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岩沼市保健センターにて
実施後の計測や，聞き取りを
行なっているところ

＜2011年度学会行事開催報告＞
●第1回通常理事会

2011年11月11日発行

5月9日（月）場所：東京大学医学部研究棟

●国際シンポジウム組織委員会 6月1日（水）場所：学士会館

参

加人数：17名

認 知 症 の 方が多 いため，細
かなケアが必要です

6月7日（火）場所：学士会館

ているので，ヨーガ療法実習を終えた後は顔色も明るく

●第2回通常理事会

場所：東京大学医学部図書館333号室

参加人数：38名（第11

●第13回・14回認定資格セミナー 10月22日（土）
・23日（日）
場所：東京大学医学部研究棟 参加人数：60名（第13回），61

日本統合医療学会（IMJ）理事長

・15日（日）
●第15回日本統合医療学会 2012年1月14日（土）
場所：大宮ソニックシティ
（埼玉県）

なった」と言ってくださいます。息が変わると生き方ま

●第6回認定資格試験

で変わるように思います。続けて参加してくださる方の

クシティ
（埼玉県）

て100か所以上回らせていただきましたが，お互いの気
持ちが通じ合う事を何より嬉しく思います。
４月には看護部会のみなさんと一緒に岩沼市の保健セ
ンターでヨーガ療法を指導いたしましたが，被災後自分

2012年1月15日（日）場所：大宮ソニッ

●国際シンポジウム 統合医療におけるがんの予防および治療
2012年2月17日（金）
・18日（土） 場 所：東 京 医 科 歯 科 大 学
M&Dタワー大講堂
●指導資格特別認定を行いました。指導資格取得者は学会ホームペ
ージをご覧ください。
●施設認定を開始しました。認定施設は下記3施設です。
①医療法人社団水生会

柴田病院（山口県）

協働し，統合医療としての可能性を模索しながら更なる
課題に挑戦したところです。
忘れ去られることが被災者を苦しめるといいます。こ
れからも長い時間をかけてできる限りの支援を続けてい
きたいと思っています。

