


現代日本においては、多くの人が
健康を志向し、長寿を祈念し、
生活習慣（急変）病・メタボリック症候群に

関心を向けるが、
飽食・運動不足の時代。

現実は、
“誰か、どうかしてくれないかなぁ！！”
他力本願・他力依存



諸悪の根源は肥満 001-019

生活習慣病対策からみた肥満 :

Body Mass I ndex(BMI体格指数 )＞25  

（BMI =体重（Kg）/身長（M）
２
）

(  日本肥満学会、2000年)

日本人の7割以上が肥満

平均BMIは、男女とも27 . 8

(  田上幹樹:生活習慣病を防ぐ七つの秘訣、ちくま新書: p053 ,筑摩書房,東京, 2001 )



肥満と遺伝 001-021

両親が肥満の子供は、そうでない子供より明らかに

肥満の発生率が高いという報告:

子供の肥満発生率

両親とも正常体重の場合: 10% 程度

両親のうち一方が肥満の場合: 50%

両親とも肥満の場合: 80%

食事内容・運動量などの生活習慣の影響

親と養子の場合も同様な傾向、飼い犬まで肥満

肥満の原因は「遺伝30% ,環境70% 」

(  田上幹樹:生活習慣病を防ぐ七つの秘訣、ちくま新書: p06５,筑摩書房,東京, 200 1 )



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1̃ 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。

ref:情動で遺伝子がsw itch-on （阿岸鉄三、2 , 001年）



脂質異常症（高脂血症）は
健康を損なう



(027－012)



(027－013)



（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)



（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）

(026－044)



(028－027)脂質異常症 朝日新聞2007年4月26日14版３７頁





朝日新聞 2004年3月4日4版2頁



血液中の脂質を
アフェレシスで除去する



(027-020) ASOに対するアフェレシス治療による
効果発現について想定される機序

総コレステロール除去
LDLコレステロール除去
酸化LDLコレステロール除去

(027-020) ASOに対するアフェレシス治療による
効果発現について想定される機序

ブラディキニン
放出（ABC反応）

フィブリン除去
フィブロネクティン除去

血液・血漿粘度低下
赤血球変形能改善

コレステロールプラーク縮小？
→血管径開大

→血管弾力性回復

接着因子除去

硬化病巣縮小？末梢血管拡張

血液流体学的因子

血管形態学的

即時的出現/ 消失 短期的出現/ 反復 → 長期的持続

VEGF
産生

血管新生
側副路発達

→
赤字：1992年当時すでに指摘Ref : 複雑系理解へ



ASO患者のLDLaphereisis前 2回のLDLapheresis後
019－003



（031-008）



(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



(031－003) 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



アンチエィジング（抗加齢化）の考え



(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）



(031－011) アンチエイジングの3原則

American Academy of Anti-Aging Medicine(A4M)
アンチエイジングの3原則
＃わたしは死なない，と強く思うこと

＃死なないためには，病気にならないこと

＃病気にならないためには，

心と体にプラスなことを常に心をかけること

（浜田和幸：団塊世代のアンチエイジング，p12、光文社，東京，2007）



(031－012) 永遠の命

「今の健康状態をあと10年維持することができれば永遠の
命が保証される」との研究発表（A4M 2006 in Chicago)
来たるべき10年間で遺伝子治療やナノテク技術が長足の進
歩を遂げるため，さまざまな病気や老化現象を防止し，逆転
させることが医学的に十分可能な時代になるという大前提

