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１１月例会ご案内
日時  ： １１月１３日 水曜日

  18;30 ～ 21;00
テーマ ：「我が国における統合医療の展開について」

場所  ： 港区立商工会館

参加費 ： 1000円

担当  ： 古川 彰久

３月の例会で「自然治癒力への挑戦」というテーマで

話させていただきましたが、その時に「我が国医療制度

の問題」を以下の通り指摘させていただきました。

今後の統合医療の可能性について考えてみましょう。

我が国医療制度の問題

①自然治癒力を認めていない

  ●西洋医療一辺倒で、これまでの東洋医療を認

めていない。

  ●医は仁術として、医師を中心とした利権構造

を形成し、結果として、検査漬け、薬漬け

で成り立つような仕組みを作っている。

  ●“いのち”の精神性を認めず、個人の意識に

よる活性化効果は、いわゆるプラシーボ効

果として排斥している。

②食品よりも薬を上位においている

●“いのち”は本来、空気･水･食品

等によって育まれているが、我が国では薬

を上位として、薬でないものが食品である

との位置づけである。

③先進国の動向

  ●もともと、ヨーロッパでは英国におけるホメ

オパシー療法や独国における波動療法等東

洋的療法が活用されている。

  ●近年米国においても、成人病対策への西洋医

療の限界に気づき、統合医療が国策として

推進されている。

米国における統合医療の発展

  推進の中心人物 アンドルー・ワイル医学博士

「統合医療は治癒（healing）指向であり、ライフス

タイルのあらゆる側面を含む、全人的（body, mind,

and spirit）視点を持っている。それは治癒的関係

を重視し、西洋医学と代替医学のあらゆる適切な

療法を活用する。

統合医療をＣＡＭ（相補・代替医療）と区別する

ことが最も重要である。ＣＡＭは、医学部におい

て教えられていない療法に関わっている。統合医

療のムーヴメントはアメリカ等において現在、き

わめて強力になっているが、医者に新しい道具を

提供するということを遥かに凌ぐ目標を持ってい

る。それは、医学部の教育や研究、実践というも

のが、疾病や治療よりも健康と治癒に重点を置き

直すことをねらいとしている。また、人間は単な

る身体を超えたものであるということを主張し、

患者のライフスタイルの細部に注意を向けるよう、

医者を訓練する。さらに、自然治癒力を刺激する

ような医者と患者の関係をサポートするよう、ヘ

ルスケア・システムを変えてゆくことをねらいと

している。」

我が国での展開

現在の医療システムは厚生省を含めた利権構造にメ

スを入れる必要があり、改善には国民的な理解が不

可欠である。特に高齢者の生き様が問われるといえ

る。

ハワイ国際大学主催

統合医療ならびに環境科学シンポジューム

日時：２０１３年１１月２２日

    学術発表 9：00～18：00

     内   9：05～9：30

     （古川彰久 自然治癒力への挑戦）

    特別講演 18：00～（約４０分）

      安保徹博士

    懇親会  19：00～21：00

場所：学士会館

    （東京都千代田区神田錦町３－２８）

詳細はホームページ http://www.a-mc.jp/blog/

にも掲載しております。
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９月例会報告
日時  ： ９月１１日 水曜日

