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（016－007）

癒しは、

医療の原点

祈りは、

宗教の原点

医宗同根

医宗合一



(０３２－００４) 医療における宗教的側面・要素

もっとも顕著に現れる局面・状況：

生命の誕生

生命の消滅

ref:健康なときには、あまり問題にならない。

しかし、結構、不明瞭・いい加減な生命の誕生・消滅



人の生死は厳粛、

だけど曖昧さの数々。。。



誕生

死亡

生後

生前 (死前？）

生命の消滅

生命の持続

死後

赤ん坊は誕生するが、生命は新たに創出されない。

生命は継承されるだけ。。。生命体を乗り継ぐDNA。

死へのイベント
は短時間的

生へのイベントは長時間的

胎生でも卵生でも

赤ん坊の誕生

022－039 非対称的な生と死



(022－011) なぜ生まれ，なぜ死ぬのか

近代科学というのは「自分との」かかわりということを

放棄することによって成立してきた知識体系である。。。

人間が生まれることや死ぬことについては，生物学的・

医学的に説明可能である。

しかし「なぜ私は生まれてきたのか」「なぜ私は死なねば

ならないのか」と自分とのかかわりにおいて考えるとき，

それについては科学は答えない。

（石川都：現代医療における心と宗教。現代宗教2003、p203,東京堂出版，東京，2003）



(039-035-II)                 宇宙と生命の発展

宇宙が誕生して200億年、太陽は46億歳なので、比較的新し
い星。太陽が生まれたとき、宇宙にはすべての元素が満たさ

れた状態であった。つまり化学的に生命を作り出す材料はす
べてそろっていったのだ。1つ目の幸運。今の太陽と地球の距
離を100とすると、地球に液体の水が存在できるのは、95－
101の間のみである。この太陽と地球がちょうどよい距離で
あったことが2つ目の幸運。また太陽の質量が今の1.2倍以上
をあったなら生命は進化する時間（生命が人類に進化するの
に要する時間は30億年）がなかった。そうでなかったことが3
つ目の幸運。これらの条件が重なって初めて生命が誕生でき

たのである。

（奥健夫：宇宙と生命の発展。奥健夫ら監修。知的生命情報概論、ｐ7、三恵社、名古屋、2002）

Ref :生命の発生は、きわめて確率の小さな偶然の重なり
生命の誕生は、ただ一回だけ、その後は、継承されるだけ



(028－060) 生命の始まり
「人間の発達は，最初の細胞分裂に始まり，一度も途切れることなく複
雑に継続する」事実に対して：
正統派ユダヤ教；人の胚が受精後40日間は，人に対して尽くすべき道
徳的配慮を必要としない。

イスラム教；道徳的配慮を要する時期は母親が胎動を認知する受精後
120日から。。。
ヒンズー教；生命は受精とともに始まる。

キリスト教（ブッシュ大統領）；人の生命が受精に始まる。

（スタンフォードメディスン）；初期中枢神経系が生成される
受精後26週目ころまでは，潜在的人格とさえ言えない。

イスラエルの研究者；7－8週の胚から機能しうる腎臓組織を調達

（ウィリアム・ハールバット：幹細胞、胚、そしてエンボディメントの意味。

スピリチュアリティといのちの未来。島薗進ら監。p177,人文書院、京都、2007年）



(022－014) 胎児は、母親の一部

米国では胎児を人間であるとし，人工妊娠中絶には根強

い反対論。。。戦後日本の急速な人口増加にブレーキをか

けたのは，人工妊娠中絶。。。世間の伝統。。。日本の世間

では，胎児は母親の一部とみなされ。。。親子心中が極めて

日本的。。。 出生前診断と呼ばれるものも一部は間引きが

出生以前に延長したもの。。。

Ref : 水子供養

（養老孟司：人間科学、p141,筑摩書房,東京，2002年）



(019－024) 死の起源

• 「死は、生命の外的条件に対する譲歩として種に利益をも
たらす出来事とみなされるべきで、生命そのものに本来固

有の必然的なものとみなされるべきではない」
（Weismann:The duration of life, p25,1881)

