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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.11

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

情志と関係が深い

臓を２つ

答え

肝と心

質問２

六腑の治療の
基本は？

答え

通降です
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質問３

肝系統の気機は

昇・降・出・入

のうちどれ？

答え

昇と出

〈 本日の内容〉

第３節 経絡

Ⅰ 経絡の概念

Ⅱ 経絡の機能

１）臓腑と身体各部および体表をつなぐ

Ⅲ 経絡の構成

１）経脈

２）絡脈

３）十二経筋

４）十二皮部

Ⅳ 経絡の病理

１）十二経脈の病証

２）是動病と所生病

第３節 経絡

Ⅰ 経絡の概念
Ⅱ 経絡の機能
１）臓腑と身体各部および体表をつなぐ

A.生理物質の通路
B.病邪が伝わり、病態を反映する通路
C.治療効果を発揮するための通路

Ⅲ 経絡の構成
１）経脈

A.十二経脈
（１）十二経脈の分布
（２）十二経脈は臓腑に連なる
（３）十二経脈の循行
（４）十二経脈の気血の量
（５）体表に経穴が分布している
（６）それぞれに特有の病証がある
B.十二経別
C.奇経八脈
（１）督脈 （２）任脈 （３）衝脈
（４）帯脈 （５）陰蹻脈・陽蹻脈
（６）陰維脈・陽維脈

２）絡脈
A.十五絡脈
B.浮絡・孫絡

３）十二経筋
A.十二経筋の循行と分布
B.十二経筋の作用

４）十二皮部
Ⅳ 経絡の病理
１）十二経脈の病証
２）是動病と所生病

まずは、

“経絡の概念と機能”

－経絡とは

・経と絡

経：真っ直ぐなたて糸
経脈は人体の上下の幹線

絡：糸でつなぐ
絡脈は経脈同志を横につなぐ

11 経絡経絡の概念
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－経絡の機能

・臓腑と身体各部
および体表をつなぐ

A.生理物質の通路

B.病邪が伝わり、病態を反映する

C.治療効果を発揮する

11 経絡経絡の機能

－経絡の機能

A.生理物質の通路

・営気、衛気、血、津液

・血脈・三焦をめぐる

・宗気、原気が推動

・血脈・三焦は経絡概念に内包

11 経絡経絡の機能

－経絡の機能

B.病邪が伝わり病態を反映

・病邪→表(体表) →経絡→裏(体内)

・痰湿や内熱なども同様に伝変・波及

・臓腑の機能失調→経絡→腧穴・各部

11 経絡経絡の機能

－経絡の機能

C.治療効果を発揮する

・鍼灸の刺激→経絡→臓腑など

・生薬の薬効→経絡→臓腑など

11 経絡経絡の機能

ちょっとまとめ！

経絡の機能は？
・生理物質の通路

・病邪が伝わる

・治療効果を発揮

ここからは、

“経絡の構成”
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－経絡の構成

・経脈と絡脈に大別

１）経脈

A.十二経脈 B.十二別絡 C.奇経八脈

２）絡脈

A.十五別絡 B.十二経筋 C.十二皮部

11 経絡経絡の構成

経絡

経脈

絡脈

正経十二脈

奇経八脈

大絡（別絡）＝十五別絡

浮絡

孫絡

体表
経筋

皮部

【経絡の構成】

－経絡の構成１）経脈

A.十二経脈
（１）十二経脈の分布
（２）十二経脈は臓腑に連なる
（３）十二経脈の循行
（４）十二経脈の気血の量
（５）体表に経穴が分布
（６）それぞれに特有の病証

11 経絡経絡の構成

（１）十二経脈の分布

・手三陰：胸部と上肢前面

・手三陽：頭部・顔面と上肢後面

・足三陽：頭部・顔面と下肢外側

・足三陰：胸腹部と下肢内側

11 経絡経絡の構成１）経脈 A.十二経脈

（２）臓腑に連なる

・陰経：臓に属し、腑に絡す

・陽経：腑に属し、臓に絡す

↓

・表裏関係にある臓腑と連絡

11 経絡経絡の構成１）経脈 A.十二経脈
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（３）十二経脈の循行