（浜田和幸：団塊世代のアンチエイジング，p17、光文社，東京，2007）



(031－013) 生命の格差

アンチエイジングのサービスを始め，不老不死の治療を受け
ることのできる経済的余裕のある人々と，願っても必要な基
礎的医療すら受けることのできない恵まれない人々との間
で”生命の格差”という深刻な問題が生じる恐れ。。。生まれ
た直後に細胞を冷凍保存し，皮膚や筋肉の老化現象が見ら
れるようになれば，みずからの皮膚を培養，拡張し，皮膚の
全身総入れ替え。。。幹細胞から必要な臓器を新たに生み
出し，副作用のない臓器移植も可能。。。

ref:地獄の沙汰も金次第

（浜田和幸：団塊世代のアンチエイジング，p17、光文社，東京，2007）



(031－014) 老化は病気の1種
1997年のAmerican Academy of Antiaging Medicine
Dr. Ward Dean:「老化は病気の1種である」という理論。
それまでの常識では「老化は自然な病理現象である」という
受け止め方を，根底から覆す。。。「歳をとることと老化は全く
別の現象である」。ライフスタイルを改善することや，医学の
介入によって老化という病気は十分予防したり治療をしたり
することが可能である。。。年を重ねるということは自然の

プロセスではあるが，そのこととが病気の1部としての老化す
ることは全く別のことである。

ref:神との契約で、人は特別な存在。なにものも支配できる

（浜田和幸：団塊世代のアンチエイジング，p27、光文社，東京，2007）



(031－019) 気を増やす中国式健康法

1)できる限り自然のままの形で食物全体whole foodsを取り
入れる。

2)できるだけ生きている食物living foodsを食べる。
3)野菜や穀物でも，それらの育った土壌で

豊かな場所であるものを選んで取り入れる。

4)食べる量：カロリー制限。
5）有機栽培organically grownのものが最も望ましい。
6）食事の時間帯：午前7時から9時の間は胃の働きが
最も活発。

（浜田和幸：団塊世代のアンチエイジング，p63、光文社，東京，2007）



(031－020) 周囲からの期待が健康を促す

Alexander Leaf(1970年代)：（グルジア共和国・パキスタン
北部・エクアドルのアンデス山脈など世界の）長寿社会で、
歳をとることが人間としてより多くの尊敬を勝ち得ることにつ
ながっている。周りから尊敬される，頼りにされるという精神
的な充足感が多くの人々の健康な長寿の支えとなっている。

Elen Langer：高齢者は自分の肉体年齢より20歳若返った
つもりで考え，行動することを促した結果70代・80代の人々
の行動パターンや肉体の機能が5日間で目に見えて変化。
自らがそのような目標やゴールを定めることが，アンチエイ
ジングを標榜するどの健康食品や健康法よりも効果がある。

（浜田和幸：団塊世代のアンチエイジング，p65、光文社，東京，2007）



(031－021) 意識が体を甦らせる

「われわれの人生はカレンダーの刻む年齢によって生きるべ
きものではない。自分が何を感じ，何を達成したいのか，と
いう強い意識にしたがって生きるべきものである」（77歳で2
度目の宇宙飛行に成功したJohn Glenn,Jr.上院議員）
Glenn上院議員へのメッセージ，「自分も一緒に宇宙へ旅立
ちたかった。次は必ず自分も行く」（90代半ばを過ぎた上院
議員Strom Thurmond）。
未知の体験に対する欲求、燃えるようなライバル心が人の
寿命を無限に伸ばす原動力になる

Ref:やる気になる、その気になる

（浜田和幸：団塊世代のアンチエイジング，p69、光文社，東京，2007）



(031－022) ストレスのない人生を歩む

民間企業でも政府機関でも，職責の最高位にある人々は，
それより下の地位にいる人々と比べて死亡率が3分の1以上
も低い。（英国のWhitehall Study)
会社の社長や業界団体の理事長，役所の次官クラスなど，
上層部になればなるほど健康で長生きする比率が高くなる。
社会経済的地位と健康長寿との間には，相関関係がある。
（アメリカMac Arthur Foundationが行った「社会経済的地位
と健康)