• 不死の傷だらけの個体が生き延びるよりは、新たに完全
な個体によって置き換えられる方が好ましい。。。それゆえ

自然選択の作用によって、この想像上の不死の個体の生

命は、種にとって無益である分だけ縮められる。
Weismannは、

• 死は進化の過程で獲得したと主張する。
•

• （小川真理子：甦るダーウィン、p161、岩波書店、東京、2003年）



(019－025) 死は、多細胞生物が獲得

• Weismannによると「体細胞と生殖細胞とが一致している
単細胞生物に、死はない。分裂によって増殖する単細胞

生物は不死身。。。多細胞生物の生殖細胞、すなわち生

殖質だけは不死身。。。（生殖質連続説）。多細胞生物の

細胞の均質性は失われ、細胞の相対的位置関係の結果

として分化が生じ、栄養を担うものと増殖に関与するもの

との分業が生じる。分化が進むにつれ、新たな個体を生じ

る力は生殖細胞に限定されていく。」

•

• （小川真理子：甦るダーウィン、p162、岩波書店、東京、2003年）

、



(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）



生死についても

曖昧にしておくのが日本的文化



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）



(028－074) 日本人の多重信仰の実態

日本人の宗教意識に対する客観的データに考慮すべき点：

1．数値は信仰率であり，自覚的信仰を問うたもの
2．宗教行動の実践率であり，初詣・墓参りなどは70％前後，
瞑想や読経などの自覚的宗教行動は数％

3．宗教人口＝宗教団体に所属している人々の数の割合で
170％前後
日本人の宗教意識の最大の特徴は多重信仰，あるいは多
重所属。地縁関係を支配している原理＝氏神神社・神道と
血縁関係を支配している原理＝仏教寺院・仏教は，明治以
前の神仏習合の状況下では相互に排除する関係になかっ
た。

（渡辺学。宗教の危機をめぐって。

スピリチュアリティといのちの未来、島薗進ら監。p328,人文書院、京都、2007年）



(026－008) 無宗教という名の宗教心

われわれが容易に「無宗教」を口にする原因の一つ
に，風俗や習慣となってしまった宗教は「宗教」では
ないという思い込みがあるようだ。それは，宗教とい
えば必ず教祖や教団がなければならないという思い
込みと軌を一にしている現象といえよう。
ref:非宗教的sprituality
ref:明治政府の廃仏毀釈。隠れ仏教徒？

ref:明治政府の神道非宗教論。

（阿満利麿：日本人はなぜ無宗教なのか，ちくま新書085、p017、筑摩書房，東京，1996）



生命倫理問題も

曖昧にして自然のままに待つ。



(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）



(022－030) 自然な形で解決

われわれ自身のなかで，「自然」であるかないかということ

はきわめて大きな判断の拠りどころ。。。われわれは、自然

に即すありようをよしとし，問題は自然な形で解決すべきだと

いう思想伝統のうちに生きている。端的にいって、そこでは，

個々の行為の是非を概念の論理関係で議論するやり方は

なじまない。。。

cf : 温和な日本的風土・自然に信頼感

（菅野覚明：日本人とバイオエシックス；メディカル・ヒューマニティ、2(2):89,1987）



(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。Ref : 阿吽の呼吸で済んだ昔。

（森岡正博：生命学への招待、p165、勁草書房、東京、1988）
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(025－031)

進む生殖医療

進まぬ議論



(022－033) 「おのずから」に生きる

「おのずから」に生きる時には，まさに「おのずから」に事が

成就するという一種のオプティミズムが，さまざまな仕方で

流れているということ。。。

（加茂）真淵が最も主張したのは，天地の心のままに治め

るときには，世の中が大過なく治まるということである。この

オプティミズムは，一般的には，自然に徹して生きる時には，

人間関係の和が実現するという仕方であらわれた。
cf : 自ずから・自然（じねん）と
cf: オシムは「しようがない」「切り換え、切り換えが嫌い」（文芸春秋2007年8月号）
cf : 日本の穏やかな自然環境風土

