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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.６

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
肝の病証の

ポイントを３つ？

答え
 ・気鬱・気滞・気逆
 ・熱化しやすい
 ・⾎の病証

質問２
肝の病証名を５つ

答え
・肝鬱気滞 ・肝⽕上炎 
・肝⾎虚  ・肝陰虚 
・肝陽上亢 
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〈 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
   ２）⼼（⼼系統）

蔵象 

Ⅱ.五臓とその機能に関連した領域 

 ２）⼼（⼼系統） 

  A.⼼とその関連領域（⼼系統）の⽣理と病理 

  B.⼼の⽣理と病理 

  （１）⽣理作⽤ 

  （２）⽣理特性 

  （３）関連領域 

  （４）⼼と⾃然 

  C.⼼の病証 

  （１）⼼気虚 

  （２）⼼⾎虚 

  （３）⼼陰虚 

  （４）⼼陽虚 

  （５）⼼⽕亢盛 

  （６）⼼⾎阻滞 

  Ｄ⼩腸の⽣理と病理
  （１）⽣理作⽤ 

  Ｅ.⼩腸の病証 

  （１）⼩腸実熱 

  Ｆ.⼼と⼩腸の相互関係 

  Ｇ.⼼と関連のある奇恒の腑 

  （１）脈 

  （２）脳 

⼼系統 
⼼の⽣理：❶主⾎ ❷神志を主る
⽣理特性：❶陽気を主る ❷臓腑を統括
関連領域：⾆・汗・⾎脈・⾯⾊・神・ 
     喜・苦
⼩腸の⽣理：受盛と化物 清濁の泌別

まずは、 

“⼼の⽣理”

 －⼼の⽣理

 ・主⾎ ⾎を送りだす機能
 病理）⽣理物質の不⾜・熱が原因
  ・⾎の拍出・循⾏に影響
  ・⼼悸・不整脈などの症状

6 蔵象 2  ⼼系統  ⼼の⽣理・病理

  ⽤語解説

 “⼼悸”
 とは、動悸のこと。
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 －⼼の⽣理

 ・神志を主る
 ❶⽣命活動を維持する
   ⽣理）臓腑の機能（⼼拍・呼吸・排泄など）、 
      ⾏動、⾔語、感覚など全ての⽣命活動
   病理）⼼拍や呼吸などの機能が失調

6 蔵象 2  ⼼系統  ⼼の⽣理・病理

 －⼼の⽣理

 ・神志を主る
 ❷精神活動を主宰する
   ⽣理）精神・意識・思惟活動を主宰する機能   
   病理）不眠や健忘などの症状

6 蔵象 2  ⼼系統  ⼼の⽣理・病理

⼼系統 
⼼の⽣理：❶主⾎ ❷神志を主る
⽣理特性：❶陽気を主る ❷臓腑を統括
関連領域：⾆・汗・⾎脈・⾯⾊・神・ 
     喜・苦
⼩腸の⽣理：受盛と化物 清濁の泌別

 －⼼の⽣理特性

 ・全⾝の陽気を主る
 ・⽣理）⼼の陽気は、全⾝を温煦
     熱化しやすい
 ・病理）熱化→主⾎・神志に異常 
     ⼼悸・⼼煩・不眠などの症状

6 蔵象 2  ⼼系統  ⼼の⽣理・病理

ちょっと 説明！
    ⼼と腎の関係は？ 
・⼼は五⾏の⽕＝陽＝熱の代表 
・腎は五⾏の⽔＝陰＝寒の代表 
互いに制約し合って平衡を保つ

 －⼼の⽣理特性

 ・臓腑を統括する
 ・⽣理）⾎による滋養・神志の調節
     →臓腑の⽣理活動
 ・病理）虚労・睡眠障害・精神障害 

6 蔵象 2  ⼼系統  ⼼の⽣理・病理
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⼼系統 
⼼の⽣理：❶主⾎ ❷神志
⽣理特性：❶陽気を主る ❷臓腑を統括
関連領域：⾆・汗・⾎脈・⾯⾊・神・ 
     喜・苦
⼩腸の⽣理：受盛と化物 清濁の泌別

