
[第爾 回]辻 内 琢 也 氏 早稲田大学人間科学者6助教授

ケアとオルタナティブ・メディスン

鵞量濶
医学への

澤
和とその対極への跳躍

広井 日本で も代替医療 といわれるような,

西洋医学以外の分野が注目されることが多 くな

っています。本日お越 しいただいた辻内先生は,

初め心身医学 ・心療内科を専門とされる内科医

師であったのが,そ の後東洋医学や気功などの

代替療法にも関心をもち,現 在は医療人類学を

足場に,医 療やケアのあり方を追究されている

方です。まず,辻 内さんがこのような展開を経

た経緯をお話しいただけますか。

辻内 医学部生時代の体験が原点になっていま

す.私 は精神科医になりたいという夢をもって

医学部に入学したのですが,医 学部教育のなか

で現代医療に対する強烈な違和感を抱 くように

なりました。たとえば解剖学実習では,教 科書

の解剖図どおりになっているかどうか,最 後に

は魚の食べかすのようになるまで死体をほじく

りかえして人体構造を学びます。5か 月くらい

の間,毎 日毎日朝から晩まで,地 下室でホルマ

リンの匂いと格闘しながらこの作業をやってい

るうち,ひ どい虚しさを感 じるようになってい

きました。

ある夜, とても象徴的な夢をみました。寝て

いる自分の体を足の先から解剖 していくという

強烈な夢です。自分の肉を削ぎ,血 管や神経を

どんどん腑分けしていった一一そのころにはお

そらく精神のバランスを崩していたのでしょう

ね。「人間の身体はこんなものではないはずだ」

という思いをどうしても振 り払えず,解 音1中に

感極まって涙が出てしまうような状態でした.

ちようど解音1学実習の直前には,長 年の希望

だったインドを訪れていました。そこで,路 傍

でだんだんと衰弱していく老人や,す でに死ん

で放置されている人を目の当たりにし,そ のう

え, 自分自身が高熱と下痢 ・嘔吐に苦しむとい

う体験もしました。日本で送っていた日常生活

とはあまりにもかけ離れた非日常を全身で味わ

ったその直後に解剖実習があったのです.

広井 解剖というまさに近代西洋医学の出発点

に立つ体験と,そ の対極ともいえるインドでの

生々しい体験をほぼ同時にし,近 代医学への違

和感を強められたのですね。

辻内 はい。人体の仕組みはこうで,生 理学的

システムはこうなっていて,こ の病気はこうだ

からということを「真理」としてどんどん突き付

けられ,試 験をクリアするためにはそれをその

まま受け容れなければならないという状況のな

か,何 か違うのではないかという思いが溢れ出

てきたのです。それで,心 身医学や代替医療に

関心をもち,自 分の感じる近代医学への違和感

を克服するような別の視点,「近代的でない身

体」をこのなかに求めたのです.仏 教の伝統的

な修行やトランスパーソナル心理学のセラピー

を受け,そ のなかでいわゆる「変性意識状

態」証°を体験しています。

広井 変性意識体験というのは, どのような状

態なのでしょう。

辻内 広井先生の言葉を借 りれば,「深層の時

間」証力に,身 体ごとどっぷり浸かってしまうよ

うな感じです.ト ランスパーソナル心理学を目

本に紹介した吉福伸逸さんの言葉を借りるなら

超個的体験,「宇宙との遊近」ともいえるでしょ

うか。人間の意識がイ固の肉体のなかに閉じ込め

られたものではなく底ではつながっているのだ

ということ,だ から自分の喜びや悲しみはその

まま人類の喜びや悲しみなのだということ,自

分はここ|

ことが,「

込んできモ

つながりそ

り|
広井 そオ

すね.
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囲の空気カ

いう看護前
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になったそ
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の接点を保っておかないと,極 端に走ることに

もなりかねません。

広井 辻内さんは,西 洋医学から代替医療へ と,

ある意味では極端か ら極端へ跳躍 し,今 ,そ の

両者の接点を探るべ く戻つてこられたわけです

ね 。

辻内 そういうことになりますね。べつに反対

側へとジヤンプしなくても,逆 にこちらから視

点を広げていくことももちろんできると思いま

す。近代医学の側からジワジワと視野を拡大し

ていって,代 替医療との有効な接点を探るので

す。

広井 具体的にはどういつた方法論があるでし

ょうか.