（相良亨：日本の自然。文学５５（６）：１０９，１９８７）



016－033 自然が育てる思考
湿潤な森林地帯で発達した文化：

生あるものは，滅してもまた生をうむ循環・輪廻の思想が発達。

命を直接脅かす危険は少ない。自ら悟り，自らの能力を補うため

他力本願可能。穏やかで平和・後生を願う仏教的思想。何にでも

精神があり，森羅万象に神々を見いだす。自然に順応。

ref : healthy aging・姥捨て山受容
砂漠に発して西進した文化：

砂漠の思想を基盤とし，鳥瞰的に全体を見通し，別れ道に来たとき

右か左か択一を迫られる。頼れるものは自己のみで，他力はあてに

できない。生きるためには厳しい戒律を課し，周囲に対して敵対的・

戦闘的な思想。自然を征服。

ref : antiaging
（只木良也：森と人間の文化史，ＮＨＫブックス560，p20、日本放送出版協会，東京，2003）



科学的とされるものも、実は、

かなり曖昧でいい加減。

日本的いい加減は、

生きる知恵。。。



（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）



(025－008) 規則や法則は恣意的に決まる

重要なのは規則が恣意的に決まるということである。

物理学者や化学者は普通，規則は必然的に決まる

と考えているが，規則はどんな場合でも恣意的に決

まる。しかし，恣意的に決まった規則はその後のさま

ざまな事物を縛る。言語の拘束性である。恣意性と

拘束性は対をなしている。

（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）



（025－009） 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）



(025－052)

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）



ゆらぐ科学のリアリティー 004003

かって、「科学」は万能であり、すべ

てに「科学的」であることが目指された。

＜輝かしい未来＞＜客観的な正しさ＞

「真理」の象徴であったが、変容した。

1.代表の物理学は繰り返し可能性・客観

性⇨時間の流れは不可逆的 ex)生命・環境

2.世界の予知・支配・制御の世界観⇨カ

オス・複雑系（遠い将来は予測不可能）。

「無知の知」へ ex)天気予報・株価変動

3.科学→技術の構造⇨テクノロジー→理

論 ex)遺伝子研究・ゲノム解析・携帯電話

4.科学を旗印とするマルクス主義の衰退。

時代は、「科学」単一原理主義から、

宗教・経済・民族・テクノロジー、原始

的/最先端など様々な要素が複雑に絡み

合う様相へ。（黒崎政男：朝日新聞2002年6

月19日、夕刊、2版、13頁）



日本人から見て奇妙・奇天烈な

アメリカ人の「科学 ｖｓ 宗教」

文化の差としか理解できない



(019－009)



(019－017)

知的計画教育は違憲

（朝日新聞，2005年12月22日、朝刊、13版、9頁）



医療医療医療医療とはなにかとはなにかとはなにかとはなにか？？？？

医療医療医療医療のののの持持持持つつつつ意味意味意味意味はなにかはなにかはなにかはなにか？？？？



(023－008)

現代的解釈：

治癒；自発的・自動的

医療；自発的治癒能を活性化



013-049 癒しは医療の原点

癒し：

本来、自発的・自動的

科学を超えた生命現象で造物主の行為

造物主を思考する心的態度は霊性的・宗教的

代替・相補・伝統医療：

癒し能力を活性化

癒しを促進する具体的・実際的技術（わざ）を提供

癒しは、医療の原点



宗教とはなにか？

霊性とはなにか？

宗教と霊性との関係は？

同じようで、同じでない？



朝日新聞2004年8月14日14版１頁
013-019



(026－015) 日本人の宗教は雑多で曖昧

日本人の宗教が，「雑多」で「曖昧」になったのは，明
治以後，「天皇崇拝」を中心とする「国家神道」が勢
いを得てから。。。「天皇崇拝」のシステム自身，天皇
を頂点とする一神教的な，国教的な，体系と一貫
性。。。しかし，その「天皇崇拝」のシステムが排除し
たり，破壊した領域に暮らす人々にとっては，従来の
一貫した信仰生活がかえって分断され，戸惑いと「曖
昧」「雑多」。。。