・手三陰経：胸腔内→手指の末端

・手三陽経：手指末端→頭顔面部

・足三陽経：頭顔面部→足趾の末端

・足三陰経：足趾末端→腹腔or胸腔

・中焦→手太陰肺経→十二経脈

→手太陰肺経に戻る

11 経絡経絡の構成１）経脈 A.十二経脈 十二経脈の走行と接属部

（４）十二経脈の気血の量

・十二経脈の気血の多少は表裏で対応

→相対的な平衡を保持

・太陽経：少気多血→少陰経：多気少血

・少陽経：多気少血→厥陰経：少気多血

・陽明経：多気多血→太陰経：多気少血

11 経絡経絡の構成１）経脈 A.十二経脈

（５）体表に経穴が分布

・経穴は、経気の集まるところ

・十二経脈、督・任脈：固有の経穴

・経穴は、経絡や関連する臓腑の反応

・診断点および治療点となる

11 経絡経絡の構成１）経脈 A.十二経脈

臨床の参考に！

切経という診断方法

・経脈を撮む・擦る

→感覚の異常のある部位

→反応点、診断点

（６）特有の病証

・循行する部位に応じて特有の病証

・関連する臓腑の機能失調による病証

・奇経八脈・十二経筋にも関連病証

・病証→経脈弁証

11 経絡経絡の構成１）経脈 A.十二経脈



6

覚えておいて！

弁証にはいろいろある
・各弁証法を使い分ける
・八綱弁証 ・気血津液弁証
・臓腑弁証 ・経絡弁証
・六経弁証 ・衛気営血弁証

B.十二経別 別行する正経

・重要な支脈

十二経脈→胸腹部・頭部

・循行に一定の規則性

四肢→体腔内→体表→頭項部

・表裏二経の結びつきを強める

・経脈と臓腑との連絡を強める

11 経絡経絡の構成１）経脈 B.十二経別

C.奇経八脈

・循行に規則性がない
臓腑との属絡関係や表裏関係がない

・ほとんどは十二経脈から分れ出る
性質や作用が類似する経絡を統率や調節

・十二経脈間を縦横に交錯して循行

・十二経脈の気・血を調整する機能

11 経絡経絡の構成１）経脈 C.奇経八脈

（１）督脈

・督脈は陽経の気血を調節する作用

→手足三陽経はすべて大椎で交会

・督脈は陽気を総督する

・腎・脳・脊髄・胞宮とも密接な関係

11 経絡経絡の構成１）経脈 C.奇経八脈

（２）任脈

・両側の陰経は任脈を通じて互いに関係

→足三陰経は、下腹部で任脈と交会

・任脈は陰経に対する調節作用

・任は胞胎を主る

→胞中より起こり月経、妊娠、出産を調節

11 経絡経絡の構成１）経脈 C.奇経八脈

（３）衝脈

・十二経の海

→十二経脈の気血を調節する作用

・血を豊富に貯えているため血海

・月経の調節に深く関与

→胞宮から起こる

11 経絡経絡の構成１）経脈 C.奇経八脈



7

（４）帯脈

・上下に走る各経脈を束ね調節する

季肋部より起こり、帯をしめるように腰部を

ひとまわり

11 経絡経絡の構成１）経脈 C.奇経八脈

（５）陽蹻脈・陰蹻脈

・下肢と体幹の両側の陰陽を調節

・下肢の内側と外側に分布している陰

経と陽経を協調する作用

11 経絡経絡の構成１）経脈 C.奇経八脈

（６）陽維脈・陰維脈

・陰経と陽経をそれぞれ連絡

・陽維脈は全身の表と密接な関係

・陰維脈は全身の裏と密接な関係

11 経絡経絡の構成１）経脈 C.奇経八脈

臨床の参考に！

奇経を使った治療とは？

・八脈交会穴
（陰維脈）内関－公孫（衝脈）
（陽維脈）外関－足臨泣（帯脈）
（陽蹻脈）申脈－後渓（督脈）
（陰蹻脈）照海－列欠（任脈）

経絡

経脈

絡脈

正経十二脈

奇経八脈

大絡（別絡）＝十五絡脈

浮絡

孫絡

体表
経筋

皮部

【経絡の構成】

－経絡の構成２）絡脈

絡脈
・経脈から分かれて走る支脈

・大きなもの＝大絡（別絡）＝十五絡脈

・細かく分かれたもの＝浮絡・孫絡

11 経絡経絡の構成２）絡脈
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A.十五絡脈

・十二正経、任・督脈の絡穴から＋脾の大絡

・表裏二経の間の連絡を強める

・任脈の絡脈→各陰経、督脈の絡脈→各陽経

・脾の大絡：足太陰脾経の大包→胸中

B．浮絡・孫絡

・浮絡：皮膚表面に浮いたように見えるもの

・孫絡：細かい絡脈

11 経絡経絡の構成２）絡脈

－経絡の構成３）十二経筋

十二経筋
・十二経脈およびそれに関係する絡脈中の気

血によって滋養される筋肉組織のこと

・全身の筋肉を十二経脈の分布部位に基づい

て、手足の三陰三陽に分けたもの

11 経絡経絡の構成３）十二経筋

A.十二経筋の循行と分布
・四肢末端→筋の豊富な所→大関節周囲
・足の三陽経筋：足→頄（頬）に結ぶ
・足の三陰経筋：足→陰器（生殖器）に結ぶ
・手の三陽経筋：手→角（側頭部）に結ぶ

