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【 Restart Acupuncture Seminar】

治療に自信が持てない鍼灸師のための年間セミナー

NO.７

無断での複製・複写（コピー）転記禁止

やりなおし鍼灸治療学

前回の復習です

質問１

心の病証の

ポイントを２つ？

答え

・血脈の運行
→心悸・心煩・胸悶

・心神の問題→不眠

質問２

心の病証名を６つ

答え

・心気虚 ・心血虚

・心陰虚 ・心陽虚

・心火亢盛 ・心血瘀阻
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質問３

舌央部で診る臓腑は？

答え

脾胃です。

〈 本日の内容〉

第２節 蔵象

Ⅲ 五臓とその機能に関連した領域

３）脾（脾系統）

蔵象

Ⅱ.五臓とその機能に関連した領域

２）脾（脾系統）

A.脾とその関連領域（脾系統）の生理と病理

B.脾の生理と病理

（１）生理作用

（２）生理特性

（３）関連領域

（４）脾と自然

C.脾の病証

（１）脾気虚

（２）脾陽虚

（３）脾虚湿盛

Ｄ胃の生理と病理

（１）生理作用

Ｅ.胃の病証

（１）食滞胃脘

（２）胃熱

Ｆ.脾と胃の相互関係

（１）脾胃湿熱

脾系統

脾の生理：❶運化 ❷統血

生理特性：❶昇清 ❷喜燥悪湿

関連領域：口・涎・肉・唇・意・思・甘

胃の生理：受納 腐熟

まずは、

“脾の生理”
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－脾の生理

・運化
❶水穀を精微に変化させる
❷水穀の精微を心・肺に運ぶ

・統血
血が脈から漏れるのを防ぐ

７ 蔵象 3 脾系統 脾の生理・病理

－脾の生理＝運化・統血

・運化
❶水穀を精微に変化させる

生理）気血生成の源

水液を吸収→水液の停滞を防ぐ

病理）食欲不振、気・血・津液・精の不足

水液が停滞→痰湿（脾は生痰の源）

７ 蔵象 3 脾系統 脾の生理・病理

－脾の生理＝運化・統血

・運化
❷水穀の精微を心や肺に運ぶ

生理）水穀の精微を心や肺に運ぶ

気・血・津液・精→全身をめぐる

病理）生理物質の化生に影響

７ 蔵象 3 脾系統 脾の生理・病理

－脾の生理＝運化・統血

・統血
血が脈中から漏れ出るのを防ぐ

生理）全身の気の量→脾の機能に左右される

気の固摂作用→統血

病理）血便・血尿・崩漏・皮下出血など

７ 蔵象 3 脾系統 脾の生理・病理

－脾の生理特性

・昇清
❶生理物質を上昇させる
❷組織・器官を正常位置に保つ

・喜燥悪湿
乾燥を好み、水液を嫌う

７ 蔵象 3 脾系統 脾の生理・病理

－脾の生理特性

・昇清 ❶生理物質を上昇させる

・生理）水穀の精微→上昇→心・肺
→気や血に化生→全身

・病理）頭部→眩暈・頭痛
全身性→倦怠感・疼痛

７ 蔵象 3 脾系統 脾の生理・病理
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－脾の生理特性

・昇清 ❷組織・器官を正常な位置に保つ

・生理）組織・器官→気機の協調によっ
て正常な位置に保たれている

・病理）内臓下垂や慢性の下痢など
気虚の程度が強くなる→悪化

７ 蔵象 3 脾系統 脾の生理・病理

－脾の生理特性

・喜燥悪湿
・生理）脾は乾燥を好み、水液を嫌う

→陽気（燥）の補助が必要

・病理）臓腑の機能失調、冷飲・多飲、
雨天・多湿環境→軟便・下痢

７ 蔵象 3 脾系統 脾の生理・病理

き そう お しつ

脾系統

脾の生理：❶運化 ❷統血

生理特性：❶昇清 ❷喜燥悪湿

関連領域：口・涎・肉・唇・意・思・甘

胃の生理：受納 腐熟

－脾の関連領域

・口・涎
・生理：口は脾胃と連なる

涎は口腔を潤す

・病理：潤せない→味覚の鈍麻・口乾

胃の熱→口内炎・歯肉炎・口渇

７ 蔵象 3 脾系統 脾の生理・病理

－脾の関連領域

・肌肉・唇
・生理：脾は気血生成の源→肌肉・四肢

唇も肌肉→脾を反映

・病理：四肢の無力感・萎縮、

口唇の乾燥など

７ 蔵象 3 脾系統 脾の生理・病理

－脾の関連領域

・意
・生理：思考・推測・注意力・記憶など

・病理：思考がまとまらないなどの症状

７ 蔵象 3 脾系統 脾の生理・病理
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－脾の関連領域

・思
・生理：思う、考えるという情志

・病理：思→気機を鬱結させる

食欲不振、意欲の低下、

思い悩みやすくなる

７ 蔵象 3 脾系統 脾の生理・病理

－脾の関連領域

・甘
・生理：補う・調和させる・緩める

・病理：粘膩性→運化に負担

肌肉が緩みすぎる

７ 蔵象 3 脾系統 脾の生理・病理

－脾の関連領域

・脾と自然
・気血を化生

・水液と密接な関係

・季節は長夏に相応

７ 蔵象 3 脾系統 脾の生理・病理

ここからは、

“脾の病証”について

脾

脾
＋

胃

気虚

陽虚

気虚＋痰湿

内湿＋実熱

脾気虚

脾陽虚

脾虚湿盛

脾胃湿熱

脾・胃の基本病証

胃

食滞

実熱

陰虚

食滞胃脘

胃火上炎

胃陰虚

胃熱

・脾気虚 運化機能の失調 脾胃虚弱

・運化が失調→食欲不振

・気が不足：推動低下→倦怠感
宗気不足→息切れ

衛気不足→自汗

・舌脈所見：面色萎黄・薄い膩苔

・ポイント：食欲不振・大便溏薄・腹脹

＋気虚症状

７ 蔵象 3 脾系統 脾の病証
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・脾陽虚 気の温煦作用が低下