Ref : 宗教のことは、人前で語るべからず。。。

（阿満利麿：日本人はなぜ無宗教なのか，ちくま新書085、p101、筑摩書房，東京，1996）



(026-007) 自然宗教と創唱宗教
日本人の宗教心は，「融通」と「曖昧さ」に満ちている。。。

「特定の宗教」を基準にしている限り，とりわけキリスト教・イスラム教を

念頭に置く限り，日本人の宗教心を正確に理解することはほとんど不

可能。。。

自然宗教と創唱宗教の区別が，日本人の宗教心を分析する上に有効。

自然宗教： 創唱宗教：

自然発生的 特定の人物が特定の教義を唱え，

信ずる人がいる

教祖・経典・教団を持たない 教祖・経典・教団によって成り立つ

無意識に受け継がれ，今に続く キリスト教・仏教・イスラム教・

新興宗教など

Ref:日本人の古来の心情は、非宗教的spirituality？

（阿満利麿：日本人はなぜ無宗教なのか，ちくま新書085、p010、筑摩書房，東京，1996）



(026－008) 無宗教という名の宗教心

われわれが容易に「無宗教」を口にする原因の一つ
に，風俗や習慣となってしまった宗教は「宗教」では
ないという思い込みがあるようだ。それは，宗教とい
えば必ず教祖や教団がなければならないという思い
込みと軌を一にしている現象といえよう。

ref:外国では、無宗教は宗教を否定する意味
ref:非宗教的spirituality
ref:明治政府の廃仏毀釈。隠れ仏教徒？
ref:明治政府の神道非宗教論。

（阿満利麿：日本人はなぜ無宗教なのか，ちくま新書085、p017、筑摩書房，東京，1996）



011-051   外来宗教文化に過剰反応、だが消化不良

外来宗教・文化に過剰反応し、宗教論議・宗教闘争の成果なしに、

政治的に宗教改革するのは日本文化の特徴
大和朝廷時代の仏教伝来に八百万多神教（山岳神道）の弱体化

→神道・仏教の習合、慈悲の心 ｃｆ：薬師・薬師寺・施療院（寺）、神仏に祈願

江戸時代に儒教流布、封建制度の維持に好都合
→神道・仏教・儒教の習合・日本的仏教 ｃｆ：赤ひげ医道・paternalism
江戸末期からの西欧キリスト教文化伝来に廃仏毀釈
明治政府の近代帝国化・国家神道の擁立

天皇（＝現人神）と天照大神ら（＝現人神のご先祖）に対する信仰 cf：儒教精神
教育勅語（＝現人神への信仰をもとに儒教道徳に近代道徳を加えたものの羅列）
ｃｆ：日本赤十字社・恩賜財団済生会・掖済会

第二次大戦の敗戦によって国家神道も否定（＝現人神が人間宣言）
GHQは、国家神道は否定しても宗教（とくにキリスト教）は否定しなかった！？
共産党の伸張は宗教そのものを否定？

→過剰反応として医療・教育における霊性・宗教性は禁句！！宗教的習俗衰退

儒教道徳の追放→社会規範・公徳・公序良俗の喪失
祭りは宗教性のないエンターテインメント・イベントとして復活
霊性・宗教性を認めるキリスト教文化・精神消化しきれない
ref:隠れ信徒 隠れ補完代替医療信奉医療者は多い



日本人versionの霊性・霊的

やや腰が引ける

だけど、

スピリチュアリティならO.K.



013ー018 霊性の意義

霊性を宗教意識といってよい。。。

霊性に目覚めることによって初めて宗教がわかる。

普通に精神と言っている働きとは違う。

精神には倫理性があるが，霊性にはそれを超越している。

精神は分別意識を基礎としているが，

霊性は無分別智である。

霊性の直感力は，精神の直感力よりも高次元のもの。。。

（鈴木大拙：日本的霊性，p1６、岩波文庫，岩波書店，東京，1972（大東出版社、1944））



013ー025 霊性と文化の発展

霊性は民族がある程度の文化段階に進まぬと

覚醒せられぬ。

日本民族についても今日の日本民族の一人びとりが

みな霊性に目覚めていて，正しき了解者だというわけ

にはいかない。．．

霊性の覚醒は個人的経験で、最も具体性に富んだ

ものである。

（鈴木大拙：日本的霊性，p18、岩波文庫，岩波書店，東京，1972（大東出版社、
1944））



弔いの起源？ 朝日新聞２０１０年４月２７日夕刊４版１０頁



013ー026      霊性と宗教意識

宗教というものから見ると，それは人間の精神が

その霊性を認得する経験である。．．

宗教意識は霊性の経験である。

（鈴木大拙：日本的霊性，p19.  岩波文庫，岩波書店，東京，1972（大東出版社、1944））



(026－026) 霊性の構成要素(1)
1）超越的次元：－霊的な人は，人生には超越的な次元があるという，
経験に基づいた信念。。。目に見えるものが全てではないということ。。。

