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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.８

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
脾の病証名を３つ？

答え
   ・脾気虚
   ・脾陽虚
   ・脾虚湿盛

質問２
脾の病証の

ポイントは？

答え
   ・脾は湿が嫌い
   ・⾷欲不振
   ・気虚がベース
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質問３
胃の病証名を３つ

答え
  ・⾷滞胃脘 
  ・胃熱 
   ・胃⽕上炎 
   ・胃陰虚 

質問４
胃の病証の

ポイントは？

答え
  ・胃は熱化しやすい
  ・熱のサインは⻩ or ⾚

〈 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
   ４）肺（肺系統）

蔵象 

Ⅱ.五臓とその機能に関連した領域 

 ２）肺（肺系統） 

  A.肺とその関連領域（脾系統）の⽣理と病理 

  B.肺の⽣理と病理 

  （１）⽣理作⽤ 

  （２）⽣理特性 

  （３）関連領域 

  （４）肺と⾃然 

  C.肺の病証 

  （１）肺気虚 

  （２）肺陰虚 

  （３）⾵寒犯肺 

  （４）⾵熱犯肺 

  （５）痰湿阻肺 

  Ｄ⼤腸の⽣理と病理
  （１）⽣理作⽤ 

  Ｅ.⼤腸の病証 

  （１）⼤腸湿熱 

  Ｆ.肺と⼤腸の相互関係 
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肺系統 
肺の⽣理：❶宣発 ❷粛降 ❸主気
⽣理特性：❶華蓋 ❷嬌臓
関連領域：⿐・涕・⽪・⽑・魄・憂・悲 
     ・⾟
⼤腸の⽣理：糟粕の伝化

まずは、 

“肺の⽣理”

 －肺の⽣理＝宣発・粛降・主気

 ・宣発
  ❶濁気を体外に排出
   ⽣理）呼気により濁気を体外に排出 
      気の働きは上・外向き
   病理）咳嗽、呼気不利など

８ 蔵象４ 肺系統  肺の⽣理・病理

⽤語解説

 宣発とは、 
・宣布：広く⾏きわたらる 
・発散：外へ発し散らす  

 －肺の⽣理＝宣発・粛降・主気

 ・宣発
  ❷津液と衛気を体表に到達
   ⽣理）⿐竅を通す＝⿐のとおりを良くする 
      発汗の調節
   病理）発汗異常、⿐閉
      衛表不固（⾃汗、易感冒）

８ 蔵象４ 肺系統  肺の⽣理・病理
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 － 衛気  
  ・もとは？･･･⽔穀
  ・なにする？   ❶外邪から守る

      ❷温める
         ❸腠理を開く→発汗・体温
  ・どこに？･･･昼は体表・夜は体内

覚えているかな？
 －肺の⽣理＝宣発・粛降・主気

 ・粛降
  ❶気道の清潔・清気の取込み
   ⽣理）⽔穀の精微＋清気→宗気 
      清潔な気道→⼗分な清気の取込み
   病理）息切れ、喘息など

８ 蔵象４ 肺系統  肺の⽣理・病理

⽤語解説

 粛降とは、 
・粛清：キレイにする 
・下降：下へ降ろす  

 － 宗気  
  ・もとは？･･･⽔穀＋清気
  ・なにする？･･･呼吸・発声にかかわる
          ⾎の運⾏にかかわる
  ・どこに？･･･胸中にあつまる
         ⼼肺をささえる

覚えているかな？

 －肺の⽣理＝宣発・粛降・主気

 ・粛降
  ❷気機を下降
   ⽣理）胃の降濁・⼤腸の伝導を補助 
      気の働きは下・内向き
   病理）咳嗽、便秘など

８ 蔵象４ 肺系統  肺の⽣理・病理

 －肺の⽣理＝宣発・粛降・主気

 ・粛降
  ❸津液を腎へ輸送
   ⽣理）脾→津液→全⾝→腎＝通調⽔道 
      ⼈体上部での⽔分代謝＝⽔の上源
   病理）浮腫、多痰、⼩便不利

８ 蔵象４ 肺系統  肺の⽣理・病理
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 －肺の⽣理＝宣発・粛降・主気

 ・宣発・粛降の協調
   ⽣理）宗気→⾎脈中→⾎を全⾝へ 
      気・津液→全⾝へ
      呼気・吸気のバランス
   病理）胸悶、⾎流障害、咳嗽、喘息、息切れ

