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【 TCM Seminar for Therapist 】
専⾨家レベルで学ぶセラピストのための実践東洋医学

NO.４

無断での複製・複写（コピー）転記禁⽌

実践東洋医学セミナー
前回の復習です

質問１
⾎の運⾏に

かかわる臓を４つ？

答え
⼼・肺・肝・脾

質問２
⾎虚のポイントを３つ

答え
   ❶脾の状態      
   ❷⾷欲
   ❸過労
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質問３
⾎瘀の症状を３つ

答え
   ❶刺痛      
   ❷暗紫⾊
   ❸⽣理痛

質問４
津液停滞の
症状を３つ

答え
 ❶からだの重だるさ      
 ❷多湿・降⾬で増悪
 ❸慢性化しやすい

〈 本⽇の内容〉

  Ⅱ 神 
    １） 神の概念
    ２） 神の⽣理
    ３） 神の病理

  Ⅲ ⼈体における陰陽 
    １） 陰陽の⽣理
    ２） 陰陽の病理

まずは、 

“神の概念”について
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 － 神ってなに？  

 ・広義：⽣命活動  
 ・狭義：精神・意識・思惟活動

神・⼈体における陰陽4

 － 広義の神

 ・⽣命活動 
 ・臓腑・⽣理物質・精神活動
      の外に現れたもの

神・⼈体における陰陽4

・・

 － 広義の神

 ・神気がある
  顔の⾊艶・⽬の輝きなど
   ⇩
  予後が良い

神・⼈体における陰陽4

・・
 － 狭義の神

 ・⼼の機能＝神志・⼼志
   ⇩
  臓腑、⽣理物質、精神活動
  の統率と制御

神・⼈体における陰陽4

・・

 － 狭義の神の機能

 ・五神＝精神活動
   魂・神・意・魄・志
 ・五志＝情動反応
   怒・喜・思・憂・恐

神・⼈体における陰陽4

・・  － 神の全体像

・広義＝⽣命活動の総称＝神気
   →臓腑、⽣理物質、精神活動の外への現れ

・狭義＝⼼の機能＝神志・⼼神
   →臓腑、⽣理物質、精神活動の統率と制御
  ・五神＝精神活動：魂・神・意・魄・志
  ・五志＝情動反応：怒・喜・思・憂・恐

神・⼈体における陰陽4
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   ポイント！
  ・神気の有無→予後の判定
   ・顔の⾊艶
   ・⽬の輝き
   ・動作

ここからは、 

“神の⽣理”について

“五神”について
 － 五神
 ・神
   ・⾝体活動、精神活動を統率・制御
   ・⾎によって滋養される
   ・⼼と密接な関係

神・⼈体における陰陽4

 － 五神
 ・魂
   ・評価、判断をする
   ・肝と密接な関係

神・⼈体における陰陽4

 － 五神
 ・魄
   ・感覚、運動、情志
   ・⾒る、聞く、嗅ぐ、感じる
   ・肺と密接な関係

神・⼈体における陰陽4
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 － 五神
 ・意
   ・思考・推測・注意⼒・記憶 
   ・脾と密接な関係

神・⼈体における陰陽4

 － 五神
 ・志
   ・記憶を維持、思考を経験と 
    して蓄積
   ・腎と密接な関係

神・⼈体における陰陽4

“五志・七情” 

について

 － 五志・七情
 ・怒
   ・怒るという情志
   ・気を上昇させる
   ・肝の機能失調による

神・⼈体における陰陽4

 － 五志・七情
 ・喜
   ・喜ぶという情志
   ・気を緩ませる
   ・⼼の機能失調による

神・⼈体における陰陽4

 － 五志・七情
 ・思
   ・思う、考えるという情志
   ・気を鬱結させる
   ・脾の機能失調による

神・⼈体における陰陽4
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 － 五志・七情
 ・憂
   ・憂える・⼼配する・不安になる
   ・気を鬱滞させる
   ・肺・脾・肝の機能失調による