2）人生の意味と目的：人生には意味と目的があるという本物の感覚で
実存的真空をうずめた。。。

3）人生の使命：霊的な人は使命感を持っており，超越へと動機づけら
れて。。。

4）生の神聖性：霊的な人は，生は神聖さに浸されていると信じ，しばし
ば非宗教的な境遇で畏怖・畏敬及び驚きの感覚を経験。。。

5）霊的価値対物質的価値：霊的な人は，究極の満足は物質的なもの
にではなく，霊的なものに見いだされると知っている。

（Elkins, ND:Beyond Religion,1998
（大野純一訳：スピリチュアル・レボリューション、p47 、星雲社、東京、2000年）



(026－027) 霊性の構成要素(2)
6）利他主義：霊的な人は，強い社会正義感を持ち，

利他的な愛と行為に献身する。

7）理想主義：霊的な人は，世界の改善に献身する夢想家で，高い理
想に傾倒し，

人生のすべての面での肯定的潜在可能性の実現に献

身する。

8）悲劇的なものへの自覚：霊的な人は，人間存在の悲劇的現実を厳
粛に

意識。。。人間の苦痛・苦悩・および死についての深い自覚は深さ

を与え。。。

9）霊性の報い：霊的な人とは，その霊性が人生で、実を結んだ人であ
る。

（Elkins, ND:Beyond Religion,1998

（大野純一訳：スピリチュアル・レボリューション、p47 、星雲社、東京、2000年）



(026－029) 宗教的ではあるが，霊的ではない

組織宗教の信徒たちは，彼らの信仰は元々，その預

言者の恍惚的体験に基づいていたということをしばし

ば忘れる。

その人々の宗教的傾倒は，もはや真正の霊性の基

準によってではなく，その宗教の信条的立場に一致
する度合いによって判断される。かくして，人が宗教

的ではあるが，しかし霊的ではないことが可能になる。
ref:全人間に普遍的に共通するspiritualityは、成立・存在するか
ref:WHO憲章でspiritualityが店晒しになっている原因を考える

（Elkins, ND:Beyond Religion,1998

（大野純一訳：スピリチュアル・レボリューション、p118 、星雲社、東京、2000年）



(027－047) スピリチュアリティと宗教

スピリチュアリティは，宗教に代わる語、宗教を補完する語、

あるいは宗教に対置される語とみなされている。。。

宗教どうしの対立も，諸宗教に普遍的に存在する本質の

レベルで話をすれば，きっと分かり合えるはずだ。。。

宗教の本質は個人のたましいの中にあるのであって，形骸化した

聖職者から授けられるようなものではない。

宗教は，拘束的・排他的・教条的なイメージがあるのに対して

スピリチュアリティは、垣根が低くそうで・包摂的で柔軟な

印象。。。

スピリチュアリティは，宗教の本質，あるいは宗教において

普遍的なるものを担っている。。。

(葛西賢太：スピリチュアリティを使う人々。スピリチュアリティの現在（湯浅泰雄監修）、p124、

人文書院、京都、2003年)



（027－056） スピリチュアリティの概念

学生対象の調査：

「日本語として意味は分かる」が

「日常生活にほとんど関係ない」

クリスチャン以外のグループ：

「日本人の感覚と合わない」

クリスチャン：

「全く問題がなく受け入れられた」
（欧米の宗教観に大きく影響されている・

特定の宗教を持たないという日本文化の特殊性の影響）
Ref:三位一体説（神・キリスト・聖霊）

(葛西賢太：スピリチュアリティを使う人々。スピリチュアリティの現在
（湯浅泰雄監修）、p151、人文書院、京都、2003年)



（027－057） スピリチュアリティにためらい

。。。スピリチュアリティという言葉に。。。

とくにEBM(evidence-based medicine)が主流となろうと

する現代の医学・医療状況は，思弁を排する強い風圧が

あり，非科学的，というより迷信に類する印象を与える

この言葉は，格別使用がためらわれる。

(大宮司信ら：精神医学と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）、p160、人文書院、京都、2003年)



