
第 38回 抗加齢・統合医学研究室勉強会 報告 
 
 
日時：2019 年 6月 22日土曜日 18:00-19:30 
場所：Clinica ET East にて（中央区新川 1-23-5） 
参加者：Dr. バリー・カーズィン（演者：医師、チベット仏教僧侶）、奥野哲治（Clinica ET 
East 院長）、浦尾弥須子（浦尾耳鼻科医院院長）、長崎綾子（ながさき内科医院院長）、村上
篤（TBS）、堀雅明（堀クリニック院長）、岩田明子（心理カウンセラー）、山本勇人（山本
歯科医院院長）、山本結子（看護師）、中村友幸（応用キノコ研究所所長）、丸山美智子（翻
訳家） 
 
 今日は、米国人医師であり、チベット仏教僧侶でもある Dr. バリー・カーズィンにお話
しして頂きます。ダライ・ラマの西洋医学の主治医でもある先生は、11 歳の時に脳膿瘍の
手術を複数回受け、かなり危険な状態にもなったものの、乗り切った経験をお持ちで、その
ときに医師になろうと思ったそうです。その後哲学に興味を持ちましたが、やはり医学の道
を選び、カリフォルニアのある街で開業して、7年間医師として働きました。学生時代に知
り合った女性と結婚し、彼女は弁護士の道に進んで幸せに暮らしていましたが、最愛の母親
をがんで亡くし、その後奥様も同じ病気で倒れ、4 年間の闘病の後、亡くなったそうです。
その頃彼はかなり危険なスポーツにのめり込んで、周囲からはいつ死んでもおかしくない
と思われていたとか。その後シアトルにあるワシントン大学の准教授として研究に没頭し
ていました。そこで知り合ったラマ僧とのご縁で、ダラムサライに移住し、ラマ僧になるた
めの修行が始まりました。 
 私とのご縁はバリー先生が日本に講演に来られるようになって、7 年前からのお付き合い
ですが、勉強会でお話しして欲しいとお願いしつつ、お忙しい中、やっと今日実現できまし
た。テーマは、「自然治癒における意識変容について」ということでお願いしてあります。
（山本） 
 
 皆さんこんにちは。山本先生から勉強会の講演をお願いされて随分時間がたってしまい
ましたが、今日やっとその機会が持てました。私は医師ですが、このような赤い服を着てス
キンヘッドであるため、怪訝に思われることが多いです。一般的な医療の世界では、私がお
話しすることは主流ではない内容かも知れませんが、そのことに皆さんが興味を持ってく
れて、とても光栄です。 
今日は、「智恵と慈悲が患者さんの自然治癒にどう関与するか」についてお話しします。

仏教僧侶としては、患者さんの治療にとって一番中心となるのが、智恵と慈悲になります。
自分自身が医師として患者に接する際にこの 2 つの要素を自分の中で具体化することが如
何に大切かを、長年にわたって実感しています。 



この癒やし、ヒーリングという言葉は、実は大きなことであり、医学部での教育では、10％
も理解されていないでしょう。ヒーリングというものは、半分は患者さん自身の力、能力な
のですが、のこりの半分は医師と患者の「魔法のような」関係性において生まれてくるもの
なのです。この医師と患者の関係がうまくいっている時には信頼が生まれます。そしてその
信頼は癒しに対して大きな影響を持ち、信頼が不足していると癒しはうまくいきません。信
頼が意味するものは、敬意、或いは誠意と言うものです。 
その信頼の元となる敬意や誠意と同じように大切なのが、慈悲（compassion）なのです。

医師や医療従事者が、本当に患者さんのことを心から思って接していれば、具体的に技術的
なことを施していないとしても、癒しに貢献していると言えます。私はよく若い医師達に、
死を迎えている患者さんにどう接するべきかを教えています。若い医師だけでなく熟練の
医師でさえも、自分の患者さんが死を迎えようとしていると、自分にはもう差し出すものが
なく、治療に失敗したのだ、という言葉を何度も聞きます。 
医師達は、自分がその患者の治療に失敗したと思うと、もうその患者が息をひきとる時ま

