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東洋医学の学び方

やりなおし鍼灸治療学セミナー

－第１回オフ会－

講義資料

2016.10.17

講師：島田 力

〈 本日の内容〉

東洋医学の学び方

１．なぜ、東洋医学か？

２．すべて東洋医学で考える

３．学んだことを試す

４．治療に反映させる

５．自分の型をつくる

●メリット

－❶からだにやさしい？

・からだにやさしい＝効きが悪い？

・治療効果がすぐには出ない？

・慢性疾患に効果がある？

・体質を改善する？

・やさしい刺激でも治る？

なぜ、東洋医学か？1

●慢性疾患（資料）

・慢性疾患とは、徐々に発病し、治癒にも長期間
を要する疾患の総称。
心臓病・関節リウマチ・結核・糖尿病などの類。

（大辞林/三省堂）

・慢性病
症候が急激でなく、長期間の経過を有する疾患
の総称。

（広辞苑/岩波書店）

・慢性疾患は生活習慣病とほぼ同義？

糖尿病 1.2兆

脳血管疾患1.8兆

虚血性心疾患 0.7兆

悪性新生物, 3.4兆

高血圧性疾患, 1.9兆

その他, 20.2兆

医療費に占める生活習慣病

単位：円

国民医療費は40兆円
医科診療医療費29.2兆円

生活習慣病は約30.8％
（2014年）

平成26年度国民医療費 厚生労働省

悪性新生物, 28.7％

心疾患, 15.2％

脳血管疾患, 8.7％
糖尿病, 1.3％

高血圧性疾患, 0.5％

その他, 49%

生活習慣病の死亡数に占める割合

生活習慣病の死亡数に占める割合

54.4％
（2015年）

平成27年人口動態統計厚生労働省
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●メリット

－❷自然治癒力

・“自然治癒力”で治っている･･･？

・“自然治癒力”って東洋医学の専売特許？

・ヒポクラテス医学

・そもそもほとんどが自然治癒？

・では、現代医学は本当に治しているのか？

・プラセボについて

・「様子をみましょう！」の意味

なぜ、東洋医学か？1 ・「真の医術とは、個々の患者に内部からの自然治癒力
を最もうまく生じさせる治療法を選択し提示する、治
療家の能力のことである」 （『人はなぜ治るのか』ｱﾝﾄﾞﾙｰ･ﾜｲﾙ）

・中国伝統医学と自然治癒力の関係（日本鍼灸へのまなざし/松田博公）

「病ありて治せず、常に中医を得る」（『漢書』芸文志・経方）

「病を本とし、工を標となす」（『素問』湯液醪醴論）

－病者を本とし、医工を標となす（馬蒔注）

・ヒポクラテス医学：
「疾病の治癒は、生体に備わっている自然の力が最も大き
な役割を果たす」

・日本医学の自然治癒力
・自然作用力（テンネンノハタラキ）（『病家須知』）

・邪正一如：多賀法印流奥義書
→邪正は本来同じで、邪気は正気に転化しうる

●プラセボについて

ヒトの体には、とても不思議な一面があります。乳糖やで
んぷんなど、くすりとしての効き目のないもので錠剤やカ
プセル剤をつくり、頭痛の患者に本物のくすりとして服用
してもらう実験をすると、半数くらいの人が治ってしまう
こともあります。くすり（に似たもの）を飲んだという安
心感が、体にひそむ自然治癒力を引き出すのかもしれませ
ん。

