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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.９

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
肺の病証名を５つ？

答え
・肺気虚  ・肺陰虚
・⾵寒犯肺 ・⾵熱犯肺
・痰湿阻肺

質問２
肺の病証と咳嗽の

ポイントは？

答え
  ・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）



2	

質問３
⼤腸の病証名を１つ

答え
   ・⼤腸湿熱 

〈 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
   ５）腎（腎系統）
     ６）三焦

蔵象 

Ⅱ.五臓とその機能に関連した領域 

 ５）腎（腎系統） 

  A.腎とその関連領域（脾系統）の⽣理と病理 

  B.腎の⽣理と病理 

  （１）⽣理作⽤ 

  （２）⽣理特性 

  （３）関連領域 

  （４）腎と⾃然 

  C.腎の病証 

  （１）腎精不⾜ 

  （２）腎気虚（腎気不固、腎不納気） 

  （３）腎陽虚 

  （４）腎陰虚 

  Ｄ.膀胱の⽣理と病理

  （１）⽣理作⽤ 

  Ｅ.膀胱の病証 

  （１）膀胱湿熱 

  Ｆ.腎と膀胱の相互関係 

   G.腎と関係のある奇恒の腑 

  （１）髄 

  （２）⾻ 

  （３）脳 

  （４）⼥⼦胞 

 ６）三焦 

  A.気と津液の通路としての三焦 

  （１）⽣理作⽤ 

  B.上焦、中焦、下焦に分けてとらえる三焦 

  （１）部位 

  （２）機能 

腎系統 
腎の⽣理：❶蔵精 ❷主⽔ ❸納気
⽣理特性：❶封蔵 ❷陰陽の根本
関連領域：⽿・⼆陰・唾・⾻・髄・髪・ 
     志・恐・驚・鹹
膀胱の⽣理：貯尿と排尿
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まずは、 

“腎の⽣理”

 －腎の⽣理＝蔵精・主⽔・納気

 ・蔵精
  ❶精を貯蔵する
   ⽣理）精を貯蔵し、漏れないようにする 
   病理）遺精など

９ 蔵象５ 腎系統  腎の⽣理・病理

 － 精ってなに？  

  ・⼈のからだをつくる基本物質
  ・気や⾎になるもと
  ・からだを滋養（栄養を与える）
  ・神（ｼﾝ）を維持

覚えているかな？

16

 －腎の⽣理＝蔵精・主⽔・納気

 ・蔵精
  ❷精の機能
   ⽣理）腎精→気⾎を⽣みだす→成⻑・発育
      腎精が充⾜→⽣殖機能       
   病理）成⻑・発育不良
      不妊症、無⽉経、陽萎、性欲減退
      ⽿鳴、難聴、眩量、脱⽑、健忘

９ 蔵象５ 腎系統  腎の⽣理・病理

 －腎の⽣理＝蔵精・主⽔・納気

 ・蔵精
  ❸⽣命活動の調節
   ⽣理）腎精→原気→三焦→各臓腑
      腎精→腎陰・腎陽をになる       
   病理）臓腑機能減退→倦怠感、無⼒感
      陰虚→ほてり、のぼせ
      陽虚→寒がり、冷え

９ 蔵象５ 腎系統  腎の⽣理・病理
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ちょっと解説

「腎陽と腎陰」 
・各臓には陰と陽の側⾯ 
・腎陰・腎陽は各臓腑の根本 
・腎陰＝腎精（精は陰） 
・腎陽＝腎気（気は陽） 

 －腎の⽣理＝蔵精・主⽔・納気

 ・主⽔  ⽔液代謝を調節
   ⽣理）肺・脾を補助→津液を循環＋排泄
      ⼆陰の開闔→体内の⽔液の調節       
   病理）津液停滞→痰湿→浮腫
      前陰：夜間尿、⼩便不利
      後陰：下痢

９ 蔵象５ 腎系統  腎の⽣理・病理

カラダの中の 

⽔の流れを 
もう⼀度復習！ 

22

 －腎の⽣理＝蔵精・主⽔・納気

 ・納気  呼吸を補助→バランス
   ⽣理）呼吸を補助→深い呼吸
      呼吸のバランスを保つ       
   病理）納気失調→咳嗽、喘息、呼吸困難
          →腎気虚損→気虚

９ 蔵象５ 腎系統  腎の⽣理・病理

呼吸について

・メインは “肺” 
・“腎” が補助 
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 －腎の⽣理特性