辻内 たとえば,私 の卜|lf論 文では,ツ i尿病患

者を対象に気功の効果を実和:しています。これ

は米国料i尿病学会i;よ「Diあetes CareJに掲1文さ

れたものですが,内 気功I[りを行なった患者と

行なわない患者でランダム化比1交試1験を行なっ

たところ, これを行なった患者でイ「意に1白l糖コ

ントロール(HbAlc)が改善されました。夕t功も

最初は説|りlのつかない「いかがわしいものJだと

思われていましたよね.し かし, こういうイリ「究

をすることで,気 功は近代西洋医学でいうとこ

ろのイ「酸素運動, リラクゼーシヨンでもあると

いうことが説|り|でき,何 も近代医学と相容れな

いものではないということがわかってきました。

広井 その作業は,こ の連1文の来本テーマであ

る「そもそも科学とは何か」という|IJいにつなが

ってきますね.

1痺舞は躙銃れされる
辻内 私は漢方業を使った診療 も行なっていま

したが, これが近代西洋医学から見放 された難

病の忠者 さんに ^定以上の効:,tを示 しました。

たとえば,余 命わずかで何の治療 もできないと

宣告された思者さんに漢方薬を処方 したところ,

腎機能が陣1復し,そ のおかげで化学療法が受け

|■ 9211=護 ■羅|=1蘇 耐 ||.■

・

‐

・ ・

‐

られるようになりました。そのあとも漢方と化

学療法の併用で, 一時は自分で車を運転してス

テーキを食べに出かけるくらい元気になられ,

2年 間も長生きされました.こ のように,西 洋

医学だけではうまくいかなくても,こ れと別の

方法と併用することでうまくいくという事例を

実際にいくつか経験 しています。

広井 西洋近代医学が現代の病いに 卜分対応し

きれていないのではないかということを,多 く

の人が感じはじめていますね.

どのような医学が支持されるかはその時代の

社会状況や疾病構造に関係 しています。II「りt的

な ltl洋医学は,「病い=心 身のバランスのくず

れ」といった病気観をもっていたのが 14-16‖L

紀のペス トや梅i撃の大流行に大ソ」打ちできず方

針1転換しました。そのあと171911L紀にはヨー

ロッパ各地で 実ヽ争が頻発し,消 1しや麻酔等の外

科革命があって,外 傷学が急速な進歩を遂げた。

このような経緯から,llLl洋近代医学は,象 徴的

にいえば「感染りi:と1戦争の医学Jとして,感 染りi:

と急141疾患,そ れから外傷に適応したものにな

っています.

^方, 東洋医学は慢141疾患や疾り茜の部イクが特

定できない心身の状態をi夕るのに適した体系に

なっており,む しろこちらのほうが現代の病い

に対応しているような気がします。このあたり

はどうお老えになりますか.

辻内 たしかに,疾 病構造の変化に応じて西洋

医学が現代のさまざまなり

'iい

に対力さしきれなく

なったという分析は ・り|!あると思います.た だ,

医療人類学的なり1点からみると,そ れ以 11に当

時の欧米の強大な政治力が大きく影響 している

のではないかと私は考えます。必ずしも,当 |||

の疾病構造に対する医学のイf効性が近代LIL洋医

学の隆盛をもたらしたのではない,と いうこと

です。

たとえば,今 アメリカで隆盛しているカイロ

プラテイツクや,オ ステオパシー「|い
,ホ メオ

パシー証つという代替療法は,誤 解 されがちな

ヽ
_
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端と思しき治療者がやってきて,そ のあとどう

やら師匠ら
【
しい人が「ここもやっておいて」と順

に回ってくる。病院の外来でもカーテンやパー

テーションで仕切られた空間にベッドが置いて

あって,奥 は全部つながっていて看護師が代わ

る代わる立ち働いているし,担 当医というのは

名ばかりで実際には研修医が診ていたりします

よね。空間構造もヒエラルキーも病院と同じ.