これを「プラセボ効果」といいます。プラセボは、一般に
偽薬（ぎやく）と訳されていますが、くすりに似せた気安
めのものといってもいいでしょう。

（武田薬品工業株式会社HP http://www.takeda.co.jp/ct/placebo.html）

－上医は9割治す？

「上工十全九、中工十全八、下工十全六」

経言、知一為下工、知二為中工、知三為上工。

上工者十全九、中工者十全八、下工者十全六、

此之謂也。

（『難経』十三難）

全猶愈也。以失四為下者、五則半矣、或不治自愈

（『周礼注疏巻第五 鄭氏注』）

なぜ、東洋医学か？1

●メリット

－❸副作用がない

・治療効果があれば副作用もあるはずでは？

・主作用に対して副作用

・「小柴胡湯」事件

・副作用ではなくて、誤治？

・薬は飲まないに越したことはない！

→それは漢方薬も同じ

なぜ、東洋医学か？1
漢方薬副作用で死者10人

慢性肝炎治療に使われた「小柴胡湯」

88人が間質性肺炎

94
年
以
降

・1992年「小柴胡湯が慢性肝炎での肝機能障害を改善す

る」と証明され、慢性肝炎・肝機能障害に広く用いられた

・小柴胡湯の使用者は100万人にも及んだ

・当時の漢方薬の売上の3割近くを占めていた

・小柴胡湯によって起こる重篤な副作用は「間質性肺炎」

・小柴胡湯により間質性肺炎を発症する頻度は10万人に4人
・ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝが間質性肺炎を発症するのは10万人に182人

1996/3/2 朝日新聞
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小柴胡湯

・『傷寒論』では熱性疾患の経過を太陽病、少陽病、

陽明病、太陰病、少陰病、厥陰病の６つに分類

・このうち少陽病、つまり半表半裏証の方剤

・「少陽の病たる、口苦く、 咽乾き、目眩くなり」

・生薬：柴胡、黄芩、半夏、生姜、大棗、人参、甘草

柴胡、黄苓は胸脇苦満を和らげ、半夏、生姜は胃を温めて吐き気を抑

え、人参、大棗、甘草は体力を増進し、胃腸の働きを助ける作用。

・急性熱性疾患、肺炎、気管支炎、感冒、慢性胃腸

障害、慢性肝炎における肝機能障害の改善など幅

広い疾患に対して保険適応

●メリット

－❹「未病を治す」ということ

・本当に未病を治しているか？

・未病≠予防医学

・本来の「治未病」の意味

・厚生省の記述

なぜ、東洋医学か？1

治未病

経言．上工治未病．中工治已病者．何謂也．

然．所謂治未病者．見肝之病．則知肝当伝之

與脾．故先実其脾気．無令得受肝之邪．故曰

治未病焉．

中工治已病者．見肝之病．不暁相伝．但一心

治肝．故曰治已病也．
（『難経』七十七難）

経に言う、上工は未病を治し、中工は已病を治すと

は何の謂いぞや？

然り、いわゆる未病を治す者は、肝の病が見わるる

に、則ち肝は当にこれを脾に伝うることを知る。

故に先ずその脾気を実せしめ、得て肝の邪を受けし

むることなからしむるなり。

故に未病を治すと曰う。

中工は已病を治すとは、肝の病が見わるるに、相い

伝うることを暁かにせず、但だ一心に肝を治す。

故に已病を治すというなり。

未病とは字句のままでは単に「未だ病まない」ことである
が、その背景には西洋医学の二元的健康観とは異なる東洋
医学の一元的健康観がある。すなわち、健康と疾病の状態
を二律背反ととらえる（疾病でなければ健康、健康でなけ
れば疾病）のではなく、健康の程度には高い状態から低い
状態まであって、それが低下すると疾病の状態に至るとい
う連続的な見方をするものである。
未病という言葉自体は、最も古い漢方医学の古典『黄帝

内経 素問』や鍼灸等の古典『難経』などに見られる。特に
有名な例として、『難経』七十七難にある「上工は未病を
治し、中工は已病を治す」が挙げられる。
この未病の考え方によれば、病気の発症をその予兆に

よって知り予防するとともに、いったん発病した場合で
あっても重篤にならないよう早期・適切に処置することが
肝要であり、これによって疾病の他の臓器への拡散・転移
および疾病の悪循環の防止が期待できるとされる。