（027－058） スピリチュアリティは感覚

スピリチュアリティは、超自然的な力や存在に

自己が影響を受けている感覚

（小池靖：ニューエイジとセラピー文化－文化論の視点から。宗教と社会6；133，2000）



（027－061）スピリチュアリティの感覚面は

変性意識状態の一部分
変性意識状態altered state of consciousness,ASCの定義：
「人為的，自発的とを問わず心理的・生理的・薬物的，あるいはその他
の手段・方法によって生起した状態であって，正常覚醒状態にいるとき
に比較して，心理的機能や主観的経験における著しい異常性や変容
を特徴とし，それを体験者自身が主観的に，もしくは他の客観的な観
察者によって認知可能な意識状態。。。運動や知覚，記憶，思考，

言語などの異常や機能低下，現実吟味力の低減などを意味して

いる。。。筆舌に尽くしがたい体験。。。」（斎藤稔正：変性意識状態に
関する研究，松籟社，1981年）
筆舌に尽くしがたいのであれば学問的検討の対象にしようがない。

(大宮司信ら：精神医学と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）、p166、人文書院、京都、2003年)



（027－062） 憑依現象

一見宗教的と思われるような精神性症状を，信仰の

発露とみるか，精神医学の対象としてみるか。。。，

典型的な例は憑依現象。。。

憑依は宗教における重要な境地のひとつであるが，

同時に病的状態として精神医療の対象になることが

ある。

(大宮司信ら：精神医学と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）、p168、人文書院、京都、2003年)



(０２６－０42) 霊（魂）性・宗教性の概念モデル

創唱宗教 一神教的宗教

キリスト教 儒教化仏教 イスラム教など

造物主 八百万神 animism 神道

something great intellectual design オカルト集団など

霊(魂）性spirituality

霊spirit 魂soul

普遍的本質 元型（ユング） 世界霊・宇宙霊

共通（感）感覚 ラポール homo curans/patiens

制度化宗教（内部批判） インド仏教など

阿岸鉄三

2006

癒し スピリチュアルヒーリング
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Ref : 宗教は約束事・科学は先行的決定事項を追求しない(引力・脳の意識作用）
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医療と宗教・霊性の関係



(026－041) 医療における宗教的側面・要素

医療 宗教vs.
宗教的側面

芸術的側面

科学的側面

etc.

医療

宗教的要素

芸術的要素

科学的要素

社会的要素

etc.

対置的・並立的に
外部にあるとするのではなく

医療における宗教的側面aspect、
宗教的要素componentのように
内部にあるとする。
内包的。

哲学的側
面



Geteilte Freude ist doppelte Freude,
geteiltes Leid ist halbes Leid.

（歓びは分かち合えば倍になり、

悲しみは分かち合えば半減する）

ref:キリスト教徒の懺悔
ref:話して、聞いてもらうと楽になる・癒される

ドイツの古い諺 002-001



医療と宗教・霊性、

あるいは、

医療における宗教・霊性に

対する関心はグローバル



011-030



医療に宗教性・霊性は有効か？

有効だとすると、

どのように作用するのか？



（022－001）朝日新聞2006年4月1日14版7ページ



（028－002）祈りの科学的理解には限界がある

科学的な祈りの調査結果が示すのは、ただ効果が

あるという事実だけであって，どのように祈りが

はたらき，なぜ効くかということではない。

これは、科学がそれ以上先へ進めない境目という

ものが存在するということである。科学は，測れない

ものを測ることはできない。それは祈りの多くの側面

が，ほとんど手付かずのまま残されているという

こと。。。
（Dossey,Larry:Prayer is good medicine,1996

（大塚晃志郎訳：祈る心は、治る力。ｐ25、日本教文社、東京、2003年））



(026－018) ラポール（rapport）
Freudの源流となったMesmerの動物磁気説の中での概念。
精神科の医者の間では日常語として使っている言葉。。。