で病室に来ようとしません。しかしその息をひきとる瞬間こそが、医師がその場にいるべき
時なのです。だから私は、彼らにその場に居なさいと言います。そうすると、皆「私は何を
言えばいいのですか？」と聞いてきますが、私は「何もいう必要はない、ただちゃんとそこ
にいればいいのです」、と言います。ちゃんとという意味は、何か機器をいじったり、次の
患者さんのことを考えたりしないで、その患者さんのことを思って一緒にいてあげてくだ
さいと言います。 
臨終を迎える時に患者のそばに医師がいるだけで、何も言葉を発していなくても、ヒーリ

ングは起こっているのです。我々医師は人の生涯を何年生存したかで評価しがちですが、そ
の質についてよく考えていません。我々人間はみな必ずいつか死ぬのですが、その事を忘れ
ています。昨年末だったと思いますが、日野原先生も 104 歳で亡くなりました。あの先生
が死ぬことはないと思っていた人もいるかもしれませんが、そんな例外はありません。だか
らこそ生きている間の時間の質が大切になるのです。 
そういう意味で臨死状態の患者さんやその家族にとって、医師のあなたがそばにいると

いう事はとても大事なことなのです。彼らはそれを表立っては言わないでしょうが、そう感
じています。 
慈悲に対しては近年さまざまな研究が実施されています。医師や医療従事者の慈悲を示

す行動は、患者の免疫機能を高めるというデータがあります。私がよく知っている研究者も
DNAの脱メチル化によってある蛋白合成が起こる反応で、慈悲によって健康的な蛋白の合
成が増して、不健康なタンパクの合成は減るという事が、現時点では再現性を見るために追
加試験が必要とされていますが、わかってきています。医師と患者の関係性には魔法の様な
ことがあると言いましたが、これについてはまだ良く解明されていません。 
私の理解では、この時に医師は純粋な気持ちを持つべきであるということです。つまりそ

れは怒りや嫉妬心、誇りなどのネガティブな感情を持たないということです。これらネガテ



ィブな感情がなぜ良くないかというと、我々を現実から遥か遠くに引き離してしまうから
です。逆に慈悲という感情は我々を現実に近づけてくれます。 
仏教では「仏性」という言葉を使います。これは我々の現実に近い本質であり、ネガティ

ブな感情とは反対のものです。我々は怒っている時に慈悲を実践する事はできません。正し
く水と油の様に相入れません。嫉妬心に満ち溢れている時に慈悲は実践できません。更に驕
りの感情、利己的な感情の時には、慈悲を実践するのはとても困難です。 
と言うわけで、医師や医療従事者は、自分の内面に向けてその事を意識して、訓練するこ

とが義務であり、それは 2、3 日でできることではなく、一生を要すると思います。それに
よって私たち自身の智慧と慈悲を高めることができるのです。 
これは海に例えることができます。海の表面には様々な波が立っていても、深い奥底は物

静かな、あるとしても僅かな水の動きがあるだけです。海の上から見れば漣、小波、荒波に
例えられる様なネガティブな考えがあっても、それらを抑えることによって、更に深い海底
を覗くことができて、物静かな慈悲を見ることができます。これによって仏性を実現するこ
とができます。ですから良い医師になるためには、ネガティブな感情を持たない様に自らを
律する訓練を積むべきだと思います。 
智慧に関しては、慈悲よりは触れることが難しいものです。何故なら我々は皆薬物依存症

です。あなた方が自分に薬物を注射していると言う意味でも、鼻から吸入していると言う意
味でもありませんが、無知というものに対しての依存症があるのです。無知とは仏教用語で
無明とも言いますが、智慧とは全く反対のものです。無知は自分の中にあってもそれを気付
かないので、自分の内面からそれを探し出す必要があります。それを取り除くことによって、
智慧に到達できるのです。でも我々は無知というものに対しての依存症があるために、それ
に慣れてしまっています。 
ここで具体的な例をあげてみます。 
私の腕についているこの時計は皆さん見えますね？ 
これはどこに存在しますか？（その後聴衆から様々なコメントあり） 
この時計はどういうものであるかを問い詰めていくと、これはここに存在しているのか

という見方が出てきます。これを 2600 年前の釈迦は物事には 2つの真理があるとして解説
しています。釈迦は一つ目として究極の真理があるとし、その場合時計は存在しないものだ
とします。もっとよく見て観察しようとすると時計がなんであるかを定義しにくくなり、ま
すます曖昧になっていくものなのです。 
ですが釈迦は愛や慈悲を人々に教えようとしていたのだし、時計は存在しないとしてし