  18;30 ～ 21;00
テーマ ：「顔面表情読解を通した円滑な

     コミュニケーションのあり方について」

場所  ： 港区立商工会館

担当  ： 清水 建二

9 月開催の情勢判断学会では職種、人種、性別、年

齢問わず大変多くの方々に参加して頂き、ありがとう

ございました。微表情に関するセミナーを本格的に始

動するための大変稀有な機会に恵まれ、幸先の良い先

駆けとなりましたことを重ねて感謝申し上げたいと思

います。それでは、これより本年 9 月 11 日に開催さ

れました情勢判断学会の報告をさせて頂きたいと思い

ます。

9月に開催された表情読解セミナーの概要は表1の通

りです。1、「非言語の側面に注意しよう」では、写真に

写っている複数人の人物の顔面表情を分析することで、

それぞれの関係性が推定出来ることをご紹介しました。

私が分析をする前に参加者の皆様に写真を分析して頂

いたため、元々の洞察力がご自分にどれほどあるか把握

できたことと思われます。2、「普遍的な基本7感情」で

は、様々なボディーランゲージとは異なり、7つの感情

に関しては普遍的な現象、つまり時代・文化を共有して

いなくとも人は共通した表情を顔に表出するのだとい

うことをご紹介しました。本セミナーでは普遍的な基本

7感情の中でも特に3つの感情、幸福、軽蔑、嫌悪を取

り上げ、その解剖学的な特徴及び心理的な過程を解説致

しました。3、「表情読解を難しくする要因」では、その

要因を4分類－表情固有の困難さ、混合表情、作為的な

表情、微表情―し、それぞれご紹介しました。表情固有

の困難さの例として、恐怖と驚きの表情の違い、日本人

が読み取りを困難とする表情を取り上げました。次に2
つ以上の感情が想起された場合に表出される混合表情

について触れ、続いて作為的な表情と本物の表情をどう

見分ければよいかについて解剖学的な見地から解説さ

せて頂きました。そして最後に1/2秒以下の速度で起こ

る顔の筋肉の動きである微表情の特徴をご紹介しまし

た。

そして本セミナーのメインの部分であります 4、「微

表情の紹介」では、文化を超えて他者の真の感情を読み

取り、円滑なコミュニケーションに活かすツールとして

微表情を取り上げ、その特徴、可能性について言及させ

て頂きました。5、「微表情の読解」では、ベルギーに本

社 を 置 く the Center for Body Language
(http://www.centerforbodylanguage.com/)で開発され

た世界初の動画を用いた微表情トレーニングツール、

METV プログラムを使用して実際の微表情の読解に

ついて解説させて頂くとともに、参加者の皆様に読解

訓練を体験して頂きました。6、「微表情読解の応用例」

では、微表情を読み取った後、どのよう反応をすれば

よいのか、言葉の節々に出てくる微表情が何を意味し

ているのかについてご紹介し、コミュニケーションに

活かせる可能性について論じさせて頂きました。7、
「質疑応答」では、the Center for Body Languageの
創設者兼ボディーランゲージの専門家である Patryk 
& Kasia Wezowski夫妻にSkypeを通じて登場して頂

き、顔の表情に関して質疑応答をして頂きました。そ

の後、私と参加者の皆様との間でも質疑応答をし、本

セミナーを終了させて頂きました。

本セミナーで最も印象的だった点は、参加者の皆様

が微表情の存在を認識し、その読み取りが出来るよう

になった瞬間に思わず発せられた歓喜の声です。見て

いるものを観た瞬間とでも形容すべきでしょうか、顔

面表情の魅力を皆様と共有することが出来たのではな

いかと思わせて頂けた瞬間でした。また予想以上に皆

様からのご質問が多く、大変盛り上がる会にして頂け

たことを心から嬉しく思わせて頂いております。

表1 表情読解セミナー概要

タイトル 概要

1 非言語の側面に注意

しよう

言語化されない情報から何

がわかるか、静止画像を用

いて解説。

2 普遍的な基本 7感情 通文化的・通歴史的と言わ

れている基本7感情の紹介

とその理論、それぞれの表

情を見た時の行動指針の紹

介※1。
3 表情読解を難しくす

る要因

類似表情の読解方法、日本

人特有の表情読解バイア

ス、2 つの感情が混在する

混合表情、作為的な表情、

一瞬で消え去る微表情など

の表情読解を難しくしてい

る要因についてそれぞれ解

説。

4 微表情の紹介 微表情とは何か、その特徴

を紹介

5 微表情の読解 METV を利用して微表情

読解のトレーニング及び解

説。

6 微表情読解の応用例 微表情の読解を基にした会

話術の紹介。

7 質疑応答 顔面表情及び微表情に関す

る質疑応答。

※1 9月の情勢判断学会では基本7感情の中の3感情

―幸福、軽蔑、嫌悪―のみ紹介した。
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参考

3 「表情読解を難しくする要因」の例

問 1 以下の人はどんな感情を抱いているだろうか？

（回答は本ページ一番下）

写真1

写真2

      

