいは統合が可能であるとは必ずし
も思っていない。つまり，特定の存在論・認識論・方法論を
示す包括的な哲学体系であるパラダイムの間を容易にわ
たり歩くことはできない。それはパラダイムが，その利用者
を特定の世界観に結び付ける信念体系を表しているから
である。一方，パースペクティブは，パラダイムとは対照的
に十分に練られたん体系ではないため，それらの間を簡
単にわたり歩くことができる。

Ref : transparadigm perspective
（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）



統合医療とは、なにか

その現状は



蒲原聖可・渥美和彦：米国における補完・代替医
療の現状－第医療から統合医療へ－。

日本医師会雑誌 132(9)：1095－1099，2004

０１５－０５４



016－022

2005年4月15日

一ツ橋学士会館



016－021



016－024 統合医療を実現する会

発足会

日時：2005年7月14日
場所：ホテル ニューオータニ

目的：統合医療を実現するため

民間人による幅広い国民的運動を展開する

会員：会長 中条高徳（アサヒビール名誉顧問）

会員 経済・文化・マスコミ界から



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



（(041-001-I)               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 の基準で評価するとこは適切でない。
新しい、統合医療の評価基準の設定が必要。

質の評価基準設定は、始まったばかり 。。。



(041-019-I) 心療内科の生物医学還元主義化

心療内科という果実が実を結ぶ過程には，操作的診断法の
導入や治療法の標準化など，心身医学の科学化が強力に
押し進められる必要があった。それは，生物医学を中心とし
た制度医療の内部でその地位を獲得するための戦略でも
あった。全人的医療の方法論を探求していたはずの心身医
学が，精神身体免疫学・脳生理学・認知行動科学などの新
知見を積極的に取り込もうとするあまり，「こころ」をも含めた
心身全体を機械として捉えようとする生物医学還元主義に
再び陥りつつあるともいえる。

ref : 統合医療を科学的に評価するのも、同じ車の轍

（辻内琢也：民俗セクター医療をめぐるナラティヴ。

ナラティヴと医療（江口重幸ら編）、p141、金剛出版、東京、2006）



統合医療の観点から見る

アフェレシス治療



血液浄化は分化（分析）的に発展
（０３３－００６－I)



単純血漿分離は分化（分析的）思考
（０３３－００７－I)



（０３３－００４－I) DFPPは統合的思考



HD~HDF~HFを相互移行型とするのは、統合的思考
（０３３－００５－I)



血液浄化のスペクトルは、統合的思考
（０３３－００８－I)



012-020

透析患者の気功治療は、

科学的医療と

非科学的医療の統合

“奇跡的効果”





(038-005-II)      心身医学療法に診療報酬

I 004 心身医学療法（１回につき）
１.入院中の患者 ７０点

２.入院中の患者以外
イ 初診時 １１０点

ロ 再診時 ８０点

（心身医学療法について）

（１）この心身医学療法には、自律訓練法、カウンセリング、
行動療法、催眠療法、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、一般心理学療法及び簡便型精神分析療法が
含まれる（平成１４．３．８保医発０３０８００１）

（医科点数表の解釈：p341,社会保険研究所、平成１４年、４月版）



アフェレシス治療で

Healthy Aging



(031－006) Antiaging vs Healthy Aging(1)
Antiaging
キリスト教的精神:神に契約によってヒトだけが選ばれた選民意識。
過酷な砂漠の生活に根ざした天地創造から世紀末までの直線的思考。
Antiaging；死にもant-。老化も自然も征服すべき対象とする。

とはいいながら、古語にいわく man is mortal
古代中国（一般的には東洋思想）：
道教＝不老不死（始皇帝・徐福・蓬莱(日本））仙人immortals
日本：森の生活に根ざした円環的思考。冬来たりなば、春遠からじ。
自然は優しい。共存すべきもの。

姥捨て山（楢山節考）；貧しさの故もあるが、自然（しぜん・じねん）・あるがままを
受容する基本的思想。天地からいただいた元気を養生。

死への生命学的理由はある。
Healthy aging こそ、日本的心情の究極目標。死ぬことが前提。
PPK(ピンピンコロリ)が目標
誰にも迷惑をかけないで、朝起きたら寝床の中で。。。
常日頃「お世話になっているね、ありがとう、愛してるよ」で心の安寧。
念仏と同じ、繰り返していると、不思議に、その気になってくる。。。



(031－007) Antiaging vs Healthy Aging(2)
基本命題：Antiaging（抗加齢）は、

少子高齢化社会において歓迎されるか？
解答：みんなに達成されたら、どうなる？困ってしまう。
シャングリラ（Shangri-La、香格里拉。イギリスの作家James Hilton
が1933年に出版した小説『Lost Horizon』）は、桃源郷であっても、

理想郷（Eutopia）たり得るか？
死に悩み、生きて煩悩に苦しんでこそ人生。

Healthy Agingの評価：
分析的・客観的評価；個別の指標はほぼ無意味。
容姿・外見・活動性

ホリスティック・直観的・主観的評価；有意義。
young in mind・自己満足
でも、老醜・老残・老害は現実！！他人は、指摘してくれない。

自己判断は、辛い。せめて、気にしてない振り。



（031-001）医療デトックスでhealthy aging
デトックス：detoxication 
医療界ではdetoxification＝detoxifyの名詞

de；取る・去る toxin；毒 fy；。。。化する
blood purification（血液浄化）は、

医療として行うデトックス

巷間デトックス：

食事・大量飲水・アロマ etc.