まうと、世の中に動物も人間も、そして智慧や愛や慈悲も存在しないということになってし
まいます。そこでもう一つの真理、通常の（慣例的）な真理（現実）があるとしました。そ
れは名前とか、概念や機能に近似したもの（同一ではない）としました。でも単にそれだけ
ではなく、我々に脳があるだけでは、時間を告げる事はできない。逆にこの部品からできて
いる時計があるだけでは、それを読み取る脳がなければ、やはり時間はわからない。 



認識するものは、仏教では意識や心（マインド）という言葉を使いますが、存在している
し、必要です。 
ここからは専門的な話になりますが、仏教ではそこに存在する何かがあるが、それは「受

け入れられる」「正当である」「適切である」、「時計」と名付けられるものがある。そこにあ
るのは部分の集まりでもあるが、名前で呼ぶ根拠のあるものという表現をします。 
その根拠を何であるかと追求していくと、なんだかわかりにくくなります。 
この時計の様な話をする事を、「人の計画を妨害する throwing a monkey wrench」と言い

ますが、もう一つ同じ様な話をします。今度はもう少しわかりやすく、物理化学のか関わる
話題です。 
この時計というものが、突き詰めれば原子の集まりで出来ているというのは、みなさん科

学者としてわかりますね。原子について話すと、原子核があって、中性子、陽子と電子があ
り、ほかに空間があります。この空間原子の 99％を占めています。そんな空間だらけの原
子で出来ている、例えばこの椅子にあなたは普通に座りますね。それは何故ですか？椅子と
してしっかりした構造を持っているとわかっているから？いいえ、」それはあなたが薬物依
存症だからです。椅子は確固としたものだと思い込んでいるだけです。 
続いて、このクリニックに毎日通っているお二人は、毎朝このオフィスに入って来られる

わけですが、昨日のこのオフィスと今日では全く同じだと思っていますか？ 
微妙に違うと思います。（奥野）・・・笑い 
あなたがいましている時計は、昨日の時計と今日では同じですか？ 
微妙に変わっています。（長崎） 
そう、何かが動いている、それは針、それを動かしている歯車などなど。それでもし顕微

鏡（拡大鏡）で時計を観察したら、「あ、ここには昨日なかった傷がついてる！」と気付く
かもしれません。もし電子顕微鏡で見たら、「あ、原子が、電子が動いている！もうこれは
一瞬前とも違う」と気付くかもしれない。ま、いずれにせよ、少しずつでも磨耗しているこ
と、10 年の間には起きるし、高級時計でも永遠に動き続ける事はない事に気づくでしょう。 
でもただ時計を一瞥しただけでは、その微妙な変化には気づきません。何故でしょう？そ

れは我々が（ものはずっと変化しないのだと思い込む）依存症だからです。物事は不変だと
思い込んでいるからです。更に鏡をみてください、鏡に映る自分を見て昨日と変わっている
と思う人はいませんね？全く同じ自分だと思い込んでいます。白髪を見て、気が動転し、こ
れは自分にあるべきものではないと思ったりするでしょう。自分は変化してない、老化しな
いなどと思い込みがちです。物質レベルで変化が起きないという「無知」は依存性がある訳
です。見かけというのは偽りのものなのです。でも我々は普遍的に見た目を真実だと信じて
います。物事は変化し続けているということに気づけば、我々は無知を減らすことが出来て、
真実つまり智慧に近づくことが出来ます。 
時計ぐらいでは無知に依存していても問題にはなりませんが、とても重要なのは、自分の

エゴについて無知であると問題です。何故ならそれが私達に常に多くのトラブルをもたら



すからです。それは私たちを怒らせる事によって、或いは物事に執着しすぎる事によって、
嫉妬心が強い事によって、自分は人より優れていると驕りを持つ事によって、不幸にするの
です。この様なネガティブな感情を持つ事によって、愛や慈悲が損なわれ、癒しが低下して
しまいます。 
私は一方的に話すばかりでなく、ここで皆さんとの討論ができればと思いますが、その前

にチベット医学について触れてもいいでしょうか？ 
チベット医学というのは実は仏教医学のことです。釈迦自身が始めたのが仏教医学であ

り、釈迦は医師だったとも言われています。今でいう医師ではなかったでしょうが、人を癒
すヒーラーでした。 
チベット医学のことをチベット語では、「ソウリッパー」と言います。チベット医学には