（浜田和幸：団塊世代のアンチエイジング，p73,光文社，東京，2007）



(031－023) 100歳以上の人たちの共通項

元気なcentenariansの発言や行動
1）人生を楽しむ上において，大切なのはモノやカネではない，
という発想を持っていること。

2）周りの人たちは，自分が思うほど自分のことには関心を
持っていないと悟っていること。

3）どうしてもというときでない限り，他人に対して否定的な発
言や，衆目の面前で他人を批判したりしないこと。怨嗟という
負のエネルギーを回避する。

4）自分自身の弱点を知ることは大事だが，その弱点に足を
引っ張られるほど気を揉むことはないと割り切っていること。

（浜田和幸：団塊世代のアンチエイジング，p77,光文社，東京，2007）



(031－024) 今すぐできるアンチエイジング実践法

Paul Hamilton(Quality Life Welness Foundation)の研究
「アンチエイジングのための意識の持ち方」
1）生涯学習を続けること。好奇心こそ若さの原動力。
Martha Bartfieldが，料理と詩を作る自分の才能に目覚めた
のは75歳のとき。初めての本、”Magic Mandala Coloring 
Book”を出版したのは82歳のとき。2)常に楽天的なものの見
方を心がけること。3）感謝の気持ちを伝える方法を学ぶこと。
4）決して現役からリタイアしないこと。死ぬまで自分の仕事
を続けよ。5）自らの健康や幸福度を高めるための責任ある
取り組を続けること。

真のアンチエイジングとは，自らの価値観やライフスタイルそ
のものを変えていく勇気を持つことから始まる。

（浜田和幸：団塊世代のアンチエイジング，p79,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）



(031－026) 少子高齢化から長寿高齢化へ

2004年の平均寿命が世界で1番長かったのは日本・モナコ・
サンマリノの82歳で”長寿世界一”。。。出生率の長期低下・
平均余命の着実な改善で，0～14歳の年少人口の割合がほ
ぼ連続的に減少し，逆に65歳以上の高齢人口の割合が急
増。。。2005～2010年の間に，死亡率改善が与える高齢化
が出生率低下による高齢化を上回ることが示され，”少子高
齢化”から”長寿高齢化”へと高齢化のメカニズムが変化す
ると予測され。。。年金や医療，介護に投入する費用も増大
し，2004年に総額32兆円の医療費は高齢化がさらに進むた
め，2025年に69兆円に跳ね上がると推定。。。近いうちに医
療保険システムの破綻。。。

（吉川敏一ら：アンチエイジングドック。アンチエイジングドック（吉川敏一編）：

p2、診断と治療社，東京，2007）



(031－027) 老化と加齢

老化（エイジング）とは，教科書的には，「多細胞生物，とくに
有性生殖を行う動物の生活史の後期に，加齢に伴って生ず
る生理機能の衰え」と定義。。。生活史の経時的・不可逆的
進行が加齢であるが，加齢には必ずしも老化が伴うわけで
はない。。。環境に対する体の適応機能の衰えや，抵抗力の
低下などによって示される成熟期以降の退行的変化を意味
する老化とは概念が異なる。

（吉川敏一ら：アンチエイジングドック。アンチエイジングドック（吉川敏一編）

p3、診断と治療社，東京，2007）



(031－030) The McGovern's Report
米国上院議員ら：栄養問題特別委員会（1977年）
食と健康に関する膨大な調査結果：

肥満・糖尿病・心臓病・ガンの増加にブレーキをかけるには，
医療だけでは不可能，予防で対処すべきと提言。

日本型の食生活が低カロリー低コレステロールで穀物をしっ
かりとりながら，必要な野菜・海草が多いとして高く評価。

日本型の食生活を目指すべきだと指摘。

Ref : マグロが手に入り難くなった

（浜田和幸：団塊世代のアンチエイジング，p129,光文社，東京，2007）



アンチエィジングでなくは、
ヘルシィエイジング



(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。



012-020



(031－005) 気功は、古今東西を問わず

気功：外気功 vs 内気功
古代中国の道教由来

日本の気功は別物とも

真光教・浄霊・MOA etc.
animal magnetism（動物磁気） : 