言葉を使わないで患者と治療者の間で気持ちが通じ合うよう
な現象。
Mesmerの磁気・治療を受けにきた個人の磁気が，宇宙の
磁気と感応しあって動物磁気の治療が成立すると考え，人
から人への感応をラポールと呼んだ。。。
ラポールは1つの感覚で，個人の感覚というより共通感覚に
直接つながる二人で共有する感覚。。。
ref:気が合う・気が通う ref:placebo効果
ref:政治家・役者・歌手の存在感、カリスマ性
ref:vibrational medicine

（木村敏：生命の文化論、芦津丈夫ら編、 p160、人文書院、京都,2003）



(026－037)サイコセラピー：魂を養い，癒す術

愛は，傷ついた魂の最も力強い癒し手である。

治療的関係においては，愛は共感・配慮・温かさ・尊敬・

誠意・およびクライアントの受容として現れる。

それは魂と魂との接触を可能にし，

クライアントの魂を和らげ，

養うがゆえに癒すのである。

ref:でも、下俗的な愛は移ろいやすい・気まぐれなのが現実。

夫婦間の腎移植は、科学的にナンセンス

愛とはなにか。神の愛と凡俗の愛は違うのか。

（Elkins, ND : Beyond Religion,1998
（大野純一訳：スピリチュアル・レボリューション、p296 、星雲社、東京、2000年）



「医術のごくありきたりの方法

(commonplace method of medicine)」と定義

（1787年イギリスで出版されたクインシーの辞典）

「患者への治療効果よりも、ただ患者を心理的に

落ち着かせるための薬」と定義

（1811年出版されたフーバーの医学事典）

「偽薬」（1947年出版アメリカ図解医学事典21版、Dorland）

「臨床試験における不活性薬」（1950年代）
「科学的な実証にもとづいたプラシーボ効果の再発見

＝病気を治療したり心理的ストレスを解放する効果」

（廣瀬弘忠：心の潜在力、プラシーボ効果。朝日選書679,p61,朝日新聞社、東京、2001年）

医学的なプラシーボという言葉 002019



[私は喜びを与える]（ラテン語）に由来

定義：まだよく理解されていないプロセスで、信念や期待といった心理
的要因が、広範囲な医学的・心理学的問題に対し従来の治療薬物・外
科手術・精神療法-と同じくらい強力な治癒反応を引き起こす。

おそらく人類史の大部分、大半の治療において主要な要素。

肯定的反応のみられた疾患：冠動脈疾患・高血圧・癌・関節炎・潰瘍・片頭痛・アレルギー・花

粉症・多発性硬化症・糖尿病・パーキンソン病・疼痛・抑鬱・不安

cf.否定的プラセーボ効果

（Walsh R:The spirit of shamanism(シャーマニズムの精神人類学：安藤治・高岡よし子訳、p247、春秋社、東京、1996)）

プラセーボ（placebo）効果

001-015



Endorphin経路

免疫力活性化経路
cf.遺伝子switch-on(阿岸)

（廣瀬弘忠：心の潜在力、プラシーボ効果。朝日選書679,p131,朝日新聞社、東京、2001年）

プラシーボ効果発現の説明
002023



脳は「できる」と確信する（仮説を立てる）と、

その「確信」の論理的な後ろ盾を与えるべく認知情報

処理系がフル活動をする。そのため「できる」と確信
したことは必ずできるようになる。

逆に「できない」と確信してしまうと、脳は「できな

い」ことの論理的理由を明らかにするように働き、で

きる可能性をどんどん縮小する方向に働く。
cf.情動による遺伝子switch-on(阿岸)

（松本元：愛は脳を活性化する。岩波書店、東京、1996）

脳の情動処理 002024



プラシーボ効果とは、人類が長い時間を

かけて体得してきた、生き残りのための

心身機能の一つである。

（廣瀬弘忠：心の潜在力、プラシーボ効果。朝日選書679,p71,朝日新聞社、東京、2001年）

プラシーボ効果は、心身機能
002021
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日常臨床医療と