ASO患者のLDL吸着前 ３回のLDL吸着後

患者のことば：

これは、神業

天地が、ひっくり返ったよう

これは、奇跡です



(031－002) LDL吸着の知的・精神障害に対する効果

“先生！これは奇跡・神業・天地がひっくり返った”

頭がすっきりする・明瞭になる

気分爽快になる

やる気がでてくる

道に迷わなくなる

元のように気持ちがきかなくなる

松本清張氏：頭が明瞭。

Alzheimer病に効くのでは？

１０例中１０例に、なんらかの効果



（031-008）

LDL吸着で目の上のコブ
が小さく、柔らかく



（内山真一郎：脂質低下療法による脳卒中患者の再発抑制の効果について。
JMN 12,p60,2006）

(026－045)



(031－003) Underground医業界での動き

台湾から月１回LDL吸着の目的で日本へ(1990年代）：
血液浄化専門でない医療施設

保険外診療

日本・ハワイ・香港から板橋中央総合病院へ(２００７年）
ハワイでLDL 吸着：
ジョージ有吉氏(１９９５年頃） → FDA機材未承認
板橋中央総合病院関連施設(２００７年） → 疾患未承認

日本内で専門施設：保険外診療

Alzheimerは、リポ蛋白関連。アミロイド関連！！！
タイでhealthy aging診療：
世界的ネットワーク構築可能



(031－004) 外気功でhealthy aging
70歳代女性：背の曲がりが伸び、杖もなしで歩く。不動尊参りが可能に。
90歳代女性：気功で、全身ストレッチング。

“先生！私より先に死なないで。。。”
70歳代女性：元教師。“子供たちから元気を貰っていた”。

日本舞踊が生き甲斐。生い立ちを聞いて欲しい。
50歳代女性：30年近い付き合い。生理痛・更年期障害に著効。

脱力・半催眠。
30歳代男性：パニック症候群に著効。
70歳代女性・透析患者：“先生のイタイイタイ飛んでけーが一番効く”

透析も耐えられるように。。。
60歳代女性：左乳癌がおとなしくなって。。。
60歳代男性：ESWL後の左尿管結石が排出。
60歳代女性・透析患者：全身楽になって。。。肩関節の可動域拡大。
60歳代男性・透析患者：全身アミロイド症の関節痛も楽に。。。



(031－010) アメリカのアンチエイジング市場

薬や健康食品などを含むアンチエイジング市場は200億
ドル規模を突破。数年以内に300億ドルに達すると見込
まれて。．．内容は多彩。皮膚の張りを維持する入浴や
マッサージ療法，シワ伸ばし用の注射やホルモンの補充，
目元や視力回復のためのプチ整形little nip and tuckな
ど，健康食品や関連グッズを含めれば玉石混交で，効
能の疑わしいところか，有害なものも見受けられる。

（浜田和幸：団塊世代のアンチエイジング，p16、光文社，東京，2007）



(031－025) 世界のcentenarianの共通項

1）40％は，過去20年間にわたって，何らかの病気ととも
に共存。しかし，その病気が原因で日常生活に支障が出
るようになったのは，90歳代。。。13％は，生涯，加齢にと
もなう病気から全く影響を受けていない。。。2）年を取れば
取るほど健康状態が良くなっている。3）その多くが信仰を
持っている。週末には必ず教会に通うか，信仰を実践する
場を持っている。4）食生活に関して，多くは肉をほとんど
食べず，タバコを吸わない。アルコール摂取量も極めて少
ない。5）家族とともに過ごす時間を大切にしており，それ
がストレスをコントロールすることになっている。
男性は例外なく細身の体形、しかし，女性多くはふくよかで
ある。表面的に共通しているのは，年齢の割に若く見える
こと，同年配の人々と比べて明らかに活動的である。

（浜田和幸：団塊世代のアンチエイジング，p103,光文社，東京，2007）



EBM (evidence-based medicine)と、
それを補完する NBM (narrative-based 
medicine)を通観するのは
統合医療的perspective



(041-004-I) EBM (evidence-based medicine)と
NBM (narrative-based medicine)