・脾陽不足：腹部に冷え＋水様便・未消化便

・気が不足：無力感や食欲不振

・陽が不足：面色蒼白や畏寒（寒がり）

・舌脈所見：舌質淡・胖大、脈細遅無力

・ポイント：腹部の冷え・水様便・未消化便

＋気虚・陽虚症状

７ 蔵象 3 脾系統 脾の病証

陽虚
● 気の温煦作用が低下した状態

・寒証：寒がり、四肢の冷え、腹痛、
下痢、顔面蒼白、小便清長、
脈遅

・気虚：精神疲労、倦怠感、食欲不振、
自汗、息切れ、脈弱

覚えているかな？

・脾虚湿盛 気虚＋痰湿

・運化失調：食欲不振・大便溏薄・腹脹

・痰湿停滞：浮腫、腹部の痞え、口乾

・本虚標実・虚実挟雑

・舌脈所見：舌苔厚膩、脈緩 or 脈滑

・ポイント：気虚＋内湿

７ 蔵象 3 脾系統 脾の病証

ちょっとまとめ！
口について

・口乾・咽乾：乾くが飲みたくない

・口渇：咽喉が乾いて湯水を欲するもの

温・冷どちらを欲するか→寒熱

・口苦：実熱。多くは肝胆の熱による。

・口臭：胃熱、内熱による。

・口淡：味がないこと。多くは脾胃の虚。

臨床のポイント！

－脾の病証

・脾は湿が嫌い
・食欲不振
・気虚がベース

ここからは、

“胃”について
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－胃の生理

受納と腐熟
生理）飲食物を一時的に納める＝受納

飲食物を消化する＝腐熟

病理）受納→食欲不振

腐熟→食滞
胃熱→口臭・歯肉炎・口内炎

７ 蔵象 3 脾系統 胃の生理・病理

－胃の生理特性

❶ 降濁
生理）消化物を小腸・大腸へ降ろす

中焦の気機の平衡を保つ（昇清）

病理）気機の停滞→腹部膨満感

気機の上逆→悪心・嘔吐
降濁不可→便秘

７ 蔵象 3 脾系統 胃の生理・病理

－胃の生理特性

❷ 喜湿悪燥

生理）胃は熱化しやすい→潤いが必要

水湿を好み、乾燥を嫌う

病理）陰液不足・内熱→上逆→悪心・嘔吐

内熱→足陽明胃経→頭痛や歯肉の腫痛

７ 蔵象 3 脾系統 胃の生理・病理

き しつ お そう

ここからは、

“胃の病証”について

・食滞胃脘 未消化物の停滞

・中焦の気機停滞：上腹部の脹痛、腹部拒按、
便秘、矢気の回数増加

・胃気上逆：噯気、悪心または嘔吐

・舌脈所見：舌苔厚膩、脈弦滑

・ポイント：過食の既往、腹部脹痛、悪心・

嘔吐

７ 蔵象 3 脾系統 胃の病証
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・胃熱 胃に内熱がこもっている状態

・原因：辛いもの・脂っこいものの過食、

他の臓腑から熱が伝変

・症状：胃脘部の灼熱痛・呑酸・嘈雑・

口臭・歯肉炎・便秘など

７ 蔵象 3 脾系統 胃の病証

・胃熱

❶ 胃火上炎：胃の内熱→陽明胃経上

胃熱＋口内炎・頭痛・咽頭痛

❷ 胃陰虚：陰虚・内熱・気逆の３つの病機
食少・乾嘔・舌質紅絳・舌苔無

７ 蔵象 3 脾系統 胃の病証

臨床のポイント！

－胃の病証

・胃は熱化しやすい

・熱のサインは黄 or 赤

－脾・胃の相互関係

・昇清：飲食物の清は脾により上昇
・降濁：残りの濁は胃により下降

・脾は陰に属し、喜燥悪湿

・胃は陽に属し、喜湿悪燥

・脾の陰液→胃の熱化を防ぐ
・胃の陽気→脾が冷えないように温める

７ 蔵象 3 脾系統 脾と胃の相互関係

胃

脾

喜湿悪燥

喜燥悪湿

降濁昇清 陰液
（冷）

陽気
（温）

清＝身体に必要な成分

濁＝身体に不要なもの腑：陽に属す

臓：陰に属す

・脾胃湿熱 湿熱→脾胃に影響

・中焦の気機停滞：上腹部の膨満感、嘔吐、
食欲不振

・湿熱鬱滞：口粘、口乾 実熱→口苦や尿黄

・運化失調：脾気虚→運化失調→食欲不振

・舌脈所見：舌苔膩、脈滑、舌苔黄、脈数

・ポイント：脾気虚・湿邪・熱邪

７ 蔵象 3 脾系統 脾・胃の病証



9

ちょっとまとめ！

－湿熱の舌脈所見について

・湿：膩苔、滑脈

・熱：舌質紅・舌苔黄、数脈

↓

・湿熱：舌質紅・苔黄膩、脈滑数

－本日の復習

・脾の病証名を３つ

・脾の病証のポイントは？

・胃の病証名を３つ

・胃の病証のポイントは？

蔵象 2 心系統6