８ 蔵象４ 肺系統  肺の⽣理・病理

 －肺の⽣理＝宣発・粛降・主気

 ・主気
  ❶呼吸を主る
   ⽣理）⾃然界の清気を吸⼊ 
      体内の濁気を呼出
   病理）咳嗽、喘息など

８ 蔵象４ 肺系統  肺の⽣理・病理

 －肺の⽣理＝宣発・粛降・主気

 ・主気
  ❷⼀⾝の気
   ⽣理）肺は気の化成と運⾏に関与
   病理）息切れ、咳嗽、喘息など

８ 蔵象４ 肺系統  肺の⽣理・病理

肺の⽣理のまとめ

・呼吸のコントロール 
・⿐を通し、発汗を調節 
・気道をキレイに 
・気を降ろす  

 －肺の⽣理特性

    ・華蓋
       ❶肺は⼈体の上部
       ❷外邪の侵⼊を防ぐ

    ・嬌臓
       弱々しい臓腑

８ 蔵象４ 肺系統  肺の⽣理特性

か   がい

きょう  ぞう
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 －肺の⽣理特性

 ・華蓋・嬌臓
 ・病理）外邪、上逆・上炎の影響 
     機能失調が起こりやすい

８ 蔵象４ 肺系統  肺の⽣理特性

肺系統 
肺の⽣理：❶宣発 ❷粛降 ❸主気
⽣理特性：❶華蓋 ❷嬌臓
関連領域：⿐・涕・⽪・⽑・魄・憂・悲 
     ・⾟
⼤腸の⽣理：糟粕の伝化

 －肺の関連領域

 ・⿐・涕
 ・⽣理：⿐は肺と体外をつなぐ
     涕は⿐腔を潤す
 ・病理：⿐閉・⿐汁     
     呼吸・嗅覚に影響

８ 蔵象４ 肺系統  肺の関連領域

てい

 －肺の関連領域

 ・魄
 ・⽣理：感覚・運動・情志などの
     本能的な精神活動
 ・病理：様々な感覚異常
     情志の失調

８ 蔵象４ 肺系統  肺の関連領域

 －肺の関連領域

 ・憂・悲
 ・⽣理：憂う、悲しむ
 ・病理：気の鬱滞・消耗
     肺の機能失調
     肺気不⾜→憂い・悲しみ

８ 蔵象４ 肺系統  肺の関連領域
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 －肺の関連領域

 ・⾟
 ・⽣理：適度に摂取→肺・⼤腸機能↑
     ⾟味→発散・⾏気
 ・病理：過度に摂取→発散・⾏気過度
     →気の消耗・熱化

８ 蔵象４ 肺系統  肺の関連領域

 －肺の関連領域

 ・肺と⾃然
  ・季節は秋に相応
  ・秋は乾燥・清涼  
  ・肺は清潔と適度の乾燥を好む

８ 蔵象４ 肺系統  肺の関連領域

ここからは、 

“肺の病証”について
肺

⼤
腸

気虚

陰虚

⾵寒

湿熱

肺気虚

肺陰虚

⾵寒犯肺

⼤腸湿熱

肺・⼤腸の基本病証

⾵熱

痰湿

⾵熱犯肺

痰湿阻肺

 ・肺気虚 肺の機能減退

 ・肺気不⾜：宣発・粛降が失調→無⼒な咳
       宗気不⾜→息切れ
       衛気不⾜→⾵邪を引きやすい
 ・気が不⾜：倦怠感、無⼒感、⾃汗
 ・通調⽔道が失調：⽔様の⿐汁・痰
 ・ポイント：無⼒な咳嗽・息切れ＋気虚

  

８ 蔵象 4  肺系統  肺の病証

 ・肺陰虚 経過が⻑い

 ・肺陰が不⾜→乾いた咳嗽、痰の量は少  
 ・虚熱：盗汗、のぼせ、ほてり、⼝乾、頬紅
     痰は⻩⾊く粘稠
 ・ポイント：咳嗽・粘稠で⻩⾊い痰＋陰虚

  

８ 蔵象 4  肺系統  肺の病証
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 ・⾵寒犯肺 ⾵寒が侵襲