課題も共通するところがいっぱいあるのにそれ

が度外視されているところがある.

広井 たしかにそうかもしれませんね。今はあ

まりに西洋医学を偏重しすぎる感がありますか

ら,バ ランスをとる意味でも,私 は代替医療を

応援したい思いがありますが・…・・.

辻内 それは私もそうです.代 替医療がひじよ

うに役に立つ例があることを私は知っています。

だからこそ,こ ういう視点を私は提示していき

たいと考えています。どちらが真実なのかとい

う,近 代医学対反近代医学,西 洋対東洋の権力

争いのようにはしたくないのです。

筵飩鰈
タナテイプな視点をもって

辻内 とはいえ,現在の代替医療ムーブメント

は,欧 米志向の結果です。アメリカで代替療法

が重用されはじめているから, 日本でも見直さ

れはじめている。日本の医療はこれからますま

すアメリカ化するかもしれませんね。

広井 欧米からみた「代替医療」の 1つ として,

私は今, とりわけ中国の医学に注目しています。

というのは, 日本という東アジアの国で,今 後

の医療システムのあり方を考えるとき,東 洋医

学の中心を占める中医学に学ぶところがひじよ

うに大きいと考えているからです。数十年のう

ちに, 日本の医師はアメリカではなくて中国に

留学するのがスタンダー ドになるかもしれない

(笑)。日本独自の伝統との融合も重要でしよう。

辻内 いま私たちのみている中医学は,1980

年代以降にできあがつてきたものですね。中国

は文化大革命(1966-1976)のあと,伝 統的な中

国の医学と西洋医学の統合を重視する政策を行

なってきました.で すから,現 代の中医学とい

うのは近代医学的な要素を多分に含んでいて,

伝統的な中医学とそのまま一致するわけではあ

りません。それを踏まえたうえで, かつて日

本も影響を受けていた中国文明に由来する見方

をもう一度取り戻すことはとても有効だろうと

思います.そ の理由は, 日本人が中国人と似通

った身体的システムをもっているからとか, 日

本の文化や風土が中国のそれと共通するからと

いうことだけではありません。私がそれ以上に

有効だと思うのは,さ まざまな視点をもつこと

で,現 代の医学 ・医療を相対的にみることがで

きるということです.

西洋医学の見方というのは,人 間の身体とい

うものに光を当てる1つの見方にすぎません.

東洋医学も代替医療もその1つであり,い ろい

ろな正当性が多元的に同時に存在する.い ろい

ろな光の当て方をすることでようやく人間の心

身が立体的になえてくるわけです。

広井 辻内さんはこれからどのような光の当て

方されるおつもりでしようか。

辻内 人間存在というのはいったいどういう仕

組みのうえにあるのか,そ れは文化依存的なも

のなのか,普 遍的なシステムがあるのか,だ と

したらどのようなシステムなのかと答えの出な

い人間探究をしていきたいと思っています。具

体的には,大 きく整理して3つ.1つ 目は「ひら

かれた身体,霊 的身体」を記述することです。

広井 ひらかれた身体,霊 的身体というのはど

ういうものでしようか。

辻内 これは一言ではいえないのですが,ス ピ

リチュアリテイと言い換えてもいいし,ス ピリ

チュアルな次元,ス ピリチュアルな時間といつ

てもいいでしよう。人間の生と死をつなぐもの,

生と死をこえた身体ともいえるでしょうか。

2つ 目は,「介護」。日常に密着した介護とい

う現場で,い かに心と身体,社 会,文 化,ス ピ

リチュアル

行なってい

ステムをこ|

携わってい|

最後に,|

もともと西|

てきたもの
｀

イブなすご

おもしろい
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件,人 種,|
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