  ・封蔵
   ⽣理物質を漏らさない

  ・陰陽の根本
   気・⾎・津液・精すべてに関与

ほう   ぞう

９ 蔵象５ 腎系統  腎の⽣理特性

 －腎の⽣理特性

 ・封蔵
 ・⽣理）封蔵→蔵精、主⽔、納気
     内に⼊るという⽅向性
 ・病理）蔵精↓：遺精、性機能減退 
     主⽔↓：浮腫、夜間尿、遺尿 
     納気↓：呼吸困難

９ 蔵象５ 腎系統  腎の⽣理特性

 －腎の⽣理特性

 ・陰陽の根本
 ・⽣理）腎精→⾎・津液→各臓腑の陰
     原気→各臓腑の陽
 ・病理）腎の機能失調→陰虚・陽虚 
     疾病⻑引く→腎の病 

９ 蔵象５ 腎系統  腎の⽣理特性

腎系統 
腎の⽣理：❶蔵精 ❷主⽔ ❸納気
⽣理特性：❶封蔵 ❷陰陽の根本
関連領域：⽿・⼆陰・唾・⾻・髄・髪・ 
     志・恐・驚・鹹
膀胱の⽣理：貯尿と排尿

 －腎の関連領域

 ・⾻・髄・髪
 ・⽣理：⾻は髄により滋養される
     髄は精から作られる→五官を滋養
     髪は⾎余←精から作られる⾎
 ・病理：⾻がもろい、⻭がぐらつく     
     視⼒低下、⽿鳴、難聴、⽩髪、脱⽑

９ 蔵象５ 腎系統  腎の関連領域

 －腎の関連領域

 ・⽿・⼆陰
 ・⽣理：腎は⽿に開竅する
     腎は⼆陰(前陰・後陰)に開竅
 ・病理：⽿鳴り、難聴
     夜間尿、遺尿、泄瀉
     不妊症、不育症、陽萎、性欲減退

９ 蔵象５ 腎系統  腎の関連領域
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⼈体には九竅

・“肝”…⽬×２ ・“腎”…⽿×２  
・“肺”…⿐×２ ・“腎”…前陰×１ 
・“脾”…⼝×１ ・“腎”…後陰×１ 

 －腎の関連領域

 ・唾
 ・⽣理：唾は腎精が変化したもの
 ・病理：唾が多い→腎精を消耗
     腎精不⾜→唾が少ない→⼝腔乾燥

９ 蔵象５ 腎系統  腎の関連領域

 －腎の関連領域

 ・志
 ・⽣理：志＝思考・記憶・経験を保存
     →根気強く物事を継続
 ・病理：根気が続かない
     物忘れが激しい

９ 蔵象５ 腎系統  腎の関連領域

 －腎の関連領域

 ・恐・驚
 ・病理：腎機能低下→封蔵に影響→
     気機が下がる→恐
     気機が乱れる→驚
     動悸、失禁、ひきつけ

９ 蔵象５ 腎系統  腎の関連領域

 －腎の関連領域

 ・鹹
 ・⽣理：下す、軟らかくする、散らす  
 ・病理：過度に摂取
     →⽣理物質を漏らす
     →陰液を損なう→陰虚、⾎瘀

９ 蔵象５ 腎系統  腎の関連領域

 －腎の関連領域

 ・腎と⾃然
  ・陰陽の根本
  ・季節では冬と相応  
  ・封蔵は冬の⾃然界と相似

９ 蔵象５ 腎系統  腎の関連領域
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ここからは、 

“腎の病証”について
腎

膀
胱

気虚

陰虚

陽虚

湿熱

腎気虚

腎陰虚

腎陽虚

膀胱湿熱

腎・膀胱の基本病証

精虚 腎精不⾜

 ・腎精不⾜ 精の機能減退

 ・先天の精が不⾜→成⻑や発育に影響  
 ・⽣殖機能→性欲減退、不妊症、陽萎、無⽉経
 ・髄海：⽿鳴・難聴・眩暈・健忘・視⼒減退
 ・腎の機能失調：腰膝酸軟
 ・ポイント：⼩児は発育不全
       成⼈は髄海・⽣殖機能の問題

  

９ 蔵象 5  腎系統  腎の病証

⽤語解説

 「腰膝酸軟」とは、 
 ・腰と膝が 
 ・酸＝だるい 
 ・軟＝⼒が⼊らない 
 →つまり「⾜腰の弱り」  

よう   しつ    さん    なん

 ・腎気虚 （腎気不固・腎不納気）

 ・腎気が不⾜→精神疲労、倦怠感、腰膝酸軟  
 ・固摂・納気が失調：
   ・固摂↓：遺尿、頻尿、流産、早産
   ・納気↓：呼吸困難、息切れ、呼多吸少
 ・ポイント：腎気不固→固摂↓
       腎不納気→納気↓