ユーモラスな（可笑しいと言う意味でなく、ギリシャ語の意味）3 つの原則というものがあ
ります。それが仏教医学を表しています。その 3つはチベット語で、「ルン、ティパ、べゲ
ン」という言葉で表します。 
「ルン」は動きのことです。時には「風」という訳も用います。それは人体内部での動き

のことです。「ティパ」は熱を意味し、肝臓が関係しています。又「黄疸」という意味にも
使われ、胆嚢、膵臓にも関連しています。しばしば肝臓の機能異常の時に用います。「べゲ
ン」は英語では粘液と訳したりしますが、適切な訳語がありません。これは冷たい異常に対
して用いられます。これは腎臓に関連する事に用いられます。 
恐らく、上腹部の異常がティパで表され、下腹部の異常が冷たさと関連していて腎臓が絡

んできます。この点はちょっと混乱を招きやすいので、あまり深く触れない様にしたいと思
います。身体の中の 72000 あるとされるチャンネルとチャクラについて、更に essence（心
滴）というものがあるのですが、どんどん複雑になるので混乱を避けるため今回は省きたい
と思います。 

 
さて、先ほどの 3つの原理に戻ると、動きと熱と冷たさがあるという事です。 

ルンで表される動きは心の状態と関連しています。愛着や欲望とも関係があります。 
ティパで表される熱は、怒りと関連しています。 
べゲンで表す冷たさは、無知・無明と関連しています。 
仏教医学では、執着、怒り、無知の 3つの感情が重要な要素であり、この 3 つのバランス

が取れていると、健康でいられます。言い換えれば自然な自己治癒力がうまく働いていると
言うことです。逆にこの 3 つの原理のバランスが崩れると病気になります。つまり自然治
癒力が弱まっているのです。 
これ以上の原理に話は混乱を招くと思うので、討論に移りましょう。 
 
質問がたくさんあります。一般的に病気を治すと言うと、例えば奥野先生のクリニックで

の治療は、癌が小さくなったとか、消えたとかが病気が治っているという指標・兆候になる



と思いますが、もし癌が小さくなったり稀にと言っても消えた場合にも、寿命の観点からも
その患者さんもいずれは死を迎えるのだし、治ってもあまり感謝を示さず去って行く人も
いれば、治らなかった場合でも感謝してくれる人もいる。物理的に病気が治るかどうかより
も、医師や医療従事者と患者さんの関係性において、魂のレベルでの癒しが起きていると言
うことを感じ取ることができます。先生は母上や奥様の死を体験し他ことをきっかけに、精
神世界の見方を学んだと聞いていますが、医師患者関係のそう言った魂レベルでの癒しを
実践することは、誰にでもできることなのでしょうか？それとも難しい訓練、修行を要する
ことなのでしょうか？（山本） 

 
先ず、私はごく普通の人間です。（笑） 
35 年ほど前に私はカリフォルニアで開かれた瞑想のリトリートに参加していました。そ

こではグループに分かれて毎日複数回瞑想をし、グループごとに討論をしていましたが、私
がいたグループのリーダーに対して他のメンバーが不服を言い始めて、主催者に訴える事
になりました。すると主催者が、私は彼とは長〜い付き合いだけど、あなた方に 10 年前の
彼を見せたかった、と言いました。その意味は以前の彼はもっと酷かったが、この 10 年の
間にここまで改善したのです、という事です。 
つまり、智慧と慈悲を理解して実践できる様になるのには、掛かる時間は人によって違う

のです。その人の抱えているカルマ（業）、や過去の歴史など十人十色なので、一概に何年
とは言えません。しかし自分を磨く訓練を続ける事で、それも定期的に続ける必要がありま
すが、そうすれば必ず改善します。 
私も瞑想しながら修行を何十年も続けていますが、この 10 年くらいで少し進化した様だ

なと感じています。（笑） 
釈迦は、人間が進歩する、つまりより純粋になり、より良い人間となるには 3 つの段階が

あると説いています。 
先ず、教えを聞いて、書物を読み、学ぶ段階です。 
次にその学んだことを自分に実際に生活に応用、実践することです。それを reflection(反

映・応用)と呼びます。自分の感情や思考に当てはめるということです。この段階まではま
だ概念的なレベルです。 
第 3段階として、その実践・体験を瞑想する事によって、より深い非観念的な理解を得る

