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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.14

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
病性とは何のことか？

答え
疾病の性質

（虚実、寒熱など）

質問２
気虚が進⾏した

冷えを伴う
病証はなに？

答え
陽虚
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質問３
内⾵と関係が深い

臓は？

答え
肝

質問４
痰湿・瘀⾎が

⻑期化すると？

答え
熱化する

〈 本⽇の内容〉

 第３章 東洋医学の思想
  第１節 陰陽学説
   １）陰陽学説の基本
   ２）東洋医学における陰陽学説の運⽤
  第２節 五⾏学説
   １）五⾏学説の基本
   ２）東洋医学における五⾏学説の運⽤

「陰陽の基本」
について
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 －陰陽とは

   ・陰：「陰闇也」 

   ・陽：「陽⾼明也」
（『説⽂解字』）

14 東洋医学の思想 陰陽学説の基本内容

せつもんかいじ

つまり…
陽＝⽇なた 
陰＝⽇かげ 
ということ 

突然質問です！
右と左、

どちらが陰で
どちらが陽か？

中国では「貴⼈は南⾯す」
といいます。

南⾯した時に、
陽が昇るのは東＝左、
陽が沈むのは⻄＝右。

だから、左が陽で右が陰。

左＝ひだり
右＝みぎ

左の「ひ」＝⽕
右の「み」＝⽔

だから
左が陽で右が陰。

 １）陰陽の相互関係

   A. 対⽴と互根（依存）
  ・陰と陽は相反する属性で成り⽴つ
  ・どちらか⼀⽅だけでは成⽴しない      

14 東洋医学の思想 陰陽学説の基本内容
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 １）陰陽の相互関係

   B. 対⽴と制約
  ・陰は陽を制約し、陽は陰を制約
  ・制約により平衡(バランス)を取る     

14 東洋医学の思想 陰陽学説の基本内容

例えば…
体の冷えと熱、 

陰と陽に置き換えて 
考えてみよう！ 

 １）陰陽の相互関係

   C. 消⻑と転化
  ・増減しながらバランスを保つ
  ・ある⼀定のところで増加は減少に、
   減少は増加に転化
  ・陰極まれば陽、陽極まれば陰     

14 東洋医学の思想 陰陽学説の基本内容

例えば…
⼀⽇の陰陽の変化、 
⼀年の陰陽変化、 

に置き換えて 
考えてみよう！ 

 １）陰陽の相互関係

   D. 可分
  ・陰陽に分けられること＝可分
  ・絶対的な陽陰というものは少ない
  ・相対的に陽陰となることが多い  

14 東洋医学の思想 陰陽学説の基本内容

よくある質問で、
「腹は陰か陽か？」

というのがある。
これは互根という意味でも、
対⽴という意味でも、
相対的という意味でも、

おかしいです。
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腹と背で⽐べると、
腹は陰で、背は陽。

同じ腹でも上下では、
上腹が陽で下腹が陰。
表⾯と中では、

表⾯が陽で中が陰。

陰陽学説の
運⽤について

 １）⼈体における陰陽
  ・背部が陽、腹部が陰
  ・体表が陽で、体内が陰
  ・体外とつながる腑が陽、臓が陰
  ・⼼は陽中の陽、肺は陽中の陰 
  ・肝は陰中の陽、腎は陰中の陰  

14 東洋医学の思想 東洋医学における陰陽学説の運⽤

 ２）病と陰陽

  ・陰陽の平衡が崩れた状態＝病 
  ・陰勝→陽病、陽勝→陰病 
  ・陽勝＝熱、陰勝＝寒 

  ・陰陽の偏り→寒熱症状

14 東洋医学の思想 東洋医学における陰陽学説の運⽤

陰 陽

虚 陰虚（虚熱） 陽虚（虚寒）

実 陰盛（実寒） 陽盛（実熱）

陰陽の虚実＝寒熱
 ３）診断治療における陰陽

  ・診察：まず陰陽の弁別が重要 
  「善く診する者は、⾊を察し脈を按じて、ま 
    ず陰陽を別ち…」 

14 東洋医学の思想 東洋医学における陰陽学説の運⽤
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 ３）診断治療における陰陽

  ・治療：陰陽のバランスを整える 
「⾼き者はこれを抑え、下き者はこれを挙げ、
 有余なるはこれを折り、不⾜なるはこれを補い」

14 東洋医学の思想 東洋医学における陰陽学説の運⽤
 ポイント！

局所の症状にとらわれ
過ぎないように注意。

常にバランスを考える！

「五⾏の基本」
について

 －五⾏の性質

  ・⽊は曲直：草⽊が成⻑する
  ・⽕は炎上：炎が燃え上がる
  ・⼟は稼穡：⼟が農作物を育てる
  ・⾦は従⾰：⾦属が形を変える
  ・⽔は潤下：⽔が⾼→低へ流れ潤す