臨床疫学と一般診療の架橋を目指す新しい医療の方法
論である，EBMが急速に医療の世界に浸透し，医療の方
法論は年大きく変わろうとしている。。。その科学的な側面
があまりにも強調され過ぎる傾向があることもまた事実。
その結果，医療における全人的な側面，医療従事者と患
者の相互交流的な側面の重要性に面再度光を当てようと
するNBMというムーブメントが起こってきた。。。NBMが，
英国におけるEBMの研究者でもある一般診療医の中から
起こってきたのは、決して偶然ではあるまい。

（斉藤清・岸本寛史：ナラティブ・ベイスト・メディスンの実践、p2、金剛出版、東京、2007年）



(041-035-I) 病い(illness)と疾患(disease)
医療関係者と患者の間には、病い（illness）と疾患
（disease）の物語りを巡る葛藤もまた生じてくる。この葛藤
のひとつのタイプは、患者が実際にする病いの体験と、医
療従事者がそれを疾患へと再構成することの間の、存在
論的な食い違いから生じてくるものである。例えば、患者
が痛みや熱、咽頭痛を感じている時に、臨床医はインフル
エンザＡウィルスの増殖を見ている。病いは、病んでいる
人がその中に生きている現実である。それに対して疾患
の分類は、しばしば、健康と病いの二分法における健康
者の側から、医療従事者が病んでいる人の経験を解釈す
るための、かなりおおざっぱな地図であるに過ぎない。

（ アンナ・ドナルド ：世界としての物語り 。ナラティブ・ベイスト・メディスン（斉藤清二ら監訳）、p
２６、金剛出版、東京、2001, Trisha Greenhalgh & Brian Hurwitz : Narrative Based 
Medicine,1998）



(041-009-I)                 精神医学の治療法

医学の専門分野の中では，精神医学が「唯一，話

すことと聞くことが治療法として確立されている分
野」（Launer J:BMJ Books, 1998;pp93-102）であ
る。が，実際の臨床場面では，精神科医に限らず，
医者が話を聞くこと自体，治療的な働きをしている
ことも少なくない。

Ref : ムンテラMundtherapie

（斉藤清・岸本寛史：ナラティブ・ベイスト・メディスンの実践、p47、金剛出版、東京、
2007年）



なぜ、いま統合なのか。

時代的思潮の流れ。。。



（０２７－０１９） 複雑系としての病い

近代医学的「特定病因論」

1つの病気には1つの原因物質が対応しており，その原因物質を発
見ないし 同定し，それを除去すれば病気は治療されるとする。

原因物質→病気 単線的な因果関係が想定

「現代の病い」

病いは身体内部の要因のみならず，ストレスなど心理的要因，労働
時間や社会とのかかわりなど社会的要因，自然とのかかわりを含
む環境的要因など，無数ともいえる要因が複雑に絡み合った帰結と
しての心身の状態と考える。

限られた要素の間の単線的な因果関係によって現象をとらえるの
ではなく，無数の要因が非因果的な関係を含めて相互に作用する
システムとしての現象を捉える。

（広井良典：ケアのゆくえ 科学のゆくえ、p10、岩波書店、東京、2005年）



(028－040) 近代科学の信頼喪失

近年は世俗的ヒューマニズムの妥当性・有効性が疑われ
るようになって。。。1つの理由は，その担い手である近代
的エリートの権威を支えていた近代科学の威信が揺らい
できていること。。。1970年ごろから多くの困難な問題を生
み出してきた。。。資源・環境・人口問題など。。。科学的知
識・テクノロジーを駆使した武器により，大量・短時間内の
殺人。。。科学者は世界観的には空白な存在であり，精神
や思想に関わるリーダーなどではあり得ないという常
識。。。一方，世俗的エリートを支えてきた人文的教養の
権威も後退。。。哲学・倫理学・疫学・宗教w・文学・歴史学
など。。。
（島薗進：スピリチュアリティの興隆－新霊性文化とその周辺－、p82、岩波書店、東京、2007年）



(028－033) 新霊性文化・運動はネットワーク

新霊性運動・文化の支持者の多くは既成の組織化された
宗教伝統，すなわちキリスト教，イスラム，ユダヤ教，仏教
などに対して概して否定的。。。また，がっちりとした教団
組織や教義を持ち，指導者に権威が集中している新宗教
に対しても，自分たちにはふさわしくない世界だと感じ
て。。。そこで，緩やかな指導や協力の関係として「ネット
ワーク」を築くという主張がなされることが多い。指導者や
情報提供者が他の人々に権威的な指示を与えることはな
く，支配服従の関係は形成されない。参加と離脱は自由で，
定期的な集会や儀礼はなされないのが普通。。。

（島薗進：スピリチュアリティの興隆－新霊性文化とその周辺－、p 61、岩波書店、東京、２００７年）



(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



(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）



（裾野へ末広がりの医療）

狭義の医療

広義の医療

医療類似行為

生活習慣など

なんでもあり、なんでもあり、
ボーダーレスボーダーレス