・手の三陰経筋：手→賁（心下付近）に結ぶ

B.十二経筋の作用
・経筋は臓腑とは直接の属絡関係はない
・十二経筋の病証の多くは運動器系

11 経絡経絡の構成３）十二経筋

－膝痛の治療と経筋
（明治鍼灸大学教授 篠原昭二）

・足の陽明胃経の経筋

・「滎兪は外経を治し、合は内府を治す」
（『霊枢』邪気蔵府病形篇）

①群：患部を通る滎穴に皮内鍼

②群：同じツボに絆創膏のみのニセ鍼

③群：痛みと関連しない隣の経筋上の滎穴に皮内鍼

11 経絡

－膝痛の治療と経筋
（明治鍼灸大学教授 篠原昭二）

・足の陽明胃経の経筋

・「滎兪は外経を治し、合は内府を治す」
（『霊枢』邪気蔵府病形篇）

①群：患部を通る滎穴に皮内鍼

②群：同じツボに絆創膏のみのニセ鍼

③群：痛みと関連しない隣の経筋上の滎穴に皮内鍼

11 経絡

痛み：100→40
痛み：100→73
痛み：100→82

－経絡の構成４）十二皮部

十二皮部
・十二経絡が流注している体表面における

皮膚の支配領域

・手足の同名経→皮部の名称は同名＝六皮部

・経脈と絡脈を流れる気・血→滋養

・皮部上に現れる症候

→関係のある経絡と密接な関係

11 経絡経絡の構成４）十二皮部
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十二経脈の病証

・十二経脈の病証：十二経脈、関係する臓腑

の機能が失調することにより現れる証候

・属絡関係、十二経脈の病証の特徴

→病がどの臓腑・経絡にあるかを判断

・経脈の病証

①『霊枢』経脈篇の是動病・所生病

②十二経脈の病証

11 経絡経絡の病理１）十二経脈の病証

是動病・所生病
・是動病を気の病、所生病を血の病

（『難経』「二十二難」）

・是動病を本経の病、所生病を他経の病
（『難経』「経釈」）

・是動病は外因、所生病は内因による
（『霊枢集注』）

・是動病は経絡の病、所生病は臓腑の病
（『十四経発揮和語鈔』）

11 経絡経絡の病理２）是動病・所生病

是動病・所生病

・是動病は、主として経脈の機能失調

・所生病は、本経の経気が異常

↓

・是動病と所生病の病証は基本的には同一

・経脈の病理現象および経穴の主治作用の両

面から経絡の病証を述べたもの

11 経絡経絡の病理２）是動病・所生病

ここからは、

少し教科書を
離れた話を･･･

－経絡現象と経絡説

・鍼のひびき現象
刺針→特殊な感覚の伝達現象

・遠隔部位の症状が変化
経絡現象→ルール化＝経絡説

11 経絡

ー『経絡の研究』長濱善夫・丸山昌朗共著

（杏林書院、1950、初版1000部）

・1949年、千葉大学眼科学教室

・51歳、視力障害で入院。鍼を刺すと、痺れたような感覚が

経絡に沿って全身に伝播、そのルートをなぞることができる

・７歳のとき落雷で感電したのが原因か

・放散の道筋を色鉛筆でたどると、古典に記された経脈とほと

んど一致→経絡敏感人

・中国でも翻訳本が出版される

・衛生部の調査で約65000人中226人（1972）

・現在は「循経感覚伝達顕著者」

11 経絡
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－経絡説の成り立ち

・春秋時代以前（『史記』扁鵲伝）