事です。 
 
病気の意義というのはチベット医学ではどう捉えるのですか？（山本） 
それはバランスの欠如によって起こるのです。怒りすぎている、執着しすぎている、無知

であり過ぎる（物事がちゃんと見えていない、把握できていない）からです。 
チベット医学の医師は脈診をします。人指し指、中指、薬指の 3本を使って両手首の橈骨

動脈を触れるのです。指の右側と左側でそれぞれ 2 通りの脈診をするので、左右の手首か



ら 12 箇所の脈診をします。この 12 箇所が身体の主要な臓器・器官とつながっています。
今まで触れた 3 つの感情、つまり執着、怒り、無知無明とルン（動き）、ティパ（熱）、ベゲ
タ（冷たさ）と関連していて、各機関でのそれぞれの要素の imbalance を察知します。 
治療となると、多角的な手段を使います。薬としては主にハーブ薬草、ミネラル、時に重

金属などを使います。更に食事は徹底的に指導して、何を食べるべきか、何を食べないでお
くべきかを示し、バランスの乱れに合わせて何をすべきか、すべきでないかの行動の指導も
します。場合によってはラマ僧を訪問して、バランスの乱れにあった儀式を受けてください
ということもあります。こうして乱れたバランスを正常なものに戻して、病気を取り除くの
です。 
最もよく知られているチベット医学の英語の本は、「バランスによる健康」で、これは最

も偉大とされるチベット医学の師である、ヨシ・デンデン先生との討論を記録したものです。 
彼は今 90歳代前半で健在ですが、もう 25年くらいパーキンソン病を患っておられます。 
しかし彼は歩幅が小さいこと以外には特に目立った症状がなく、他の人が見てもわから

ないくらいです。医療に携わっていた時間がとても長いという意味では、日野原先生と同じ
宿命（鋳型）を持っている人だと思います。 
さて、質問された方に、癌の自然治癒についてもっと話してほしいですね。 
 
一つ聞きたいのは、私は今 66歳ですが、最近毎日顔が変化しているのに気づいています。

変わらないということで、逆に安心できる部分もあると思うのです。私は進行癌（stage IV）
の患者さんと接する機会が多く、彼らの変化を頻繁に見ていて、特殊な血管内治療で頑張っ
てはいますが、やはりだんだん悪くなっていくことが多いのです。その過程で、患者さんは
あとどれくらい生きられるかに関して、1 週間先かどうかは多分わからないが、あと 2、3
時間というのは感じ取っている人が多い様な気がします。その 1 週間くらい前には、チベ
ット医学でいう無知・無明が助けてくれているのではという気もしますが。その辺を習得し
ている患者さんもいて、そういう方とは僕も接しやすし治療がうまく行くようです。 
キリストが言ったと聞いていますが、無知なることは幸いであるというものもあります

よね？（奥野） 
 
よくわかります。色んな意味で同意できます。これはそれぞれの死生観も影響すると思い

ます。私は年の半分は世界中を旅しています。残りの半分はチベットに滞在して、他の僧侶
達と一緒に暮らしています。その中に私の師であり生涯瞑想し続けている僧侶がいて、彼は
最近進行した胃がんであると診断を受けました。彼は 1 度だけ化学療法を受けましたが、
もうこれで十分だと言いました。しかも彼はその時喜んだのです。その理由は、自分はゆっ
くり死ぬことができる、だからその間に死ぬ準備ができると考えたのです。人によりますが、
この先生は、死というものが自分を浄化して、智慧と慈悲と愛を高めていく貴重なチャンス
であると考えました。 



仏教のみでなく東洋の伝統では、我々が死ぬ時に 8 つの段階があるとしています。最初
の 4 段階では、我々が理解しているように、それぞれのエレメントがパワーを失っていく
段階で、気体、液体、熱、動きがパワーを失っていきます。残りの 4段階では、意識が変化
していき、微細になっていきます。そして最期の第 8段階では、意識が最も微細になるとと
もに、仏教で言うところの「光明」の段階になります。そして瞑想を生涯続けている達人達
は、瞑想していてこの光明に到達することができます。瞑想を続けていき中央のチャネルに
集中出来るようになると、このレベルに達します。この状態は死ぬ際に皆さんが通過するも
のですが、瞑想をすることによっても到達が可能なのです。 
死というのはこの第 8 段階が終わることによって完了します。もしこの光明の 8 段階目

を維持することが出来れば、その人は死なないのです。さっき話した 4段階目までで、医学
的には医師は死亡と診断します。全ての動き、循環であったり心拍動、血圧、呼吸などが止
まった状態です。この時に EEG を測定すれば脳波は平坦ですね。 
ですから、瞑想を続けている人であれば、この 4 段階目までの変化が起こって死亡と診