る。これからは病気の予防により医療の資源を節約できる

観や医療の在り方において大きな変化をもたらすことにな

ということになる。

った。
材も極端に不足の状況の中で，近代西洋医療は役に立

エコ医療は，エネルギーを必要としないCAM療法の利
用ということである。
セルフケアとなると，食事・運動・休息という健康の三原

たなかったところが多くみられた。その中で鍼灸，
ヨーガ，

則を守ることになる。また多くのCAMはちょっとした工夫

音楽療法やアロマテラピーが大きな役割を果たしたという

によりセルフケアとして利用が可能である。

報告が寄せられている。自然の脅威はすさまじいもので
あり，人間は無常で空しい存在であり，
自然と人間の共存

接骨医学会の会員であり，当該学会認定柔道整復師である方が対

拠点に，看護部会，アロマセラピーなど多職種の方々と

において未曾有のものであった。それだけに人間の価値

③うるまライフケアクリニック（沖縄県）

方々なので，ケアする側へのケアが必要であると強く感

受け命からがら移られた方がいる特別養護老人ホームを

従来，医療は患者の診断と治療に専念してきたといえ

②帯津三敬病院（埼玉県）
●認定資格申請要項に柔道整復師が追加されました。日本柔道整復

７月に入り漢方の関先生のお声がけで，津波の被害を

このたびの東日本大震災は被災面積や被害の甚大さ

ライフラインが断たれたために，施設の設備も物資も人

＜お知らせ＞

を省みる余裕もなく極限に近い状況で仕事をされてきた
じました。

未曾有の大震災により価値観や
医療が大きく変わった
渥美和彦

名（第14回）

気がする」
「簡単な動きなのに体がポカポカして温かく

ださる方もいらっしゃいます。チームを組んで延べにし

URL：http://imj.or.jp/

8月8日（月）場所：東京大学医学部研究棟

●第11回・12回 認 定 資 格セミナー 8月27日（土）
・28日（日）

＜今後の学会行事開催予定＞

てはいけないからと，セルフケアの大切さに気づいてく

FAX：03-3812-5167

参加人

なり，ほんどの人が「今まで息をしていなかったような

中には，これからは自分の健康は自分で守っていかなく

TEL：03-3812-5030

数：28名

回），35名（第12回）

ない避難所生活では無意識に息を凝らし心も体も固くし

言

特別養護老人施設「春の森
から」にて

頭

書館333号室 参加人数：約100名
●分科会・賛助会合同会議

一般社団法人 日本統合医療学会（IMJ） 〒113- 0023 東京都文京区向丘1- 6 -2

巻

●東日本大震災視察報告会 6月5日（日）場所：東京大学医学部図

の不安定さがひしひしと感じられた。さらに食料や水やガ

これらはいうなれば，統合医療であり，今回の震災を機
に統合医療が脚光を浴びることになったのである。
私は，今回3度，仙台，東松島，石巻などを訪れたが，

スの不足している生活の厳しさの体験とともに，地球資源

被災地の方々の心身の苦労は筆舌に盡くせぬものがあっ

の節約と保存の必要性が強く問われたのである。つまり

た。大地震や大津波による被害に，
さらに放射能の被害

エコシステムの必要性とエコ概念の緊急性が認識された

が加わって，そのダメージは大きく拡がってゆくものと思わ

2011年度代議員大会および会員総会を第15回大会会期中に行

のである。従来の無限ともいえる人間の欲望の反省と未

せる。さらに支援をされた医師・看護・ボランティアの人々

います。会員の多数のご参加よろしくお願いします。

来の持続的発展のための価値観が変わったといえる。

の過労も大きい。今後，放射能の食料・水への影響，家

象となります。
●第1回認定試験合格者の認定資格更新は2012年4月になりま
す。対象の方には別途ご連絡いたします。
＜代議員大会・会員総会開催のご案内＞

＜事務局からのお願い＞
学会からのお知らせをホームページまたはメール配信にて行って

医療では，

族を失った悲しみ，生活基盤を失った絶望感に対して 心

おります。メールアドレスが未登録の会員は，学会ホームページ「会

１）治療から予防への転換

のケア が必要になってくるものと考えられる。

員登録情報変更」で行ってください。ホームページでは学会お知ら
せと統合医療に関するニュースレターが随時掲載されております。

３）自分の健康を自分で守るセルフケアへの展開

ぜひご覧いただきますようお願いします。
文責：事務局長

２）エネルギーを使用しないエコ医療への変遷

河野 明正

の３つが変わったといえる。

現在，政府は，東北に 統合医療の拠点 の設置を計
画しているときいている。その実現を心から期待するもの
である。
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補完代替医療と自己決定権
旭川医科大学

