


統合医療成立の経緯



(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

補完・代替・伝統医療など

統合医療

全人的医療

科学的に
理解できない



統合とはなにか

統合すると、どうなる？



統合とは何か

（新英和大辞典、第6版、研究社、2002年）
integrate, integration
＃ （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
＃完全にする

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



科学史は、二つの性質の異なる過程が

繰る返される動的過程である（Kuhn）

さまざまな理論・仮説のせめぎ合い

理論の目的・方法・成功の規準に対する論争

仮説は自明 → 論争の中止

科学的活動： 計測の精密化・経験と
理論整合・あらたな問題領域の開拓

科学の成立以前

科学の成立＝通常科学の時期

一つの仮説が支配権

パラダイム

理論的仮説・手続き・
成功の模範事例の総体

＝

多数の変則事例

対抗パラダイム候補

再び、論争と動揺

科学の危機

新しい科学 ＝
新しい
パラダイム

科学革命

パラダイムシフト

（中釜浩一：科学論の帰趨。科学技術のゆくえ、加藤尚
武ら編、p47,ミネルヴァ書房、京都、1999）

共通の尺度はなく、通約不
可能。非合理的な説得・宣
伝を受容

すくなくとも、

科学的共通性



(028－066) 変則的な事例の観察

すべての偉大な科学はあるジレンマに直面することから始まっている。
ジレンマとは，その時々の知に疑問を投げかける変則的な事例が観察
されること，現行の世界観とは相いれない出来事が厳として存在する
こと，あるいは現在の知識では解決できない問題があることなど。それ
らの変則的な事象が観察されるときに取りうる2つの選択肢。1）現在
の世界観に同化する方法，2）新しい情報を取り入れて世界観自体を
変化させる方法。後者は大きな社会運動を生みだす種となってきたが，
「変則的事例」であると認識されるには，ある程度の頻度や説得力が
必要。。。人は見ることを期待していないものは文字通り目に入らない。
注意が向けられなければ意識的な知覚は成立しない。

（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。p283,人文書院、京都、2007年）



通約性がない現代医療と補完・代替医療

医療 特性 通約性

現代医療 現代科学に依拠する 科学的

補完・代替医療
現代科学では理解できない
ときに、医療奇跡

非科学的

現代医療と補完・代替医療の通約性は、

“科学的”医療と“非科学的”医療

通約性が
ない



(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 : transdisciplinary領域を超えた→ multidisciplinaryまたがる→

interdisciplinary学際

（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)



(028－061) 「客観的」科学と「主観的」価値

多くの人が，「客観的な」科学と「主観的な」価値を区別することは，疑
う余地もないことだと。。。価値は願望，愛情という人間の心の中の感
情から生まれたり，非論理的な個人的経験や，集団の伝統にかかわ
る深い形而上的信念の中に生じたりすると考えられている。科学は、こ
れらの評価の仕方やその結果には全く関知しない。ただし，科学的知
見が，不合理で主観的な価値を認識，理解するための技術上の手段
や情報として役立つかもしれない。しかし，現代の科学はさまざまな点
で価値判断と深く結び付いており，科学が世界を見る唯一の客観的方
法であるということは疑わしい。一方に科学のいう「現実，特に自然に
対する客観的で，価値という尺度のない概念と説明」があり，もう一方
に「主観的価値」がある。自然科学が多くの点からみて価値に依存して
おり，また自然科学自体が価値に影響を与えている。。。

（ルートヴィヒ・ジープ：科学と社会的価値

スピリチュアリティといのちの未来。島薗進ら監。p217,人文書院、京都、2007年）



統合科学は、誤り

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。。。

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

方と折り合い。。。

内的経験と外的経験のバランス。。。

スピリチュアルな伝統と自然科学の和解。。。

「客観的な」科学と「主観的な」価値。。。

（統合）科学では、あり得ない

The Intelligently Integrated, Something Intelligently Integrated

統合知



諸学は統合へ 009009

周辺関連科学の進歩

触発↓

現代医学 人間 人間 X
↓ 分析的に解析・解明 ↑集合
臓器・器官・組織・分子・遺伝子

↓

生命の不在・理解不能

人間を科学的・哲学的・宗教的・芸術的 etc  
統合的に視て、はじめて理解可能

#「全体は部分の集合にまさる」（パスカル）
#「自然のシステムはすべて全体。。。互いに依存し合う。。。

全体の性質は単なる部分の総和とは異なる」（カプラ）



あらゆる領域に諸学の統合 009010

例）エネルギー利用にかかわる地球温暖化：

極めて長期的・複雑な現象

仕組みの解明：自然科学的手法で可能

発生原因・緩和策：

技術と経済がかかわる。機械とお金の動きが必要。

複雑さは増すが、定量的評価が可能・工学的手法が有効

環境問題：生活様式・政治的意志決定が加わる

複雑さは、格段に増す

諸学問分野を統合した総合的手法が必要



統合しても、

構成要素の個性は残る



（028－016）人種のるつぼとサラダ・ボウル

「建国時から多様性はこの国のエネルギー源であった」（William J Clinton）。
Ref : 科学と宗教・霊性が共存するモデルの一つの模範？

（川島正樹：キング牧師の夢はついえたのか？異文化理解の倫理にむけて、

稲賀繁美編、ｐ193、名古屋大学出版会、名古屋、2000）

アメリカ合衆国は多様な人種・民族が互い
に溶け合って「アメリカ人」という新たな国
民を形成してきたとする「人種のるつぼ
melting pot」説神話に代わって。。。