 －⼼の関連領域

 ・⾆と⾯⾊
 ・⽣理：⾆・顔の⾊艶＝⾎の充⾜度
     ⼼神の機能→⾆の味覚・発語
 ・病理：顔⾯蒼⽩・顔⾯紅潮・⾆質淡・
     ⾆尖紅、⾆の強ばり・構⾳障害

6 蔵象 2  ⼼系統  ⼼の⽣理・病理

 －⼼の関連領域

 ・汗
  ・⽣理：脈外の津液→腠理から外泄
        ⾎と汗は密接な関係
        ⼼の状態→汗の異常
  ・病理：⼼気の虚損→衛気⤵︎→⾃汗
        ⼼の熱の亢進→多汗
        ⼼陰虚→盗汗

6 蔵象 2  ⼼系統  ⼼の⽣理・病理

    ポイント！
 ・⾃汗→気虚
   暑さ・運動なしでジワリとかく汗

 ・盗汗→陰虚
   夜、就寝中にかく寝汗

覚えているかな？

 陰虚とは？ 
・陰とは陰液つまり体内の液体 
・⽔は冷たい→冷やす 
・⽔の不⾜→冷やす⼒⤵︎→虚熱

 －⼼の関連領域

 ・⾎脈
  ・⽣理：⾎脈＝⾎の通り道≒⾎管

  ・病理：⼼の機能低下→⾎を送りだせない
        不整脈が起こりやすい

6 蔵象 2  ⼼系統  ⼼の⽣理・病理
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 －⼼の関連領域

 ・神
  ・⽣理：⽣理活動・精神活動を統率・制御 
      →外部からの精神的な刺激を処理
      →正常な精神活動を保持
  ・病理：⼼の虚損→五臓を統率できない
        狂躁、精神異常、強い倦怠感など
      臓腑の機能失調に伴う様々な症状

6 蔵象 2  ⼼系統  ⼼の⽣理・病理

 －⼼の関連領域

 ・喜
  ・⽣理：喜びは気機を適度に緩ませる 
      →⾎を送りだすのに有利

  ・病理：過剰に喜ぶ→気機が緩みすぎる
      →⼼が⾎を押し出せなくなる
      →⼼悸や不整脈などが起こる

6 蔵象 2  ⼼系統  ⼼の⽣理・病理

 －⼼の関連領域

 ・苦
  ・⽣理：熱を取り、降下させる作⽤ 
      →過剰な熱を取り除く
      →上炎を抑える

  ・病理：過度に摂取→陽気を損なう
      →⼼の⽣理作⽤に影響を及ぼす

6 蔵象 2  ⼼系統  ⼼の⽣理・病理

 －⼼の関連領域

 ・⼼と⾃然
  ・全⾝の陽気の根本  
  ・季節は夏に相応
  ・暑や熱などの影響
   →機能が失調を起こしやすい

6 蔵象 2  ⼼系統  ⼼の⽣理・病理

ここからは、 

“⼼の病証”について

    最初にポイント！

  ⼼の病証のポイント
 ・⾎脈の運⾏
  →⼼悸・⼼煩・胸悶
 ・⼼神の問題→不眠
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ちょっと まとめ！
    ⼼系統でよくみる症状 

・⼼悸：⼼臓がドキドキする動悸のこと 
・⼼煩：胸苦しさのこと。多くは内熱。 
・胸悶：胸中がさわがしいこと。 
     気がむすぼれること。

⼼

⼩
腸

気虚

陽虚

⾎虚

陰虚

実熱

実熱

⼼気虚

⼼陽虚

⼼⾎虚

⼼陰虚

⼼⽕亢盛

⼩腸実熱

⼼・⼩腸の基本病証

⾎瘀 ⼼⾎瘀阻

 ・⼼気虚 全⾝性の気虚症状

 ・主⾎が失調
  ・⾎が送りだせない→⼼悸  
 ・気が不⾜：宗気機能減退→胸悶・息切れ
       強い気虚症状→倦怠感・⾃汗
 ・⾆所⾒：顔⾯蒼⽩・⾆質淡
 ・ポイント：⼼悸、気虚症状