 ・⾵寒：強い悪寒、発熱、頭痛、無汗  
 ・肺の機能に影響→咳嗽、⿐閉、⿐汁、
            咽喉部の違和感
 ・ポイント：⾵寒表証＋咳嗽

  

８ 蔵象 4  肺系統  肺の病証

 
 

 － ⼋綱弁証  

 ❶ 病の深さは表・裏どちらか？ 
  ❷ 病の性質は寒・熱どちらか？
 ❸ 邪正の状態は虚・実どちらか？ 
  ❹ 総括的にみて陰・陽どちらか？ 

覚えているかな？

もっと解説

 表裏とは、 
・表証：⾵邪の引き始め 
    →頭痛、項強、悪寒 
・裏証：ほとんどの病  

     ポイント！

 －⼋綱弁証

 ・⼋綱弁証は基本！
 ・まずこれで全体を診る

 － ⾵寒犯肺  
  ⼋綱病証で診てみると‥‥‥
 ❶ 外邪の侵⼊初期は表 
  ❷ 病の性質は寒
 ❸ 邪正の状態は実 
  ❹ 総括的にみて陰 →これはいらない？ 
 
  「表実寒証」となる。 

 ・⾵熱犯肺 ⾵熱が侵襲

 ・⾵熱：軽い悪寒・悪⾵、強い発熱、頭痛  
 ・肺の機能に影響→咳嗽、⿐閉、⿐汁、
            咽喉部痛
 ・⾆所⾒：⾆尖紅、苔⻩
 ・ポイント：⾵熱表証＋咳嗽
       ⾵寒：悪寒＞発熱
       ⾵熱：悪寒＜発熱

  

８ 蔵象 4  肺系統  肺の病証
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 ・痰湿阻肺 痰湿が肺に影響

 ・痰湿：強い咳嗽・痰  
 ・肺の機能に影響→⿐閉、⿐汁
 ・⾆所⾒：⾆質淡紅、苔⽩膩
 ・ポイント：咳嗽→喀痰で軽減

  

８ 蔵象 4  肺系統  肺の病証

ちょっと まとめ！

－ 咳嗽とは？ 

 ・咳：有声無痰→咳のこと 

 ・嗽：無声有痰→痰のこと 
       
 ・咳嗽：咳も痰もある症状 

    ポイント！
 －肺の病証と咳嗽
  ・気虚→無⼒な咳嗽
  ・陰虚→乾いた咳嗽
  ・痰湿→強い咳嗽
     （喀痰で軽減）

ここからは、 

“⼤腸”について

 －⼤腸の⽣理

   糟粕の伝化
   ⽣理）濁（糟粕）→肛⾨から排出
      肺の粛降、胃の降濁の補助    
   病理）便秘、軟便、下痢＝便の異常

８ 蔵象 4  肺系統  ⼤腸の⽣理・病理

ここからは、 
“⼤腸の病証” 

について
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 ・⼤腸湿熱 外邪 or 内湿の熱化

 ・湿熱：気機が停滞→腹痛、急な便意
       湿の粘滞性→残便感→裏急後重  
 ・実熱：肛⾨の灼熱感、⼝渇、尿⾊は濃い
 ・⾆所⾒：⾆質紅、苔⻩膩
 ・ポイント：腹痛、裏急後重＋湿熱症状

  

８ 蔵象 4  肺系統  ⼤腸の病証

     ポイント！
 －⼤腸の病証

 ・⼤腸は湿熱のみ！
 ・原因は、⽢・脂の過⾷
      多量の飲酒

 －肺・⼤腸の相互関係
 ・肺と⼤腸は表裏関係 
 ・⽣理・病理的に密接
 ・肺の粛降→⼤腸の伝導を補助→便秘 
 ・⼤腸の伝導→肺の粛降に影響 
       →咳嗽・喘息・胸満

８ 蔵象 4  肺系統  肺と⼤腸の相互関係

ちょっと 参考に！
  － 美肌のために 

・肺→⼤腸→⽪⽑（つまり肌） 
・美肌のためには･･･ 

 ❶肺･･･正しい呼吸 
 ❷⼤腸･･･良い腸内環境       

 － 本⽇の復習  

 ・肺の病証名を５つ
 ・肺の病証のポイントは？
 ・⼤腸の病証名を１つ

蔵象 ４  肺系統 ８