（『書 経(尚書)』洪範篇） 

14 東洋医学の思想 五⾏学説の基本内容

 －五⾏の関係

   A. 相⽣
  循環的な産⽣が相⽣であり、ひとつの
  素材が別の素材を⽣み出すという概念

14 東洋医学の思想 五⾏学説の基本内容

36

⽊
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 －五⾏の関係

   B. 相克
  相⽣の理論に加えて、相互に制約し合
  うことも五⾏の特徴的な考えであり、
  これを相克という 

14 東洋医学の思想 五⾏学説の基本内容

38

⽊

トータルでは…

相⽣・相克は 
バランスが取れて 

健康な状態 
のこと 

 －五⾏の関係

   C. 相乗
  相克が過剰に起こっている異常な状態
  であり、病的な状態。
  相乗の治療では克する側を弱めたり、  
  克される側を強める治療を⾏う。 

14 東洋医学の思想 五⾏学説の基本内容

41

⽊

 －五⾏の関係 

   D. 相侮
  相克で本来は勝つ側が負けている異常 
  な状態であり、病的な状態である。 
  相侮の治療では克する側を強めたり、 
  克される側を弱める治療を⾏う。 

14 東洋医学の思想 五⾏学説の基本内容
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 －⼈体における五⾏の⽣理と病理 

   ・正常な状態（健康）
  相⽣（相互扶助）、相克（相互制約） 
  が⾏われ、五臓のバランスが取れてい 
  る状態が正常な状態

14 東洋医学の思想 五⾏学説の基本内容

 －⼈体における五⾏の⽣理と病理 

   ・病的な状態
   ① 相⽣の障害 
   ② 相乗〜相克の過剰 
   ③ 相侮〜相克の逆

14 東洋医学の思想 五⾏学説の基本内容

 －病的な状態

   ① 相⽣の障害
    ・⺟⼦の虚が多い 
       ある臓が弱まる 
     →次に⽣じる臓も弱まる 

   例）肝⽊が弱まる 
     → その⼦の⼼⽕も弱まる   

14 東洋医学の思想 五⾏学説の基本内容

46

⽊

 －病的な状態

   ① 相⽣の障害
   ・⺟⼦の虚の治療パターン 
   a. ⼼そのものを強める 
   b. 肝⽊を治療→⼼⽕を強める 
   c. 腎⽔を弱める→⼼⽕を強める

14 東洋医学の思想 五⾏学説の基本内容

48

⽊

ac 
b 
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 －診察における五⾏の応⽤ 

   ・望診
  ・五⾊を応⽤して五華を診察 
   五⾊：⻘、⾚、⻩、⽩、⿊  
   五華：⽖、⾯・⾊、唇、⽑、髪  

14 東洋医学の思想 五⾏学説の基本内容

 －⼈体の五⾏ 

   ・五華
  ⽖、⾯・⾊、唇、⽑、髪  
  ・五臓（陰）の状態が外⾒（陽）に 
     現れる部位  
  ＊⽑は全⾝の体⽑、髪は頭の⽑のこと 
  

14 東洋医学の思想 五⾏学説の運⽤

 －診察における五⾏の応⽤ 

   ・顔⾯部の診察
  ・五⽅を応⽤した臓腑配当 
   五⽅：東、南、中央、⻄、北  
   顔⾯：左頬、額、⿐、右頬、頤 
   五臓：肝、⼼、脾、肺、腎 

14 東洋医学の思想 五⾏学説の基本内容 南

東

北

⻄ 中央

額・⼼

左
頬
・
肝

頤・腎

右
頬
・
肺 ⿐・脾

顔⾯と臓腑

 －診察における五⾏の応⽤ 
   ・聞診
  ・五⾳・五声の診察 
   五声：呼、笑、歌、哭、呻  
   五⾳：⾓、徴、宮、商、⽻  

  ・⾝体や排泄物の五臭の診察 
   五臭：臊、焦、⾹、腥、腐   

14 東洋医学の思想 五⾏学説の基本内容

そう   しょう   こう  せい    ふ

かく      ち    きゅう  しょう    う

 －⼈体の五⾏ 

   ・五⾳
  ⾓、徴 、宮、商、⽻
   ・宮が最も低い⾳であり、商、⾓、徴、⽻の順で 
    ⾼くなり、1 オクターブを形成 

14 東洋医学の思想 五⾏学説の運⽤

かく       ち         きゅう    しょう      う
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 －⼈体の五⾏ 