蔵象 2  ⼼系統  ⼼の病証
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 気虚 の症状

● 気が不⾜している状態
 ・原因：つくれない or 消耗
 ・症状：倦怠感・無⼒感、眩暈、
     息切れ・懶⾔、⾃汗

覚えているかな？

 ・⼼⾎虚 ⾎の不⾜→全⾝的

    ・⼼⾎が不⾜
  ・送り出す⾎が不⾜→⼼悸
  ・⼼神の滋養ができない→不眠  
 ・⾎が不⾜：頭部→眩量・健忘
 ・⾆所⾒：顔、⾆、唇、眼瞼結膜が淡⽩
 ・ポイント：⼼悸・不眠＋⾎虚症状

  

6 蔵象 2  ⼼系統  ⼼の病証

 － ⾎虚の症状

  ・頭部の⾎の不⾜：眩暈・顔⾯蒼⽩
  ・⼼⾎の不⾜：動悸・不眠・健忘

  ・肝⾎の不⾜：しびれ・痙攣・⽬のかすみ・
         視⼒減退・⽖の変形
  ・⼥⼦胞：経⾊淡⽩・経少・⽉経痛  

覚えているかな？
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 ・⼼陰虚 陰液不⾜→機能低下＆虚熱

 ・主⾎が失調→⼼悸・征忡
 ・神志に影響→不眠・多夢
 ・虚熱→五⼼煩熱・潮熱・頬部紅潮
 ・⾆所⾒：⾆尖紅
 ・ポイント：⼼悸・不眠＋陰虚症状

  

6 蔵象 2  ⼼系統  ⼼の病証

 － 陰虚の症状  
  ・ほてり・のぼせ
  ・五⼼煩熱
  ・盗汗
  ・頬部紅潮
  ・消痩
  ・⾆質紅・⾆苔少

覚えているかな？

⾆根は腎
⾆中は脾・胃

⾆根

⾆中

⾆尖

⾆
辺

⾆
辺

⾆辺は肝・胆 ⾆尖は⼼・肺

⾆の診たか ❶ 
－部位と臓腑の関係－    ⾆診について

 ・⾆診で診るのは･･･
  ❶⾆質
  ❷⾆苔の⾊と厚さ
  ❸⾆裏静脈の怒脹

 ・⼼陽虚 温煦作⽤が低下→虚寒

 ・主⾎が失調→⾎を推動できず→⼼悸
 ・気が不⾜：宗気不⾜→息切れ・懶⾔
         衛気不⾜→⾃汗・倦怠感
 ・陽が不⾜→寒がり・四肢の冷え
 ・⾆所⾒：⾆質淡・胖⼤⾆
 ・ポイント：⼼悸・不眠＋気虚・陽虚症状

  

6 蔵象 2  ⼼系統  ⼼の病証

⽼：きめが粗く硬くしまった感じ→実証 

嫩：きめが細かく腫れて軟らかい→虚証

胖⼤：⾆体が⼝の幅よりも⼤きく広がり、 
     厚みがあるもの→陽虚や痰湿

痩薄：痩せて⼩さく薄い→気⾎不⾜や陰虚

⾆の診たか ❷ 
－⾆の形－ 
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 ・⼼⽕亢盛 ⼼⽕が亢進

 ・主⾎が失調：実熱→⼼悸・征忡
 ・神志に影響：不眠（⼊眠困難）
 ・実熱：顔⾯紅潮・⼝渇・暑がり・⼩便短⾚
 ・⾆所⾒：⾆尖紅絳
 ・ポイント：⼼悸・強い不眠＋実熱症状

  

6 蔵象 2  ⼼系統  ⼼の病証

 ・⼼⾎瘀阻 陽気不⾜・痰湿→瘀⾎

 ・主⾎が失調：瘀⾎・痰湿→⼼悸・前胸部痛
  ・⾎瘀：刺痛・固定痛
  ・痰湿：多痰・⾆苔厚膩
 ・⾆所⾒：⾆質紫暗・瘀斑
 ・ポイント：⼼悸・前胸部痛＋⾎瘀症状

  