神・⼈体における陰陽4

 － 五志・七情
 ・悲
   ・悲しむという情志
   ・気の消耗を起こす
   ・肺の機能失調による

神・⼈体における陰陽4

 － 五志・七情
 ・恐
   ・恐れるという情志
   ・気を下降させる
   ・腎の機能失調による

神・⼈体における陰陽4

 － 五志・七情
 ・驚
   ・驚くという情志
   ・気の乱れを起こす
   ・腎の機能失調による

神・⼈体における陰陽4

神
⼼

志
腎

意
脾

魂
肝

魄
肺

保存 
維持

思考 
推測 
記憶

思索 
評価 
判断 感覚 

運動 
情志

保存 
維持 怒・喜・思・憂・悲・恐・驚

－分析・対⽐・判断－調節→

五臓 肝 ⼼ 脾 肺 腎

五神 魂 神 意 魄 志

五志 怒 喜 思憂 悲 恐驚
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   ポイント！

  ・精神・感情とカラダの関係
   ・クライアントの性格
   ・出やすい感情
   ・いまの精神状態
      ⇩
    注意深く観察する！

 － 神と⽣理物質の関係  

  ・奇恒の腑の脳＝元神の府
  ・神の機能→脳と関係？
  ・気は神の形成に不可⽋
  ・⾎による脳の滋養
  ・精は髄を滋養し、脳を満たす

神・⼈体における陰陽4

39

 ☝ ︎ワンポイント解説 
 

奇恒の腑とは、 
五臓、六腑以外で重要な器官 

 
脳は奇恒の腑に属している 

 － 広義の神の病理

  ・神衰 神の失調→精神的に萎縮し、 
         反応が鈍く、⽣命⼒が減退 

  ・失神 神の機能が⾼度に失調、容貌 
         や⾊艶が衰え、精神活動が極 
         度に低下、意識も不鮮明

神・⼈体における陰陽4

 － 神の病理 神の病理  

 ・精神活動の統率・制御ができない 
   ・意識が混濁する
   ・発語・⾏動・情動に異常
   ・暴⼒的な衝動に駆られる
   ・⾏動の⼀貫性を失う
   ・ぼんやりする

神・⼈体における陰陽4

 － 神の病理 魂・魄の病理  

  ・魂の病理＝情志の異常
    ・イライラする・怒りっぽい 
    ・思い悩む・オドオド・ビクビク

  ・魄の病理＝感覚の異常
    ・視覚障害・⽿聾・味覚の鈍⿇
    ・⽪膚感覚の消失・幻覚・幻聴

神・⼈体における陰陽4
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 － 神の病理 意・志の病理  

  ・意の病理
    ・思考がまとまらない 
    ・順序⽴てて話ができない 

  ・志の病理
    ・健忘
    ・物事をやり遂げられない
    ・⽬的を持った⾏動が取れない

神・⼈体における陰陽4

 － 神の病理 五志（七情）の病理  

  ・情志の異常は気機の失調に伴って出現
  ・五⾏で対応する臓腑に限らず、その気 
    機が⽣じる病態に応じて精神症状が起
    こる

神・⼈体における陰陽4

七情 気機『素問』挙痛論 病証

怒 気が上る 気逆

喜 気が緩む ー

思 気が結ぼれる 気鬱

憂 ー 気滞

悲 気が消える 気虚

恐 気が⾏らず 気滞

驚 気が乱れる ー

“⼈体における陰陽” 
について

まずは 
“陰陽の⽣理” 

 － ⽣理物質の陰陽

 ・陰＝⾎・津液・精
    
 ・陽＝気

神・⼈体における陰陽4
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 － 陰陽の⽣理 陰の⽣理  

 ・陰＝⾎・津液・精
 ・働きは２つ
   ・陽を抑制（冷却・安静）＝寧静
   ・栄養と潤いを与える＝滋潤

神・⼈体における陰陽4

 － 陰陽の⽣理 陽の⽣理  

 ・陽＝気
 ・働きは２つ
   ・温める＝温煦
   ・陰液を推し進める＝推動

神・⼈体における陰陽4

“陰陽の病理” 

