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1. はじめに 
 

1990年代初頭に、西洋医学(Conventional Medicine：CM)以外の医療、すなわち補完代
替医療(Complimentary and Alternative Medicine：CAM)に対する要望が欧米、特に米国
を中心として起こった。米国の保険制度は日本のような皆保険制ではなく、保険診療以外

の医療費は国民が自己負担することになるため各自の好みのものを自由に選択することが

できる。特に、CM に限界を感じた富裕層からの CAM への要求が強くなったことを受け
て 1991年には代替医療研究室(Office of Alternative Medicine：OAM)を作る法案が米国
議会で可決され、以後、国立衛生研究所(National Institute of Health：NIH)の下部機関
である補完代替医療センター(National center of CAM：NCCAM)が中心となってその活
動を強力に推進している。 
一方、欧州では古くから温泉療法、ハーブ療法などが広く使われてきており、CMと CAM
が融和して進められている印象が強い。また英国には王室支援の Spiritual Healing 
Center 、スコットランドにはホメオパシー研究施設、ドイツには欧州ホメオパシーセン
ターなどが設立されている。アジア地区でもここ数年のうち中国や韓国で国立統合医療セ

ンターが設立され、国家的なプロジェクトとしてスタートする準備が整いつつある。 
さらに近年では、CAM と CM の長所を融和させてより良い医療にまで高めようとした
統合医療(Integrative Medicine: IM)が新しく造語され、世界的に使用されるようになって
きている。【図－1】【図－2】は CMと CAMとを比較したものである。 
こうした動向を受けて、本邦でも 2005 年より文部科学省及び厚生労働省の統合医療へ

の予算的措置が開始された。 
本稿では、統合医療の世界的な流れと本邦における国家的な CAM の科学的評価法の開

発プロジェクトの一端について概説する。 
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（渥美和彦、「統合医療：基礎と臨床」から改変）                      （同左） 
図－1 代替医療と近代医療の比較 1     図－2 代替医療と近代医療の比較 2 
 

2. 統合医療の世界的動向 
 

1992年に米国ハーバード大学のアイゼンバーガーらにより、米国民の 3分の 1が CAM
を使用しているというセンセーショナルな報告があり、その後【図－3】の如く CAM研究
の世界的な潮流が始まった。2000年にはホワイトハウス補完代替医療政策委員会が招集さ
れ、2002年 3月になり大統領に対して文献調査結果の最終報告書を提出するに至った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図－3  
統合医療への期待の高まり 

 
 
その報告書では CAM を使用するのは男性より女性、高学歴の人々、前年に入院を経験
した人、現在あるいは過去に喫煙していた人々が多く、その理由としては【図－4】のよ
うに CMと CAMの併用を希望するというのが最も多く、CMを否定するのは 28％のみで
あった。すなわち、多くの人々は CMを否定するのではなく、新たな医療の選択枝として
CAMを求めたのである。また、13％が CMは高額であるから、としているのも興味深い。 
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図－4 
 CAMを利用する理由 

 
 
 
1997年の調査では米国民は CAM治療に推定で 360億ドルから 470億ドルを支出し、
このうち 120から 200億ドルは専門的な CAM治療提供者に現金で支払われた。これらの
支出は 1997 年の入院費全体の現金支出よりも多くなっており、医師によるサービスに対
する全現金支出のおよそ半分に相当した。また、無作為に抽出された 2,000人のがん患者
を対象とした別の調査では、75％以上の患者が CAM 療法を使用しており、その内訳は、

栄養的アプローチ(63％)、マッサージ(53％)、ハーブ(44％)であった。その理由としては「免
疫を賦活化する」が 73％で最も多く、特に乳がん患者では 84％が CAM を使用していた
ことが注目される。 
米国の医師に対する調査としては、CAM で一般的に使用される 5 つの療法、すなわち

鍼、カイロプラティック、ホメオパシー、生薬、マッサージに関する医師の治療と意見を

研究した 25 の調査を総合的に検討したところ、調査対象の医師のおよそ半数はこれら 5
種の CAM 療法の有効性を信じており、かなりの数の医師が患者に CAM 療法士を紹介す
るか、または医師自身が CAM治療を施していたことが報告されている。 
米国で治療費の一端を担う保険会社をみると、古くは 1977 年に既に CAM を適用範囲

とする保険プログラムの販売が開始されている。CAM の保険支払いを望む加入者は、会

社が提供する CAM ネットワークのリストから CAM 療法士を選んで治療を受ける。この
CAMを保償内容としている保険会社は年々増加している。 
現在では米国の主要な医学校の 3分の 2以上では CAMの科目があり、西洋医学と CAM
を同時に学んでいる。アリゾナ大学ではワイル博士らが 1995 年から統合医療プログラム
を開始し、日本を含めた世界各国から医師や看護師、医学生らが参加している。著者が一

昨年アリゾナ大学を訪問した際にも鍼治療に関する講義がいとも自然に行われ、医学生た

ちが真剣に耳を傾けていた。このアリゾナ大学では超近代的な病院の中に CAM の外来が
混在し、そこからはお香の香りが病院の中に漂っていて、しかもそれが何の違和感もなく