6 蔵象 2  ⼼系統  ⼼の病証
 しん  けつ  お  そ

ここからは、 

“⼩腸”について

 －⼩腸の⽣理

   ❶ 受盛と化物
   ❷ 清濁の泌別

蔵象 2  ⼼系統  ⼩腸の⽣理・病理6

 －⼩腸の⽣理

 ❶ 受盛と化物
   ⽣理）⽔穀を受け⼊れる＝受盛
      脾と共同で消化・吸収＝化物
   病理）脾胃虚弱・⽣冷過⾷
      →津液停滞、消化・代謝の失調

6 蔵象 2  ⼼系統  ⼩腸の⽣理・病理

・・

 －⼩腸の⽣理

 ❷ 清濁の泌別
   ⽣理）⽔穀→精微（清）・糟粕（濁）
      粘稠な⽔液を吸収
   病理）陽虚→清濁を不別→泄瀉・腹痛
      ⼼熱→⼩便短⾚・⼩便混濁

6 蔵象 2  ⼼系統  ⼩腸の⽣理・病理
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 ・⼩腸実熱 熱邪が⼩腸に停溜

 ・実熱：⼩便短⾚・尿道の灼熱痛
 ・⼼⽕が内盛：⼼煩・⾆瘡・⼝渇
 ・⾆脈所⾒：⾆質紅、⾆苔⻩、脈数有⼒
 ・ポイント：⼩便短⾚・⼼⽕亢盛の症状

6 蔵象 2  ⼼系統  ⼩腸の病証

苔⾊：⾆苔の⾊ 
     ⽩〜薄⽩は正常、厚⽩は寒証 
     ⻩〜熱証    

苔質：⾆苔の性質 
     薄・厚〜厚苔は裏証・痰湿・⾷滞 
     少〜少苔は陰虚 
     膩・腐〜痰湿・⾷滞 

⾆の診たか ❸ 
－⾆苔－ 
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 －⼼と関連のある奇恒の腑

 ・脈
  ・⾎脈といわれ、⽣理物質が運⾏する通路
  ・全⾝に分布して臓腑と直接連絡
  ・脈診→臓腑の機能失調、病態を推察可能

蔵象 2  ⼼系統  ⼼と関係のある奇恒の腑6

 －脈

 ・気⾎を運⾏する
  ⽣理）
  ・気⾎を運搬→組織・器官を滋養
  ・⾎：⼼が送り出す→肺・肝により推動
  病理）
  ・痰湿・瘀⾎→気⾎停滞→滋養できない

6 蔵象 2  ⼼系統  ⼼と関係のある奇恒の腑

 －⼼と関連のある奇恒の腑

 ・脳
   ・元神の府・髄海とも呼ばれる
   ・⼼・腎と密接な関係がある
   ・⽣命活動を主宰
   ・精神活動を主る
   ・感覚と運動を主る

6 蔵象 2  ⼼系統  ⼼と関係のある奇恒の腑

 －脳

 ・⽣命活動を主宰
  ⽣理）
  ・⼼拍・呼吸・排泄
  ・⼼の「神志を主る」に含まれる
  病理）
  ・臓腑の機能に影響→様々な症状

6 蔵象 2  ⼼系統  ⼼と関係のある奇恒の腑
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 －脳

 ・精神活動を主る
  ⽣理）
  ・精神・意識・思惟活動は脳の働き
  ・⽣理物質の滋養→精神活動が安定
  病理）
  ・内熱・瘀⾎・痰湿→精神活動に影響
   →健忘・情志の失調・意識障害

6 蔵象 2  ⼼系統  ⼼と関係のある奇恒の腑

 －脳

 ・感覚と運動を主る
  ⽣理）
  ・感覚・運動機能
   ＝⾒る・聞く・嗅ぐ・⾔う・動く
  病理）
  ・感覚障害・⾔語障害・運動障害

6 蔵象 2  ⼼系統  ⼼と関係のある奇恒の腑

 － 本⽇の復習  

 ・⼼の病証のポイントを２つ
 ・⼼の病証名を６つ
 ・⾆診の部位と臓腑の対応

蔵象 2  ⼼系統 6