断されても、生きながらえられるのです。時には数週間続くと言われています。私はそれを
目にしたことがあります。瞑想の訓練を積んでいると、この状態を引き延ばすことができま
す。教典に記されていますが、その状態では身体が縮んでいくそうです。昨日まで私が居た
モンゴルのウランバートルには博物館があります。そこには、先先代のモンゴル人でラマの
高僧の遺体を塩漬けにして座位で保存されています。この目で見ましたがとても小さい身
体でした。身体が縮むのは瞑想を続けている限り続き、いずれ身体は無くなってしまうそう
です。髪の毛と爪は残るそうですが、私のような坊主頭では残りませんね。 
この第 8 段階での光明は、瞑想の持続によって永続できるものであり、それを実現して

いるのが釈迦自身であると、教典に書かれています。釈迦の境地は死がないと言われている
のはそこから来ているのです。 
我々医師を病気で訪ねてくる人のほとんどは、当然そういう人たちではありません。でも

瞑想をしなくてもこういうことを理解している場合もあります。もちろん死を心待ちにし
ている人はいないでしょうが、それが訪れた時には、OK とする人も少なくないでしょう。
人々の中にはまた生まれ変わってくる（輪廻転生）のだと感じている人もいますし。ですか
ら、死に対してはそれぞれがどう受け止めているか、期待しているかによるでしょう。 

 
日本では死の 4 段階目に、早いうちに火葬してしまうのですが、これは問題ではないで

すか？（浦尾） 
そうなんです。今世界中の仏教徒達の間で、臨床的な死後本人が瞑想によって修行したい

と望んだ場合 2、3 日は待つべきではないかという論議が起きていて、病院の責任者や行政
の法的当局に要請するべきかを検討しているようです。 

 
僕は、瞑想することが自分の生きる目標と感じていて、医者は副業でやっています。寝て



いる間に自分の意識が身体からは離れて（広がって）しまう体験を何度もしています。です
が、そこまで瞑想にのめり込んでいても、家内の気が動転したり、混乱したりした時には、
なんの役にも立っていません。それと、瞑想によって寝ている状態でも意識があるという体
験から、いざ自分が死ぬ時に同じ事が起こって、身体が火葬されてしまうのはとても恐怖を
感じてしまうのですが。（堀） 
人が感じる恐怖というのは、次に何が起きるかわからないということから来ます。だから、

何が起きるか予測できる場合は恐怖は感じません。今お話しした 8 つの段階というのは、
自分たちの内面で起こることでインナービジョンと言います。第 1 段階では陽炎のような
ものが見えます。第 2 段階では煙のようなモクモクしたものが見えます。第 3 段階では蛍
の光のようなものが、暗闇の中でチラチラ見えます。第 4 段階では炎の様なものが見えま
す。第 5段階では月光の様な白い光が見えます。この段階になると、光を見ているのではな
く自分自身が光になるという感覚です。ここからは非二元的であり、自分と周りは同一のも
のとなります。第 6 段階は赤の光であり夕日の様なものです。ここでも夕日の光と自分は
一体です。第 7 段階は完全なる暗闇です。最期の第 8 段階は明るくなりますが、明晰さと
もいうべき明るい世界です。 
今までの瞑想の経験で、堀先生は夢の中での瞑想の様な経験をしていると思いますが、こ

の 8段階の描写と矛盾するものではないと思います。（ベリー医師） 
堀先生の様に瞑想をずっと実践してきた人は、経験があるのだから怖いことはないので

はないですか？（浦尾） 
特殊な波動が身体なの内面から外に向けて発するのを感じ、鼓膜が振動しているのも感

じました。どちらかというと雑音の様なもので、これにのめり込むとまともな医者ではなく
なる様な気がして、自分で抑制もしてました。（堀） 
夫としても、芳しくないと感じて、奥様も少し怖がったりしましたか？（ベリー医師） 
はい、だから瞑想し続けるのであれば、危険を感じてちゃんとしたガイドが必要と感じま

した。そういう経験で、医学生としても混乱していた時期がありました。最近では瞑想も結
構普及していますが、きちんとしたガイドをしてくれる教師がいないと、怖いと感じていま
す。日本には良きガイドがいません。（堀） 
その通りです。私の知人で、数年前ですがカリフォルニアで心臓のチャクラを使って自己