受け入れられているのが印象的であった。サンディエゴにあるスクリップス医療センター

（米国の三大医療センターの一つ）でも fMRIなどの近代的な医療設備の近くで鍼治療や
マッサージ、温熱療法等が当たり前のように行われていた。病院内の CAM 施設では建築
デザインはもとより、壁面の色彩、模様などにも「癒し」のための細かい工夫がなされて
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いた。また、臨床的に特筆すべきことは、末期がん患者に対する CAM を含めた統合医療
(IM)の試みである。抗がん剤を投与されているがん患者にとっては吐き気等の副作用が最
大の問題となっているが、これに漢方・鍼灸などを適用することで 60％以上の症例で何ら
かの改善が報告されている。さらに、サンディエゴで著者も参加した癌の遺伝子治療に関

する学会では、実際の CAM 診療に携わっている看護師が討論者の半数を超えており、熱
心な討議が交わされているのが印象深く、この方面への看護師の役割がクローズアップさ

れた学会であった。 
欧州では、前述のように何ら違和感なく古くから CAM が医療のなかへ取り入れられて
おり、CAM 領域の整体師・運動療法士なども十分に CM の解剖学、運動生理学などに則
った治療を展開している。鍼治療でも鍼を用いた無麻酔手術が 1990 年頃から、外科的手
術の麻酔などで応用されており、また、CAM の料金がまだ CM よりも低価格なことから
医療費削減目的で CAM を取り入れようとした調査研究を始めている国が多く見られる。
特に高福祉医療国であるノルウェー、フィンランド、デンマークなどではこの傾向が強い。

一昨年ノルウェーを訪問したが、その調査研究は世界最北端の国立大学であるトロムソー

大学で盛んに行われており、中国から専門の鍼灸師や漢方医を招いたり、また日本からは

納豆を取り寄せたりするなど、様々な CAM の Evidence が研究されていた。また、スウ
ェーデンではカロリンスカ大学 IM センターを中心として幅広い調査研究が行われていた。
これらの国々ではいずれも、医療費削減を主な目的として国家的政策として CAM が強力
に推し進められていることを実感した。アジア地域をみると、特に中国では巨大な国立の

IM センターが建設され、超近代的な CM 病院を中心に CAM 用の大きな研究施設と産業
化施設を建設し、大々的に IM の産業化が国家的なプロジェクトとして進められている。
隣の韓国においても、中国よりも小規模ながら国立 IM センターを作り、産業化を目論ん
でいるというのが現状である。 

 
3. 統合医療の国内の動き 
 
 本邦での CAM の歴史をみると、明治以前に行われていた鍼灸・漢方などを含む伝統的
な医療は明治政府の医療改革で西洋医学一辺倒に切り換えられた。しかし、幸いにも視覚

及び聴覚障害者救済の目的で、鍼灸・按摩は国家的政策として残されてきた。それ以外の

CAM は全くの鎖国状態となり、以後の国民皆保険制と相俟って西洋医学一辺倒で現在ま

で政策が推し進められてきた。しかし、近年本邦にも世界的な流れが押し寄せ、CAM の

必要性が叫ばれるようになりつつある。蒲原の 2002年の報告では、国民の 65.6％が過去
一年間に何らかの CAMを利用しており、そのうちサプリメントが 42％と最も多く、次に
マッサージが 31.2％などであった。2001 年には厚生労働省の予算で CAM の利用率調査
研究が始まり、2004年からは文部科学省の科学技術振興調整費の２件のプログラムが認め
られ、2005 年には著者らのグループを含む 3 件が認められるなど、厚生労働省と文部科
学省からの研究プロジェクトも少しずつ増加してきている。 
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4. 統合医療の科学的評価研究 
 
 CAM・IM を科学的に評価しようとする研究は世界的にみても歴史が浅く、まだまだ

Evidenceの蓄積が十分ではない。このことが、西洋医学教育を受けてきた日本の医師や看
護師が CAM・IMを医療の実践に取り入れることを躊躇させる一因となっている。 
 欧米の CAM研究においては、西洋医学のスタンダードな評価方法である RCT（ランダ
ム化比較試験）が研究の中心となっているが、クリニカルパスに代表されるように西洋医

学では患者の病名・病態によってほぼ決まった治療方針が存在するのに対して、CAM で

は患者個人の体質などの特性によって治療法が異なる場合が多い。このため、被験者群に

対して画一的な治療を割り付ける RCT のような評価手法では治療の有効性を十分に評価
できない可能性があることから、CAM・IMの評価に適した新しい手法を開発する必要性
が叫ばれている。このような視点にたって、著者らは 2005 年度から科学技術振興調整費
のプロジェクトで CAM・IM の評価手法の研究に取り組んできている。2005 年度のプロ
ジェクト「代替医療、とくに漢方および鍼灸における多角的な科学的評価手法の研究」お

よび 2006年度の「鍼灸・漢方の疾患予防効果を中心とする評価手法の開発・確立」では、
医工学、心身医学、プロテオミクス、医療経済といった 4つの異なる尺度・領域からのア
プローチによって、主に鍼灸・漢方の 2分野における CAMの評価手法の調査研究を行っ
た。その結果、やはり CAM の評価においては従来の方法論をそのまま適用しただけでは
不十分であり、CAM の特性に合った複数の評価手法を組み合わせることが必要であるこ