 － 前提条件  

  ・体内の陰陽と気候変化は相応する
  ・過⾷により飲⾷物の性質が⼈体の
   陰陽に影響する
  ・臓腑の機能失調は陰陽に影響する

神・⼈体における陰陽4

 － 陰の病理 陰虚（虚熱）  

  ・陰液の減少→陰の機能低下
   →陽の機能亢進→熱症状＝虚熱
  ・⾎虚・津液不⾜・精虚の症状を伴
   うことが多い
  ・熱症状が顕著＝陰虚⽕旺

神・⼈体における陰陽4

陽     陰    

陰陽の平衡＝健康

正常

熱と冷えを陰陽でみてみると･･･



10	

陽     陰    

陰の偏衰＝陰虚＝内熱

正常

盛

衰

55

熱と冷えを陰陽でみてみると･･･

 － 陰の病理 陰虚の症状  

  ・ほてり・のぼせ
  ・五⼼煩熱
  ・盗汗＝寝汗
  ・頬部紅潮
  ・消痩
  ・⾆質紅・⾆苔少

神・⼈体における陰陽4

57

 ☝ ︎ワンポイント解説 
 

五⼼煩熱とは、 
五⼼（両⼿掌、両⾜底、胸）が 
煩（ほてる感じ）がする症状 

58

 ☝ ︎ワンポイント解説 

⾆質紅とは 
  ⾆の⾊が⾚くなる→熱
⾆苔少とは苔が少ない→⽔不⾜ 

   ポイント！

  ・陰虚の特徴的な症状３つ

   ❶ 五⼼煩熱
   ❷ 盗汗
   ❸ 頬部紅潮

 － 陰の病理 陰盛（実寒）  

  ・からだが冷えた状態
    ・体外から冷え（寒邪）を感受
    ・冷やす性質の飲⾷物の過⾷
  ・冷えは陰に属する
  ・実証

神・⼈体における陰陽4
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陽     陰    

陰の偏盛＝寒

正常

盛

衰

61

熱と冷えを陰陽でみてみると･･･

 － 陰の病理 陰盛の症状  

  ・寒がり・四肢の冷え
  ・顔⾯蒼⽩
  ・疼痛
  ・下痢・⼩便清⻑

神・⼈体における陰陽4

63

 ☝ ︎ワンポイント解説 
 

⼩便清⻑とは、
清＝⾊が薄い 
⻑＝量が多い 

これは冷えのサイン 

 － 陽の病理 陽虚（虚寒）  

  ・陽とは、気の温煦作⽤
  ・気の減少→陽の機能低下
   →陰の機能亢進→冷え症状＝虚寒
  ・虚（気の不⾜）による
  ・症状は気虚症状＋冷え症状

神・⼈体における陰陽4

陽     陰    

陽の偏衰＝陽虚＝外寒

正常

盛

衰

65

熱と冷えを陰陽でみてみると･･･

 － 陰の病理 陽虚の症状  

 ・寒証症状：寒がり・四肢の冷え・     
       顔⾯蒼⽩・腹痛・下痢・
       ⼩便清⻑
 ・気虚症状：⾃汗、精神疲労・倦怠感・
       ⾷欲不振・息切れ

神・⼈体における陰陽4
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 － 陽の病理 陽盛（実熱）  

  ・からだが熱をもった状態
   ・暑い環境
   ・温める性質の飲⾷物の過⾷
  ・熱は陽に属する
  ・実証

神・⼈体における陰陽4

陽     陰    

陽の偏盛＝熱

正常

盛

衰

68

熱と冷えを陰陽でみてみると･･･

 － 陰の病理 陽盛の症状  

  ・⾝熱・顔⾯紅潮
  ・⼝渇・冷飲を好む
  ・煩躁(ﾊﾝｿｳ)・多⾔
  ・⼩便短⾚
  ・便秘
  ・⾆質紅・⾆苔⻩

神・⼈体における陰陽4

 ☝ ︎ワンポイント解説 

煩躁とは、不快な熱感があること 
⼩便短⾚とは、
短＝量が少ない、⾚＝⾊が濃い 
これは熱のサイン 

⾆苔⻩とは、熱の所⾒ 

 － 本⽇の復習  

  ・神気の有無の
     ポイントを３つ
  ・陰虚の症状の
     ポイントを３つ

神・⼈体における陰陽4