血脈：血管のこと→経脈は存在しない

・戦国時代～前漢（『史記』倉公伝、『馬王堆医経』）
体表部を三陰三陽：経絡説の原型

臓腑とは結びつかず

・前漢～後漢（『素問』離合真邪論『霊枢』経水、五乱）

経絡系統：十二経脈が臓腑と関連

11 経絡

－『馬王堆漢墓医書』

・1973年：湖南省長沙市の馬王堆三号漢墓

・被葬者は、BC186年埋葬の長沙丞相の妻

・多数の医書が出土

～15種類の帛書・竹簡・木簡

・医経・経方・房中・神仙

医経では❶陰陽十一脈灸経

❷足臂十一脈灸経など

11 経絡

－『馬王堆漢墓医書』

陰陽十一脈灸経・足臂十一脈灸経

・十一脈は手の厥陰心包経を欠く

・十一脈灸経には臓腑の名前はない

・陰陽十一脈灸経では、

手の陽明大腸経→歯脈

手の太陽小腸経→肩脈

手の少陽三焦経→耳脈

11 経絡

そくひ

『
足
臂
十
一
脈
灸
經
』
（
『
中
国
針
灸
史
図
鑑
』
青
島
出
版
社
）
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－「経脈走行の三型式について」
（島田隆司、日本経絡学会誌第1巻第2号、1974）

①陽経は遠心性・陰経は求心性

→陰陽と出入の一致

②陰陽を問わず、全て指先から体幹へ

→五兪穴（五行穴）～井・滎・兪・経・合

③『霊枢』経脈篇

→十二経脈が連続し、六臓六腑と関連

11 経絡 『霊枢』経脈篇の記載内容

肺手太陰之脉．起于中焦．下絡大腸．還循胃口．上膈．屬肺．
從肺系横出腋下．下循臑内．行少陰心主之前．下肘中．循臂
内上骨下廉．入寸口．上魚．循魚際．出大指之端．

其支者．從腕後．直出次指内廉．出其端．

是動則病肺脹滿膨膨．而喘咳．缺盆中痛．甚則交兩手而瞀．
此爲臂厥．

是主肺所生病者．欬上氣喘渇．煩心胸滿．臑臂内前廉痛．厥．
掌中熱．

氣盛有餘．則肩背痛．風寒汗出中風．小便數而欠．

氣虚．則肩背痛寒．少氣不足以息．溺色變．

爲此諸病．盛則寫之．虚則補之．熱則疾之．寒則留之．陷下
則灸之．不盛不虚．以經取之．

盛者．寸口大三倍于人迎．虚者．則寸口反小于人迎也．

『霊枢』経脈篇の記載内容

肺手太陰之脉．起于中焦．下絡大腸．還循胃口．上膈．屬肺．
從肺系横出腋下．下循臑内．行少陰心主之前．下肘中．循臂
内上骨下廉．入寸口．上魚．循魚際．出大指之端．

其支者．從腕後．直出次指内廉．出其端．

是動則病肺脹滿膨膨．而喘咳．缺盆中痛．甚則交兩手而瞀．
此爲臂厥．

是主肺所生病者．欬上氣喘渇．煩心胸滿．臑臂内前廉痛．厥．
掌中熱．

氣盛有餘．則肩背痛．風寒汗出中風．小便數而欠．

氣虚．則肩背痛寒．少氣不足以息．溺色變．

爲此諸病．盛則寫之．虚則補之．熱則疾之．寒則留之．陷下
則灸之．不盛不虚．以經取之．

盛者．寸口大三倍于人迎．虚者．則寸口反小于人迎也．

流注

病証

治療原則

脈象

－『霊枢』経脈篇の記載内容

①各経脈の流注

②病証：是動病・所生病・気の有余不足

③治療原則

「盛則寫之、虚則補之、熱則疾之、寒則留之、

陷下則灸之、不盛不虚以経取之。」

④脈象：人迎脈口診

11 経絡

－本日の復習

・経絡の機能を３つ

・陽明経の気血の量は？

・任脈はなにを主る？

経絡11