杉岡良彦

と健康の関係を研究する動向もある。CAMと現代医学

言である。
「今の国際関係の中で一つ申し上げたいと思う

活動資金としては民間の助成金と日本統合医療学会本

との関係を深く考察するならば，この考察は現代医学へ

のは，日本では脳死の問題が非常に大きな問題になって

部を介して会員を始めとする多くの有志の皆さんからの

の反省―特に科学的方法論と人間観の見直し―を迫

いますけど，これはちょっと誤解されるかもしれません

支援金をいただき，現在も活動を続けています。

る。

が，死にかかった人の議論ですね。しかし，アフリカでは

並行して，渥美和彦理事長をはじめ，川嶋みどり先生，

医療者は患者の自己決定権を尊重し，できるだけ「正

食べるものがなくて死ぬ人がいっぱいいるわけでしょ

国会議員の諸先生方と被災地での統合医療の活動現場を

確な」情報を提供する説明義務がある。そのため，我々は，

う。これは食料さえ送れば助かるわけです。どうしてこ

数日にわたって視察していただき，行政に反映するため
の活動も積極的に展開しております。

「私は手術や抗がん剤を利用しないで，免疫を高めてが

（1）科学的根拠の限界を自覚しながらもCAMの多面的

の議論をもっと優先的にやらないで，脳死の議論だけす

んを治したいんです」―幸か不幸か，筆者はこのよう

な科学的評価を行うこと，および（2）医療の根底にある

るんでしょうか。もし本当にヒューマニズムがあるんで

これらの活動を是非とも国家レベルの施策に昇華する

に訴え，補完代替医療（CAM）を利用したいとする何人

人間観を探究すること，をさらに行う必要があると思わ

したら，アフリカをみんなで救おうという議論にならな

ため，地元の宮城県をはじめとした地元自治体との協力

かの患者さんから相談をうけた，あるいはより正確にい

れる。

くちゃいけないんじゃないですか。もっと言えば，日本

をこれからも一層深めてまいりたいと考えております。

の医療を少しストップさせてでも，その金をアフリカに

併せて，今回の大震災を機に統合医療の新しい可能性

側の態度には大きく分けて二つの種類があるように思わ

2011.5.25，No.48より転載

投じて救えないのか。もし救えないとすれば，どこに落

を検証することにより，未来・ネクストクライシスに備

とし穴があるのか」
（座談会「未来の医療はこうなる」
『明

えることはもちろん，その成果を「統合医療」の1つのモ

日の医療⑩ 21世紀の医療』中央法規出版，1985.）
。

デルとして諸外国へも発信していきたいと考えていま

れる。一つはあくまでも一般的な，標準化された治療を
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日本生命倫理学会の許可を得て日本生命倫理学会ニュースレター