各人種・民族集団はそれぞれの特色
を失わずに全体として複合的なアメリ
カの文化を形成しているとする文化的
多元主義，すなわち「サラダ・ボウル」
説が登場。

個性が見えなくなる
融合ではなく、
個性が見える統合



(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

現代的科学的治療

補完治療

代替医療

伝統医療



量と質の問題



(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
質
で
評
価
す
る
の

は
奇
妙
・不
適
切

客
観
か
ら
主
観
へ

科
学
的
か
ら
非
科
学
的
へ



(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）



(035-ＸＸＸＸＸ-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
科学者は、“井の中の蛙”

量的変化

科学的理解・評価



(035-ＸＸＸＸＸ-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

淡水の井戸から塩水の大海への移動
は、量と質との変化

統合的変化

The Intelligently Integrated              
Something Intelligently Integrated 

どう理解し、どう評価するか？



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。QOL・ADLなどで標示

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（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）



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

不可分統合体undividable unity

→The Intelligently Integrated

→Something Intelligently Integrated



（０３５－０３８－ＩＩ） 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。

ref : アヴァンギャルド
（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）



（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。



(025－048) 数量化進展の原因
西暦1000から1340年の間に，西ヨーロッパの人口は2－3倍に増加，
増えた人口は都市に流入。中世ヨーロッパの農民・貴族・聖職者の3層
構造に都市住民（ブルジョワジー）が加わった。「計算の雰囲気」を醸し
出したのは，商業取引に従事したブルジョワジー。都市住民にとって正
確な時間が重要。機械時計が刻むのは均質化された時間。空間の認
識も変化。沿岸航海のため，空間を緯度と経度で均質に区分する

図法。。。宇宙は数学的に計算される。。。

音楽や絵画にも変化。音の相対的な高低を示すだけの原始的な記譜
法から，11世紀ころから譜線を用いた譜表が使われ，13世紀には長さ
を示す音符による定量的記譜法が現れた。絵画においては，15世紀
に近代的な遠近法。。。絵画は，空間を幾何学的にとらえるもの。。。

数量化の極致は簿記。「世界を目に見えるもの，数量的に把握できる
ものに還元し，それによって世界を理解，おそらくは統御することもでき
る」。数量的な表現は，言語的表現よりも正確である。時に形而上学的
な信念をも覆す。

（中島秀人：日本の科学/技術はどこへいくのか、p140、岩波書店、東京、2006）（Crosby AW:The 
Measure of Realiry,1997。数量化革命：小沢千重子訳、紀伊国屋書店、2003年から引用）



数的に扱う量的表現だけでは、

完全でない



(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。

(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））



(037-005-II) 科学は、陰性所見を無視する

科学では、陽性所見にのみ関心

陰性所見を無視するのは不公平

陽性所見を正当性の証拠の根拠にするなら、

陰性所見も同様に。。。

ref : 気功で変わる水の結晶構造

統計学的有意差

p<0.05は、20回中1回の不整合を容認すること。
不整合の1回を無視する根拠はない。。。

“まあいいか”の世界。。。



(041-028-I) 統計学は、悪質な嘘

嘘には、三種類あり、後のものほど悪質である。

すなわち、「単なる嘘」「真っ赤な嘘」、そして「統計学」
（Disraeliの作？イギリスの政治家。保守党党首。１８７４－８０首相）

（ スティーブン・ジェイ・グールド ：中央値は何も語らない 。ナラティブ・ベイスト・メディスン

（斉藤清二ら監訳）、p31、金剛出版、東京、2001, Trisha Greenhalgh & Brian Hurwitz :  
Narrative Based Medicine,1998）



EBM (evidence-based medicine)



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



(037-004-II) Orphan Drug

Orphan drugの採用は、
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 perspectivism:
科学的paradigmから

非科学的領域にわたるperspective

統合知



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（欧米では、1970年代）で

統合医療はすでに始まっていた



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



EBMに対抗・補完する
NBM (narrative-Based medicine)