  

９ 蔵象 5  腎系統  腎の病証

 ・腎陽虚 温煦作⽤・気化作⽤の低下

 ・陽気が不⾜→腰・腹・四肢の冷え、畏寒  
 ・腎機能が失調：腰膝酸軟、精神疲労
 ・主⽔が失調：泄瀉、夜間尿
 ・⾆所⾒：⾆質淡、苔⽩、胖⼤⾆
 ・ポイント：腎の機能失調＋寒証

  

９ 蔵象 5  腎系統  腎の病証
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 ・腎陰虚 虚熱症候

 ・陰液が不⾜→陽が亢進→⼿⾜⼼熱、のぼせ
       →⽪膚・⼝の乾燥→盗汗  
 ・腎陰が不⾜：腰膝酸軟、不眠、⽿鳴・難聴
 ・⾆所⾒：⾆質紅、苔少
 ・ポイント：腎の機能失調＋陰虚（虚熱）

  

９ 蔵象 5  腎系統  腎の病証

    ポイント！
 －腎の病証

 ・すべて虚証
 ・何が不⾜しているか？
  →精・気・陽・陰

ここからは、 

“膀胱”について

 －膀胱の⽣理

   貯尿と排尿
   ⽣理）尿を貯める→尿を排泄する
      腎の気化・固摂作⽤が関与    
   病理）排尿障害、尿閉、頻尿、遺尿

９ 蔵象 5  腎系統  膀胱の⽣理・病理

ここからは、 
“膀胱の病証” 

について

 ・膀胱湿熱 湿熱→膀胱の機能失調

 ・湿熱：頻尿、尿意促迫、排尿痛
     熱→尿⾊⻩、⾎尿
       湿→尿の⽩濁  
 ・湿熱の影響：結⽯、腰痛
 ・⾆所⾒：⾆質紅、苔⻩膩
 ・ポイント：尿の症状＋湿熱症状

  

９ 蔵象 5  腎系統  膀胱の病証
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    ポイント！

 －膀胱の病証

 ・膀胱は湿熱のみ！
 ・原因は、脾胃の失調

 －腎・膀胱の相互関係

 ・腎と膀胱は表裏関係 
 ・⽣理・病理的に密接
 ・腎の固摂・気化→膀胱の機能を調節 

９ 蔵象 5  腎系統  腎と膀胱の相互関係

 －腎と関係のある奇恒の腑

 （１）髄 
 ａ.脳を滋養
    ⽣理）精→髄→脳を滋養
       精神活動も安定    
    病理）眩量、⽿鳴、健忘

 ｂ.⾻を滋養

９ 蔵象 5  腎系統  腎と関係のある奇恒の腑

 －腎と関係のある奇恒の腑

 （２）⾻ a.⾻髄を貯蔵
   ⽣理）精→髄→⾻を滋養→強度を保持    
   病理）発育不全、腰膝酸軟、⾻折

９ 蔵象 5  腎系統  腎と関係のある奇恒の腑

 －腎と関係のある奇恒の腑

 （３）脳
    精神活動、感覚、運動を主る 

 （４）⼥⼦胞
    肝・腎、衝脈・任脈・督脈と関係
  ⽉経や妊娠に関与    

９ 蔵象 5  腎系統  腎と関係のある奇恒の腑

三焦とは？

形はなく、 
働きのみの腑 
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 －三焦の⽣理

   気・津液の通路
   ❶気の通路→各臓の機能失調
        →無汗、多汗    
   ❷津液の通路→痰湿、浮腫、尿量減少

９ 蔵象 ６  三焦  気・津液の通路

 －三焦の⽣理

   上焦・中焦・下焦
   上焦：膈から上〜⼼・肺
      ⽣理物質を全⾝に流布
   中焦：膈から臍〜脾・胃
      飲⾷物を消化・吸収
   下焦：臍から下〜肝・腎・⼩腸・⼤腸・膀胱
      ⽔穀・⽔液の清濁を分別→排泄   

９ 蔵象 ６  三焦  上焦・中焦・下焦

 － 本⽇の復習  

 ・腎の病証名を４つ
 ・腎の病証のポイントは？
 ・三焦の２つの概念とは？

蔵象 ５  腎系統・三焦 ９