（『厚生白書』1997年版）

●メリット

－❺触れることの大切さ

・前提 ❶病と健康の連続性の認識

❷数値化できないこと

❸感覚（第6感も含めた）の大切さ

・人が人を治す意味

・触れられることの安心感

・触れるからこそわかること

なぜ、東洋医学か？1
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●デメリット

－❶非科学的？

・科学的ということの意味

・現代医学はほんとうに科学か？

・EBM（Evidence Based Medicine）

という名のマニュアルの弊害

なぜ、東洋医学か？1

科学とはどういう意味か？

・科学とは「誰でも再現できるもの」

・科学というのは「方法」である→結果ではない

・データ（情報）とメソッド(方法)

・この「誰にでもできる」というステップを踏む

システムこそが「科学的」という意味

・「大勢が同じことを主張しているから正しい」

ということはない

・科学によって予測が可能になる

→では天気予報すらも当たらないのはなぜか？

（「科学的とはどういう意味か」森博嗣）

●資料
・客観的：特定の個人的主観の考え方や評価から独立で、普遍性をもつことにつ
いていう語。（広辞苑）
・普遍性：❶すべてのものに通ずる性質。❷すべての場合にあてはまる可能性。
一般性。（広辞苑）

・EBMとは、「良心的に、明確に、分別を持って、最新最良の医学知見を用い
る」("conscientious, explicit, and judicious use of current best evidence") 
医療のあり方をさす。エビデンスに基づく医療とも呼ぶ。語学的には英語では
EvidenceはTheoryと対比されている。日本語では証拠も理論も根拠になりうる
ので根拠に基づく医療と訳すと英語の意味から遊離してしまう。証拠に基づく医
療と訳すべきである。
治療効果・副作用・予後の臨床結果に基づき医療を行うというもので、専門誌や
学会で公表された過去の臨床結果や論文などを広く検索し、時には新たに臨床研
究を行うことにより、なるべく客観的な疫学的観察や統計学による治療結果の比
較に根拠を求めながら、患者とも共に方針を決めることを心がける。
・医療者の中には「良い臨床研究を見つけて医療をマニュアル化することがEBM
である」との誤解が広まった時期がある
・治療法Aがもっとも長生きするとしても、患者は副作用の少ない治療法Bを希望
しているかもしれない。このように、評価した研究の目的と、患者の望む目的が
同一かどうかを検討しなければならない。

（Wikipedia）

●デメリット

－❷古い

・伝統医学なんだから当然、古い！

・西洋医学も伝統医学である？

・古いことは果たして悪いことか？

・では、古いままやっているのか？

・歴史が物語るエビデンス

なぜ、東洋医学か？1

●デメリット

－❸効かない？

・現代医学は万能か？

・東洋医学はなぜ効くのか？

→効果の機序が西洋医学的に証明されていない

・効く、効かないは患者が決める？

・治りたくない患者

－❹保険適応について

なぜ、東洋医学か？1

●アンチ西洋医学？

－こんな考え方をしてみたら？

・良いところを合わせるべきか？

→補完は可能か？

・西洋医学の得意分野は？
・外科手術 ・感染症

・不得意分野は？
・内科 ・精神科

なぜ、東洋医学か？1
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●東洋医学にどっぷり漬かる

－❶「バストアップ」

・普通はブラジャー、筋トレ、マッサージ、

女性ホルモンなどと考える

・これを東洋医学で考えると･･･

→下垂を主る臓は？

→老化に関わる臓は？

・常に置き換えて考えてみることが必要

すべて東洋医学で考える2

●東洋医学にどっぷり漬かる

－❷季節とその過ごし方

・例）秋の過ごし方

・早寝早起がよい

・気の向きは内に向かう

・肺を清らかにすることが大切

・心を安寧に保つ

・“憂”と“悲”を感じやすい

すべて東洋医学で考える2

秋三月．これを容平という。
天気は急を以てし、地気は明を以てす。
早く臥し早く起き、雞と倶に興く。
志をして安寧ならしめ、以て秋刑を緩やかにす。
神気を収斂し、秋気をして平ならしめ、其の志を外にすることなく、肺気を
して清ならしむ。
此れ秋気の応、養収の道なり。
これに逆らえば則ち肺を傷り、冬に飡泄（ｿﾝｾﾂ）となり、蔵に奉ずる者少な
し。