とが明らかとなった。特に CAM においては、上述したように患者の症状や病歴によって
治療の組み合わせが異なるテーラーメイド医療が基本となっており、また治療に対する反

応も人によって様々であると考えられる。この点、生体反応を低侵襲に計測することが可

能な医工学的手法は CAM の有効な評価方法となりうることが期待されている。さらに、
鍼灸や漢方においては治療効果の発現において自律神経系の関与が指摘されており、医工

学的な計測手法によってリアルタイムに自律神経活動を計測することによって、CAM の

治療効果のメカニズムの一端が明らかになる可能性があると考えている。 
 【図－5】は著者らの実験で足の太衝と呼ばれる経穴（ツボ）に鍼を刺した時の心拍数と
血圧の変化を示した図であるが、血圧にはほとんど変動が見られないのに対して、心拍数は

鍼刺激によって一時的に低下

する傾向が認められている。 
 
 
図－5  
太衝に鍼刺激を行った時の

心拍数および血圧変化の例 
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さらに【図－6】のように現在著者らの研究グループで開発中の新たな自律神経活動指
標である心拍変動と血圧変動の最大相互相関係数であるρmax（ローマックス）を求める
ことによって、従来の解析手法であるパワースペクトル解析などとは異なる視点から自律

神経活動を評価することが可能となりつつある。 
 
 
図－6 太衝に鍼刺激を行
った時の心拍・血圧データ

から算出されたρmax（ロ
ーマックス）の時系列変化 

 
 
 また、東洋医学の伝統的な診断方法である脈診法についても西洋医学における脈波情報

の解析手法やコンピュータシミュレーションなどを融合させた客観的な評価手法としての

確立を目指しており、将来的には簡易的な脈波診断装置の開発や教育目的への応用などを

想定している【図－7】。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図－7 コンピュータシミュレーションによる脈波波形(a)と 

実際の生体で計測された脈波(b)の比較例 
 
 これらの調査研究の結果を受けて、著者らのグループでは 2007年度から脳科学、MEMS
技術、自律神経解析などの医工学の各領域を融合させた多角的な計測手法に関する研究を、

科学技術振興調整費「統合医療における生体情報の先端医工学的計測手法に関する調査研

究」プロジェクトとして推進中である【図－8】。 
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図－8 「統合医療における生体情報の先端医工学的計測手法に関する調査研究」 

プロジェクトの概要 
 
5. おわりに 
 
 科学万能と言われた 20 世紀は、医療にも大きな科学的変革をもたらした。診断・治療
面での科学技術の応用は目覚しいものがあり、形態診断はもとより fMRIに代表される形
態と機能までを包含する素晴らしい技術が開発・応用されてきた。また遺伝子解析などに

よって病因の追及と疾病予防にも新しい道が開かれつつある。この様な素晴らしい進歩を

遂げた 20世紀であったが、21世紀は心の時代といわれるように、近代医療が追い求めた
目的から、やや忘れ去られた心を含めた人間全体を見た医療の開発と実用化が求められて

いる。近代医療は常に科学的根拠を基礎に発展してきたため、それ以外の医療に対する関

心は一部を除いて極めて低いものであった。これらに対する反省もあり、1990年代初頭か
ら CAM に対する関心が特に近代医療に見捨てられた末期がん患者の強い要望から発せら
れ、現在では医療の新しい潮流として、本邦にも押し寄せてきている。米国ではいち早く

この流れを汲み取り、国家的プロジェクトとして CAM の科学的根拠を中心とした調査研
究が大規模な予算投入下で開始されている。アジア地区でも特に中国・韓国で重要な国家

的戦略の一つとして国立統合医療センターを作り、産業界を巻き込んだ大規模なプロジェ

クトを展開し始めている。漢方は本来、日本から生まれ、何種類かの薬草を個人に応じた

分量で処方して使われてきたものである。鍼灸も日本独自の工夫で明治政府の庇護のもと

に国家的施策の一つとして育まれてきている。また、現在のところ医薬品にあたらないサ

プリメントの市場性が高まるにつれ、成分に含まれる有害物質など安全性の管理が大変重

要になっているが、現実的にはほとんど野放しの状態であり、これも国家的な施策を講ず

る必要に迫られている。 
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諸外国での統合医療の展開も CAM 領域の有効性を実証した後に、臨床応用し医療経済
効果への展開に大きく貢献することを期待しているものであり、わが国でも独自の CAM
領域の科学的検証をもとに新しい医療産業への展開を国家的プロジェクトとして展開する

時期に来ている。 
医療は西洋医学でも東洋医学でもなく、人間個人の為の医療であるべきであり、新しい

国民の選択肢の一つとして西洋医学とその他の CAM の長所を兼ね備えた統合医療を医療
関係者のみならず、国民も含めた産官学が全体で役割を分担し、その責任を果たしながら、

一体となって進めることが必要であろう。 
 

 