流で瞑想を続けていた人がいました。その結果彼は精神的にちょっとおかしくなっただけ
でなく、酷い胸痛に悩まされていました。複数の循環器内科に見てもらいましたが、検査で
は何も異常なし。その後彼は修行を積んだラマ僧に診てもらい、かなり良くなりました。更
に南米の、確かブラジルのシャーマンであった人物が、仏教に改宗し、ラマ僧として修行し
て、「活仏」にまでなった人が、その彼の胸痛を取り除いてくれました。精神的なおかしさ
も、その活仏となった人が、その後治してくれました。 
自分を更によくしようという気持ちが瞑想をしていると湧いてきて、のめり込んでしま

って、魔界の様な場所に入ってしまう場合がある様ですが、その時に正しい道を教えてくれ



る害だが必要だなと自分の体験からも思いました。（山本） 
自分を良くしたいという欲望には、2種類あるとダライ・ラマ法王は言っています。 
良い（健全な）欲望は、人に役に立つために自分を高めようとする欲望です。一方で悪い

欲望は、自分の快感・の快楽のために高めようとする気持ちです。これは我々にとって有害
です。更に行く行くは、自分を良くしたいという気持ち自体も乗り越えていく必要があるの
です。 
ちょっと脳死に関連して聞きたいのですが、肉体的な死後の第 5 から第 8 段階に相当す

る 1〜3日間を維持しようとする動きがある話で、その長さの根拠はどこにあるのでしょう
か？（岩田） 
はい、人は肉体的死の後、平均して 72 時間は意識レベルでの生存が続いています。もし

急激で重篤な脳梗塞や心筋梗塞、外傷事故にあって急死した場合は、それより短い時間で 8
段階まで通過してしまいます。私自身、臨床的に死亡した後すぐには死ななかった例を 2例
見ています。一人は 3 週間存続していたし、もう一人は 2 週間半でした。顔色も普通でし
たし、死後硬直もなかったし、普通その状態の時に我々が動かすことはないですが、もし動
かそうとする、あるいは自動運動が出た場合、四肢は柔軟なのです。 
それと私も 2 例経験しましたが、その時にある匂いがします。微細なものでわかりにく

いですが、花や果物の様な匂いがするのです。そして物第 8 段階が終了すると、身体は変化
し始めます。顔色も変化し、死後硬直も始まり、青いあるいは赤いあざなどが見えてきます。
やがて腐敗臭も立ち始めます。そして第 8段階が終了すると直後に、体液が（鼻から）出て
きます。白い、或いは赤いもので、体液中の水分だとか血液由来だと言いますが、違ってい
て、脂肪を含む体液です。量にしてコップ 2/3 位がゆっくりと出続けます。（ベリー医師） 
火葬するならばこのプロセスを確認してからがいいのでしょうね？（浦尾） 
理想的にはそうですね。明らかに死体としての変化が認められて、硬直、腐敗臭がすれば、

もう火葬しても埋葬しても問題ないでしょうが、そうでなければその身体をどうするかは
考えなくてはなりません。そうする事で（まだ死亡していない）その人を援助することがで
きるはずです。 
我々もまだチベットに亡命してから集計し始めたので、1959 年からこういう例をインド

を含めて 50 例ほど経験しているのですが、臨床的に死亡から更に 3日、あるいは 5日以上
死なない状態というのは、名前が付いていてチベット語で「トゥック・ダム」と言います。
トゥックと言うのは意識のことを丁寧に表した言葉で、ダムは神聖な・聖なると言う意味で、
つまり「神聖なる意識」と訳せます。最も微細な、光明な意識という事です。（ベリー医師） 
病院に入院していると死後に病理解剖をすることがあるのです。その日とか次の日に。

（浦尾） 
それはもう個人の意思次第でしょう。病気で死にかけている人が事前に、「私は長年瞑想

をしてきて、死に際にどうなるかを自分で確かめたいので、遺体をしばらく解剖せずに放置
してくださいと、我々に頼んでくれば、簡単ではないでしょうがその期待に沿う様にすれば



良いのです。一部の人は自宅で死ぬことを希望します、家族や友人或いは師匠に何も言わな
いでいて見守られながら。その人たちは、2、3 日余計に見守ってあげれば良いだけですか
ら。 
死亡診断書を書くタイミングの問題もあるんですよねえ。（長崎・浦尾） 
勿論死亡の時期に関して、書類作成などで法的な問題が発生する場合は避けなくてはい