宗教（性）・霊性



０１３－０３７ 「医療と宗教を考える会」

設立趣意書（抜粋）

。。。限りなく高度化する医療技術や献体、臓器

移植に対する宗教者の慈悲と反発、ホスピスに

おける宗教者との邂逅といった問題を通して。。。

自然との共存を重要視する宗教への関心。。。

。。。“医療における宗教”、“宗教における医療”の

全てを探求し、心と物質の相互関係を追及し、

医療と宗教との種々な接点を考えていく。。。



０１３－０３8 「医療と宗教を考える会」

研究会の内容:（イ）月例勉強会・（ロ）ミニシンポジウム
（ハ）シンポジウム・（ニ）講演議事録の発行

講演会：
第1回「禅の心，医の心」（1985，2，27）前龍源寺住職・松原泰道
第2回「治しと癒しの間-民間治病儀礼をめぐって-」（1985，3，27）駒沢大学教授佐々木宏幹

第3回「神道の死生観そして医療」（1985，4，25）、鉄砲洲稲荷神社宮司中川正光
第4回「宗教の生理学と病理学」（1985，5，30）大阪大学医学部教授中川米造
第5回「医療史に見る医の心とその思想的背景」（1985，6，26）愛仁会名誉理事長竹中普久

。

。。

第178回「痴呆症の病名告知と自己決定のすすめ」（2002，5，29）僧侶・医師田中雅博

第179回「医療ジャーナリズムから見た医療観の変化」（2002，6，27）医療ジャーナリスト宍戸幸夫

第180回「ホスピスを作ると病院全体が変わる」(2002,7,24)東洋英和女学院大学院錦織葆

第181回「運命諸相ｰ古文学の奥に探るｰ」（2002，9，25）駒沢大学名誉教授水原一
第182回「ビックリ・語源で学ぶ医療のことば」（2002，10，23）相模台病院横田真二



０１３－０３9 岡田茂吉の思想・理念を具現する東京療院

1.生命の芸術として岡田式浄化療法

人間は自然治癒力という。。。治病力を天から与えられている。。。

浄霊は、その自然良能力をより強化しより促進する方法。。。

手のひらから一種のエネルギーを放射して集溜する毒素を溶解、

排せつさせる健康増進法

2.農の芸術として自然農法・自然食

3.美の芸術として美術・文化

（抜粋：岡田茂吉の世界：MOA INTERNATIONAL

健康科学：エム・オー・エー健康科学センター）



東京療院 09/14/04
集団浄霊治療013-023
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011-050  現代日本医療の霊性・宗教性の重層性

現代日本の医療と霊性・宗教性

表層（後天的・獲得的・教養的・建前論的）：
医療・教育において霊性・宗教性は禁句！オカルトには腰が引ける（どうする？）。
儒教道徳・精神の追放（paternalism追放）。
情報開示・informed consent・病名告知。移植医療。国境なき医師団・在宅看護

深層（先天的・生来的・遺伝的・民俗的）：
霊性・宗教性を認める。死体に霊魂。葬式・盆・暮れ・祭り（日本式儒教化仏教）

マスコミ的オカルト・占い・祟り・遺恨・怨恨。

儒教的精神（家族内のことは外へ言いたくない。家の恥。外聞が悪い）
病名は本人には言わないで！キリスト教的service/donation精神は未熟・ない？
移植臓器は肉親へ提供。移植のための脳死（日本的捩れ・歪み）。
医療における感性の原初的共鳴（vibrational medicine）・癒しの医療
神仏に祈願/加護・シャーマニズム
cf:most popular CAM in USA prayer

根源的深層精神構造は、霊・霊性を認め、真にグローバル的共通！！

ref:臨床医療現場での難しさは、表層・深層が出たり・入ったりする
こと



スリランカ・インド／中国における臓器提供 008028

スリランカ・インドなどの南アジアにおける宗教（ヒンズー教・仏教)

における死生観は輪廻転生である。この世は苦という認識。

死を恐れていない。死者の肉体には意味を認めない。輪廻転の
国々から大量の臓器提供は，死生観から行って不思議ではない。

中国では死刑囚からの臓器獲得・移植を容認。儒教とは関係ない。
中国では昔から死刑囚に対する人権的配慮はない。死刑になる

ような悪事を犯した人間は，家系譜から抹殺し，一族の墓にも入

れない。人間扱いをしない。どうせ死ぬならばもったいないとい

即物的理由から獲得。

（加地伸行：沈黙の宗教-儒教-、p225、筑摩書房、東京、1994）