Mesmer, Mesmerism
spiritual healing :イギリスで医療保険適用
therapeutic touch :アメリカで医療保険適用



(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。。。



デトックスで実現する
美容・健康・アンチエィジング・ヘルシィエイジング



デトックスの言葉

Detoxication : de~取る・取り去る
Detoxification 
医工学治療の領域では、blood purification（血液浄化）

巷の出版物には、説明がない。

ref : Abel, Rowntree & Thalheimer(1913年)：
toxemia:毒血症
toxin （毒）、~emia(～血症)

ある種の病気・病態には、原因になる物質（毒）がある。

→病因（関連）物質



デトックスに応用される医療手技・技術

予防：危険なものは、食べない・飲まない

経口的解毒：獣炭末・活性炭

胃洗浄：農薬・睡眠薬中毒

強制的下痢：下痢は、自衛反応？腎不全にも。。。

強制的利尿：外因性毒物・腎不全

強制的発汗：

腹膜透析：

血液浄化：



デトックス技術全体のイメージ

血液浄化

特異的除去

選択的除去

予防

民間療法

交換輸血

瀉血

経口的解毒材

腹膜透析

胃洗浄

強制的下痢

強制的発汗

強制的利尿

医
療
デ
ト
ッ
ク
ス

山頂から裾野にボーダーレスにネットワーク状に

医療とはいえない
デトックス



血液浄化は、医療デトックス



血を浄める‐瀉血の意味‐

生体内の水分は、比較的簡単な構
造の血管腔内（血液）とそれ以外の
複雑なスポンジ様構造の細胞・組織
内（細胞内液・組織間液）の複数の
コンパートメントに存在すると考えて
みましょう。

瀉血によっ
て毒物を
含む血液
を体外へ。

血液全体量は
減少、同時に
体内の毒物全
体量も減少。

血管内以外のコ
ンパートメント内
の水分が血管内
へ移動。血液中
の毒物濃度は希
釈される。水分移
動が間に合わな
いと、循環血漿量
不足で死亡にま
で。。。

血液

細胞内液・
組織間液

→ →



(033－002) パガニーニに下剤と吐剤

1835年はヨーロッパでコレラがはやった年。。。（パガニーニ
が）書いた手紙では，「毎日下剤を飲まされています。決まっ
た便通を得るためです。また同じ理由で吐剤も飲まされま
す」。。。パガニーニはこの療法を10年以上にわたって続け
ていた。晩年の彼のやせ細った肉体はこの療法のためであ
るかもしれない。病気は体の中に毒素のたまることによって
起きるのだから，体を掃除しておかなければならないという
当時の医学理論が基になっている。。。
ref :咳をしていた、咽喉の異常 結核？

ref :大統領Washingtonは、肺炎に瀉血の後で死亡
肺炎に瀉血の効果の統計的分析の論文

（石井宏：誰がバイオリンを殺したか、p146、新潮社，東京，2002）



(033－003) モーツァルトも瀉血を受けた

18世紀までは病人から血を抜く”瀉血”という療法がはやっ
ていた。1778年の春，息子のモーツァルトに同行していた母
アンナ・マリーアは旅先で病気。。。故郷の父からは「瀉血を
受けさせろ」という指令が。。。モーツァルトは，近頃のパリに
は（時代遅れの）瀉血をやるような医者はいないとぶつぶつ
いいながら探しﾉ行き，母に瀉血を受けさせるが，母は間もな
く死んでしまう。その13年後（1791年）ウィーンで，モーツァ
ルトもまた医師団によって瀉血され，まもなく死んでしまっ
た。。。明治に日本に輸入された西洋医学もしきりに浣腸を
奨励し，どこの薬屋にも”イチジク浣腸”を売っていた。

（石井宏：誰がはバイオリンを殺したか、p146、新潮社，東京，2002）



健康に必要なのは、

統合医療的考え。

統合医療とは、なにか？



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

阿岸鉄三、２００９（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を改定）

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

科
学
領
域
に
お
け
る
統
合



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



(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）



（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



(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。



（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-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”

広くなるは、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？



統合とは、統合知の創生

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
新しい統合知の創生

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