(041-004-I) EBMとNBM
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）



(041-005-I) NBMと質的研究
実践論としてのNBMは，「広義の対話」そのものであり，医
療面接・カウンセリング・臨床心理学・ナラティブセラピーなど
と密接な関連を有している。しかし，必ずしも特定の技法の
実践に限定されるものではない。研究論としてのNBMの
キーワードは「広義の質的研究法」である。NBMは，臨床現
場で医療従事者と患者の間で体験される相互交流の記述を
その本体とする。このような主観的・相互交流的な事象を扱
う「科学的な研究」の方法論は，現在までの医学には存在し
なかった。その突破口を開くのが，対話分析・事例研究など
を含む広義の質的研究法である。しかし現在のところ，NBM
の研究法として確立したものがあるわけではなく，この分野
の発展は今後の課題であろう。
（斉藤清・岸本寛史：ナラティブ・ベイスト・メディスンの実践、p6、金剛出版、東京、2007年）



(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

（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）



(041-010-I)    質的研究は、看護学で発展

質的研究は，看護学領域での発展が著しく，

医師中心の医学領域では，まだまだ普及していない
というのが現状。。。

（斉藤清・岸本寛史：ナラティブ・ベイスト・メディスンの実践、p71、金剛出版、東京、2007年）



(041-012-I) 「体力」「体調」はホリスティック

1）緩和医療の臨床現場において，「体力」「体調」ということ
ばは，通常の意味を超えた重要な意味付けを持って語られ
る。2）「体力」「体調」ということばのもつ象徴的意味は，日本
人の持つ伝統的なホリスティックな健康／疾病観と密接な関
連を持つ。3）臨床現場における患者やその家族がときに示
す，西洋医学的の方法論から見ると奇妙に見える反応や行
動は，伝統的な健康／疾病観の観点を導入することにより，
理解可能。

（斉藤清・岸本寛史：ナラティブ・ベイスト・メディスンの実践、p77、金剛出版、東京、2007年）



(041-026-I)                臨床病歴聴取はアート

英国では，患者が医師に話すことを記録するプロセスを，臨
床病歴聴取と呼ぶ。この技術は，臨床家によって常に医療
の芸術（アート）として褒め称えられてきたし，どのような状況
においても，診断の強力な手がかりをもたらすものと考えら
れてきた。。。臨床医にとって大部分の診療とは，複雑であ
いまいな挑戦に直接対面することであり，そこでは間主観的
な解釈が必要とされる。臨床の現場では，物語り（ナラティ
ブ）の尊重と解読こそが，いまだ十分に解明されてはいない
とはいえ，重要な臨床技術なのである。

（Brian Hurwitz & Trisha Greenhalgh：日本語版への序。
ナラティブ・ベイスト・メディスン（斉藤清二ら監訳）、pｖ、金剛出版、東京、2001,

Trisha Greenhalgh & Brian Hurwitz : Narrative Based Medicine,1998）



(041-030-I)                            病歴の聴取

医師がより洗練されたものの見方を保とうとするならば、病
歴の聴取をするときには、生物学的、身体的な現象だけで
はなく、患者の個性、人格、心理社会的な機能などの側面を
も理解することが必要。。。

（ Trisha Greenhalgh & Brian Hurwitz ：なぜ物語りを学ぶのか？。ナラティブ・ベイスト・メディスン（斉藤
清二ら監訳）、p７、金剛出版、東京、2001,Trisha Greenhalgh & Brian Hurwitz : Narrative Based 
Medicine,1998）



(041-031-I)                    臨床医の危険な傾向

臨床医というものは、自分が期待するものにしか目
を向けず、無意識に、例外的なことを考えないように
する危険な傾向を持つ。。。私達はこの抑圧する能
力に気をつけなければならない。それは選択的な難
聴、選択的な盲目、そしてその他の感覚遮断を創り
出すことによって、意味のあること、重要なことを簡
単に抑圧してしまう（Richard Asher：Clinical sense.The 1959 
Lettsomian Lectures.In:Avery Jones F ed.Richard Asher talking 
sense.London:Pitman Books Ltd,1972,p.3）
Ref : 聞く耳を持たない

（ Trisha Greenhalgh & Brian Hurwitz ：なぜ物語りを学ぶのか？ 。ナラティブ・ベイスト・メ
ディスン（斉藤清二ら監訳）、p１０、金剛出版、東京、2001, Trisha Greenhalgh & Brian 
Hurwitz : Narrative Based Medicine,1998）



(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）



新しい文明を啓く

統合知の創造

気づいてみれば、

予想以上に、

新規で、難しい道のり



統合とは、統合知の創造

科学的医療と非科学的医療の統合の結果：

The Intelligently Integrated
Something Intelligently Integrated
量と質・科学的な物事/事象と非科学的物事/事象を

transdisciplinarily perspecting学通的に洞察する
新しい統合知の創造

ref : 現代科学に挑戦
ref : Advan garde（前衛隊）
ref : aggressive war（先制攻撃）→侵略戦争



Disciplinary,  interdisciplinary , multidisciplinary &   
transdisciplinary perspectives

disciplinary
interdisciplinary学際的 transdisciplinary

学科・教科
個々をみる

multidisciplinary集学的

複数の接触面をみる

通学的・学通的
複数を透察的にみる

統合知のスタンス



（(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 の基準だけで評価するとこは適切でない。
NBMの基準も考慮にする必要がある。
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 。。。