6 「微表情読解の応用例」の例

問2 通常の場合どちらが本心から謝罪しているだろう

か？（回答は本ページ一番下）

A 先に感情、次に謝罪の言葉

昨日は本当に申し訳ありませんでした。

B 先に謝罪の言葉、次に感情

昨 日 は 本 当 に 申 し 訳 あ り ま せ ん で し た

。

講師紹介

清水建二 – 微表情トレーナー、認定FACSコーダー

the Center for Body Languageで認定された日本

人初の微表情トレーナー。1982年、東京生まれ。早稲

田大学政治経済学部を卒業後、東京大学大学院情報学

環学際情報学府でメディア及びコミュニケーション論

について学ぶ。学際情報学修士。大学院での学問を基

に表情研究をはじめ、米国の研究機関よりFACS（表

情記述法）コーダーの認定を受ける。

METV のトレーニングページ及びトレーニングマ

ニュアル、書籍に関する日本語訳を担当している。日

本人初の微表情トレーナーとして微表情を用いた効果

的なコミュニケーション方法を広く日本に広めるため

に日夜、研究、セミナー等の活動に従事している。趣

味はテコンドーで、都内道場で指導員を務めている。

METV 内にある清水建二のご紹介及び連絡に関する

ページ

http://www.microexpressionstrainingvideos.com/ken
ji-shimizu/

      

参考問題の回答

問1 写真1は恐怖である。カギ型の眉毛が特徴的で

ある。写真2は驚きである。瞼がわずかに上昇

している。

問2 正解はAである。通常、人は思考より感情が先

に出る。B の場合、謝罪の後、顔を作っていな

いことを自身で認識し、「…申し訳ありません

でした…（あれ？顔作るの忘れてた！作らなく

ちゃ！）」という声が聞こえてきそうである。

注：本記事及び写真をいかなる媒体にも無断で掲載す

ることを禁止します。
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例会予定

2013年

12月 11日 水曜日  18;30 ～ 21;00
テーマ ：「顔面表情読解を通した円滑な

     コミュニケーションのあり方第２回」

担当  ：清水 建二

2014年

1月8日 水曜日  18;30 ～ 21;00
テーマ ：未定

担当  ：未定

原則として第二水曜日となります。

開催場所：港区立商工会館

（都立産業貿易センター浜松町館 ６階）

分科会活動 ご案内

古川彰久が事務局長に就任しているサトルエネル

ギー学会の行事をご紹介します。

サトルエネルギー学会秋の大会

開催日時：2013年１１月２日（土）

開場10時15分、開演10時50分～閉会19時

会場：津田ホール 渋谷区千駄ヶ谷1-18-24

テーマ；2013年、伊勢・出雲同時式年遷宮の年を迎

えた日本 ～ヤマトのこころの目覚めで天地とつ

ながろう！～

詳しくは↓

http://www.subtle-eng.com/2012spring.html

＜入場券＞

（事前申込価格）協賛団体会員：6000円、一般：7000円

（当日価格）協賛団体会員：7000円、一般：8000円

(有)イキイキライフへお申込あれば協賛団体会員扱と致

します。ご連絡あれば、パンフレット及び申込書をお送

り致します。

サトルサロン

講演テーマ：

「「人は如何にして生きるべきか」東洋の叡智、算

命学の世界」

講師：エマ・エルミタージュ 様

（開運占いカウンセラー）ジュエリー＆占いサロン

「あにめーと」 ジュエリーデザイナー。レイキヒ

ーラー。医学気功整体師。

日時：2013年11月7日（木）18:30～20:30

場所：港区立商工会館

会費：3000円

窓口・申込：㈲イキイキライフ 古川彰久

   ＴＥＬ：０３―３４３２―０５８４

   ＦＡＸ：０３―３４３２―０５８２

港区立商工会館へのご案内地図

東京都港区海岸1-7-8都立産業貿易センター

浜松町館6階  TEL03-3433-0862
ゆりかもめ竹芝駅より徒歩３分

ＪＲ浜松町駅北口より竹芝桟橋方向へ徒歩7分
都営地下鉄浅草線・大江戸線大門駅より

浜松町駅方向へ徒歩10分   

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
※ 会誌発送は、E-mail です。

※ 年会費はありません。

※ 「じょうはん」発送のお申込は、

E-mail： info@iki2life.com
まで、Mailでご連絡下さい。

※ 興味のありそうな方にも積極的に転送してあ

げて下さい。

※ ホームページもご確認下さい。

   http://www.jouhan.com
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

編集後記

高齢化社会にとって、高齢者の健康問題は避けて

通れない重大な課題です。皆様との意見交換を期

待します。９月のしみずさんのお話しは報告の通

り、非常に興味深い内容です。さらに深めるべく

１２月に第２回をお願いしました。

(古川)