寄

えば同意を求められたことがある。CAMに対する患者

受けながら，それを「補完」する目的でCAMを用いるこ
と。もう一つは標準化治療の「代替」としてCAMを利用
することである。前者の場合，特別な倫理上の問題はあ

技術進歩からみた統合医療への期待
その１

まり生じない。しかし後者の場合にはいくつかの困難に

医療法人財団健和会

これらのなかに，時代を超え，技術進歩と統合医療へ
の期待が示されているのではあるまいか。

す。
最後になりましたが，被災地へ各方面から戴いた多大

上林茂暢

なる物心両面にわたる温かい援助に心から感謝致しま
す。

出くわす。
まず，医療者に求められるのは，患者との信頼関係を確

代替・相補医療に対する私の視点は，
「袋小路に入った

保しつつ，正確な医療情報を提供することであろう。患

現代医療技術」
（現代技術史研究会編『徹底検証 21世紀

者の自己決定権の前提として，十分な情報が与えられな

の全技術』藤原書店，2010.所収）で述べたが，技術論的

ければならず，患者には知る権利がある。多くの場合，患

に興味深いのは，人工心臓のパイオニア渥美和彦先生が

者は医療者の説明のあとで標準化治療との併用を選択す

日本代替・相補・伝統医療連合会議（→日本統合医療学会）

るが，それはそもそも患者が標準化治療の科学的根拠を

をたちあげ（1998年）
，その推進に奔走しておられる点

十分理解したからなのか，あるいは標準化治療を勧めよ

であろう。

被災地からの発信①

統合医療の新たなる可能性
〜大震災を機に〜
日本統合医療学会副理事長

東北大学名誉教授

仁田新一

被災地からの発信②

被災高齢者とヨーガ
日本統合医療学会認定療法士（ヨーガ療法）

佐藤美弥子

うとする医療者の潜在的な意図を感じ取り，信頼関係（あ

「アメリカ国民の1/3が代替相補医療を利用してい

本年3月11日，日本人は1000年に一度と言われる

被災後半月ほどして被害の大きかった仙台市東部の沿

るいは「ご機嫌」
）を損ないたくないとの心理がはたらく

る」というアイゼンバーグ博士（ハーバード大学）の報告

未曾有の大災害を，しかも，巨大地震と巨大津波が同時

岸部に初めて身を置いた時，当たり前の日常が根こそぎ

からか，あるいは家族（第三者）の説得によるものか，現

に端を発し，米国立衛生研究所（NIH）がその調査研究を

に起こってしまうような誠にこの世のものとも思えない

失われ，映像などでは到底伝えられないあまりの凄まじ

実には様々な要因があるように感じる。

開始した（1992年）
。折しも同所を訪問されたのが，先

ような大自然の驚異を目の当たりにしました。

さに，言葉もなく涙が流れて止まりませんでした。

しかしそれでもなお，CAMだけを頑なに選択しようと

生と代替・相補医療との最初の出会いだという。北野中

現地では，4 〜 5日間は通信網が遮断され外部からの

初めてヨーガ療法ボランティアとして入ったのはその

する患者さんもいる。この際，医療者は多くの問題に直

「鉄腕アトム」
）から，
「渥美，お前
学校の級友，手塚治虫（

情報が全く得られない状態のまま，自分たちの身の回り

地区の方々が避難なさっている小学校でしたが日中はお

面させられることになる。一体，CAMとオーソドックス

もお茶の水博士のモデルなんだぞ」といわれていた先生

に気を配るのが精一杯でしたが，少しずつ通信手段が復

年寄りが目立ちます。寒かったせいもあり，背中を丸め

な医療の違いはどこにあるのだろうか。その一つの説明

が，代替・相補医療の言葉を耳にしても，何のことか分か

旧し始めてからは改めて被害の大きさに体が震える思い

自分の身の上に起こったことを現実のものとして受け取

は，
「科学的根拠」であると考えられよう。しかし，ベルク

らなかったと，率直に述べておられる（渥美和彦『統合医

がしました。

る時間をじっと耐えているような姿に，初めの頃は戸惑

ソンも指摘するように，科学的認識は人間の一つの認識

療がよくわかる老い方上手』PHP研究所，2009.）
。先

また同時に，地元の日本統合医療学会会員からもたら

方法である。また，医療でいわれる科学的根拠自体の確

端医療とその対極にあると思われる代替・相補医療を結

された情報によって，会員の有志が震災直後から被災地

実性や信頼性について様々な立場―バイアスや交絡因

びつける鍵はどこにあるのだろうか。

に出向き，被災者に寄り添うようにしながら，それぞれ
の持てる力を使った救援活動，いわゆる大震災時におけ

子の問題，あるいはデータ収集や解析に影響する製薬会

第一は，少なからざる人々が利用している現実から出

社と医療者の癒着（利益相反）を指摘するいわば科学知

発し，その意味を考えていく技術者としての姿勢。第二

識社会学的立場など―からの問題提起や反論がある。

に，私たちの病院（柳原病院）の医局で人工臓器の開発に

これを受けて，東北支部としては会員が可能な限り責

科学的根拠は万能ではない。しかし，CAMに関しても，

ついて話していただいたときの「私の人工心臓の研究は

任のある行動を幅広く展開できるように対策協議会を設

様々な方法を用いてQOLや「生きる意味」などを測定し，

山羊を飼い，その体調を見きわめることから出発してい

置し，救援活動を正式な支部活動と決議しました。これ

これまで十分評価されてこなかったCAMの効果を多角

る」という一言が今でも，印象に残っている。人工臓器の

は会員の身分保証と運悪くアクシデントに見舞われ際の

的に検証しようとする試みも始まっている。一方で，現

開発は人間と機械の共存をいかにはかるかの連続だった

バックアップ体制の強化を図るためであり，その後は週

代医学の人間観を省察し，人間を身体・心・スピリットと

にちがいないが，第一世代研究者ならでの実感ではある

一度の報告会で日々変わる状況への対応を協議しまし

いう次元からより全人的にとらえ，スピリチュアリティ

まいか。第三に，医療資源の配分をめぐる，先生の次の発

た。

る「統合医療」の活動を始めていたことを知りました。

いを隠しながらお声を掛けていました。プライバシーの