   ・五声
  呼、笑、歌、哭、呻
   ・五臓と関連して⼈体から発せられる声のこと 
   ・呼は⼤声で呼ぶような声、笑は笑い声（喜声）、 
    歌は歌声、哭は泣き声、呻は呻き声 

14 東洋医学の思想 五⾏学説の運⽤

こ       しょう      か      こく      しん

 －⼈体の五⾏ 

   ・五臭
  臊、焦、⾹、腥、腐
   ・臊は「あぶらくさし」とされ⽺⾁の臭い 
   ・焦は「こげくさし」とされ⾁の焦げる臭い 
   ・⾹は「かんばし」とされ⿉の⽢い⾹り 
   ・腥は「なまぐさし」とされ⽣⿂の臭い
   ・腐は「くされくさし」とされ腐敗臭 

14 東洋医学の思想 五⾏学説の運⽤

そう     しょう      こう      せい        ふ

 －診察における五⾏の応⽤ 

   ・問診-1
  ・五官の診察 
   五官：⽬、⾆、⼝、⿐、⽿   

  ・五味の診察 
   五味：酸、苦、⽢、⾟、鹹   

14 東洋医学の思想 五⾏学説の基本内容

 －⼈体の五⾏ 

   ・五官
  ⽬、⾆、⼝、⿐、⽿
   ・五臓が主つかさどる感覚器のこと 
   ・感覚（五感）と対応しており、⽬が視覚、⾆が 
    触覚と味覚、⼝が味覚、⿐が嗅覚、⽿が聴覚 

14 東洋医学の思想 五⾏学説の運⽤

 －⼈体の五⾏ 

   ・五味
  酸、苦、⽢、⾟、鹹 
  ・⼈体組織：筋、⾎、⾁、気、⾻ 
  ・禁⾷(五禁)：⾟、鹹、酸、苦、⽢
      筋緊張、⾎の停滞、⾁の厚硬、⽪膚の枯れ、 
      ⾻の疼痛 

14 東洋医学の思想 五⾏学説の運⽤

さん        く      かん    しん       かん

 －診察における五⾏の応⽤ 

   ・問診-2
  ・五労・五志・五気の診察 
   五労：久⾏、久視、久坐、久臥、久⽴  
   五志：怒、喜、思、憂、恐  
   五気：⾵、熱〈暑〉、湿、燥、寒 

14 東洋医学の思想 五⾏学説の基本内容
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 －⼈体の五⾏ 

   ・五労
  久⾏、久視、久坐、久臥、久⽴
  ・久視傷⾎、久臥傷気、久坐傷⾁、 
     久⽴傷⾻、久⾏傷筋 
  ・病気の原因となる⽇常動作の過剰 

14 東洋医学の思想 五⾏学説の運⽤

 －診察における五⾏の応⽤ 

   ・切診
  ・五⽅を応⽤し た腹診 
   五⽅：東、南、中央、⻄、北  
   腹部：左腹、上腹、臍部、右腹、下腹 
   五臓：肝、⼼、脾、肺、腎 

14 東洋医学の思想 五⾏学説の基本内容

 －『霊枢』五閲五使篇第三⼗七 

  肺の病は喘息して⿐張る、
  肝の病は眦が⻘く、
  脾の病は唇が⻩⾊く、
  ⼼の病は⾆を短く巻き顴が⾚く、
  腎の病は顴と顔が⿊い

14 東洋医学の思想 五⾏学説の基本内容

 －⾃然界の五⾏ 

   ・五液
  涙、汗、涎、涕、唾 
  ・涙は⽬、涎は⼝、涕は⿐ 
  ・五官九竅（⽬、⼝、⿐、⽿、⼆陰） 
     と関係する  

14 東洋医学の思想 五⾏学説の運⽤

るい      かん      せん    てい      だ

 －⼈体の五⾏ 

   ・五体（五主）
  筋、脈、⾁、⽪、⾻  
  ・五臓と関連する⾝体組織のこと 
  ・臨床上はそれぞれの組織の病があれば、対応 
      する五臓に何らかの関与があると考える 

14 東洋医学の思想 五⾏学説の運⽤
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 －⼈体の五⾏ 

   ・五病
  語、噫、呑、咳、⽋  
   ・語は多弁など、噫はげっぷ、呑は呑酸または 
    呑声、咳はせき、⽋はあくびのこと。 
   ・腎に嚔(くしゃみ)を加える説もある。 

14 東洋医学の思想 五⾏学説の運⽤

ご         あい      どん    がい      けつ

 － 本⽇の復習  

 ・相克が過剰になっている状態
  はなにか？
 ・腎に対応する五華は？
 ・久視はどの臓を病むか？
 ・脂くさい体臭の者はどの臓を
  病んでいるか？

14 東洋医学の思想