けないことです。でも夜に亡くなった場合、その時にはすぐ行かずに翌日とかその翌日に行
くという場合もあるでしょう。その様な患者さんの希望（生前瞑想を続けていて氏の段階を
体験してみたいという）が事前にあった場合、病院に相談しておくのも一つの手段かもしれ
ません。日本の様な仏教が普及している国では、融通が利きやすいかもしれませんが、米国
の様なキリスト教国では難しいですね。（ベリー医師） 
実は知人に火葬場を経営している人間がいます。彼の話では高齢化とともに火葬する数

が増えて収益は上がっているそうですが、火葬の後、焼け残った骨の位置を見ると火葬中に
意識が戻って暴れたのではないかと思われるケースがあると聞いています。今日の話から
するとまだ第 4 段階が終わらないうちに火葬されているケースがあるのではないか？そう
言う目にあってしまうのもその人の運命とかカルマなのかもしれませんが。（村上） 
それはあり得ますね。ならば、その火葬場の友人に、火葬を 2、3日遅らせる様に言って

見てはどうですか？（ベリー医師） 
社会の高齢化の影響で、火葬場はとても混雑していて、早く対処しないとご遺体が溜まっ

てしまう様です。それにその事情もありご遺体をドライアイスや氷などで冷やしたりする
ので、そう言う変化がわかりにくくもなっていると思います。（長崎） 
ではそう言う火葬場には、瞑想の修練を積んでこう言うことを理解している人に来て貰

って、大体はそのはずですがこのご遺体は火葬して良い、極一部でしょうがこれは少し待っ
てくださいという、判断を仰ぐのが良いかもしれません。（ベリー医師） 
火葬を待つ間、自宅でご遺体をドライアイスで保存すると言うこともよくしますが、それ

は避けるべきということですね？（長崎） そうですね。（ベリー医師） 
まだ生存の可能性がある症例で、脳のダメージを減らす目的で頭部や身体を冷却する低

体温療法がありますが、この第 4段階まで来ている例で頭部を冷却する意味はありますか？
（長崎） 
いいえ、意味がありません。第 5 段階から先は意識の問題であり臓器としての脳がダメ

ージを受けた後の話ですから、物理的臓器である脳を冷やしても、意識には影響しません。 
仏教では脳と意識は別のものと考えています。相互に密接に結びついてはいるでしょう

が、別の物です。 
今までご覧になったこう言う状態から生き返ったことはあるのですか？（長崎） 
（これまでの話から、これはあり得ないと予測がつくと思うけどなあ？：熊丸） 
いいえ、居ません。この 8 段階のプロセスは、NDE:Near Death Experience(臨死体験)と

は違うのです。死にかけてトンネルをくぐると向こう側に光が見えて・・・と言うものとは



違うのです。共通する部分も多少ありますが、違うプロセスです。 
この 8 段階に関してチベットで肌なたが判断するのですか？（岩田） 
特別に修行を積んだラマ僧のみが判断します。彼らはこのことをよく理解しているので。 
日本の様な発展している国では、チームで判断するのでしょう、経験豊富な瞑想の実践者

やオープンマインドな医師達によるチームになるのでしょう。 
最後の質問ですが、私は以前中国にあるチベット医学の医学校を訪問しました。それが来

年から西洋医学と統合させて独特の教育を始めると言う話をききましたが、するともうチ
ベット医学は中国では学べなくなると言うことでしょうか？（浦尾） 
そうです。これは中国政府による文化的虐殺であると、あの言葉に慎重なダライ・ラマ法

王が言っています。チベット医学大学はベンツィーカンと言いますが、ダラムサラに有り、
ラサにもチベット医学大学があり、そこからも良いチベット医学の医師が育ってきていま
す。その人達がインドの方に亡命してくるため、我々も知ることが出来ます。中国はそれを
チベット医学と呼ばずに中医学と呼び、チベット語もチベット文化も一緒に撲滅しようと
しているのです。中国内のチベット自治区ではその様にしてチベット文化を滅ぼしていま
す。幸いインドをはじめとして世界中にチベット人が 15 万人ほどいて、文化を保護してい
るのです。1959 年以降中国の自治区に 600 万人のチベット人うち、120 万人が虐殺されて
います。 

 
以上 

 
熊丸 記 