秋の３ヶ月は、容器の中に収穫物がいっぱいに盛り上がって受けとめられて
いる、そういう季節である。
天の気はキリリとして清冽で、地の気ははっきりと明確である。
この時期は早寝早起きすべきで、鶏と一緒に起きなさい。
心を安寧にし、秋の粛殺の気を緩和させ、神気を収斂させて、秋の季節に適
応するような気持ちを持ちなさい。
心を外に向けないようにし、肺気を清浄に保つようにしなければならない。
これが秋に適応して収を養う道理である。これに反すると肺が損傷され、冬
に下痢をするようになり、冬の季節特徴である「蔵」という機能がうまく働
かなくなる。）

『素問』第二篇「四気調神大論」

●東洋医学にどっぷり漬かる

－❸陰陽、五行、経脈、気･･･

・痛みの部位は･･･

❶陰陽どちら側？

❷何経の流注上？

❸痛みの性質は？

❹ツボでいうとなに穴？

❺局所の反応の虚実は？

すべて東洋医学で考える2

●『論語』に学ぶ

－『生きるための論語』（安富歩）

・学而時習之、不亦説乎、有朋自遠方来、

不亦楽乎。

・安富 歩氏の解釈

・「かなり長い時間をかけて、“学習”という

概念をもとに『論語』を読むべきだと気づ

いた」と言っている。

学んだことを試す３

●『論語』に学ぶ

－学而第一

学而時習之、不亦説乎、

有朋自遠方来、不亦楽乎。

子の曰（ﾉﾀﾏﾜ）わく、学びて時にこれを習う、

亦(ﾏ)た説(ﾖﾛｺ)ばしからずや。

朋(ﾄﾓ)あり、遠方より来たる、亦た楽しからずや。

学んだことを試す３
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●『論語』に学ぶ

－為政第二

学而不思則罔、思而不学則殆。

子曰く、学んで思わざれば則ち罔(ｸﾗ)し、
思いて学ばざれば則ち殆(ｱﾔｳ)し

（先生は言われた。学んで考えなければ、とらわれ
てしまう。考えるばかりで学ばなければ、あやう
い。）

学んだことを試す３

●『論語』に学ぶ

－陽貨第十七

性相近也、習相遠也。

性は相近く、習は相遠し。

（人間は生まれつきとしてはお互いに違うものでは
ないが、育った環境や経験などで身につくものに
よって、お互いに離れていく）

学んだことを試す３

●試行錯誤する→身につく＝習

－自分で試す

・家族で試す

・友人で試す

・患者で試す

－Try and Error

・試して失敗しても、それをフィードバック

学んだことを試す３

●再現性を確保する＝科学的

－再現性を確保するためにすべきこと

例）脈診

・同じ人の脈を見続ける

・指を置く位置を毎回同じにする

・そのときの体調などを記録する

・診た脈を記録する

・両者を比較する

・脈から体調を予測する

治療に反映させる４

●「守破離」ということ

－守
❶「なぜ、東洋医学か」を意識する

❷すべて東洋医学で考える

❸学んだことを試す

❹治療に反映するして身につける

－破
❺自分の型をつくる

自分の型をつくる５

●「伝統医学」＝「伝承医学」

－鍼灸を伝えるべき人

「語徐而安静、手巧而心審諦者、可使行鍼艾、理

血気而調諸逆順、察陰陽而兼諸方。」

（語徐やかにして安静、手巧にして心の審諦なる

者は、鍼艾を行い、血気を理めて諸逆順を調え、

陰陽を察てこれを諸方に兼ねしむべし。）

『霊枢』官能篇第七十三

伝承にかかわる責任６
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なぜ、東洋医学か？→自分にキッカケ1

すべて東洋医学で考える→繰り返す2

学んだことを試す→試行錯誤する３

治療に反映させる→再現性を確保する４

自分の型をつくる５

伝承にかかわる責任６

東洋医学の学び方 －まとめ

守

破

離


