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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.23

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
弁証の最初に

何を弁別するか？

答え
表裏

外感病と内傷病を弁別

質問２
六経弁証の少陽病は

表裏弁証ではなにか？

答え
半表半裏証 
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質問３
内傷病と判断した場合、
次に何を弁証するか？

答え
寒熱

〈 本⽇の内容〉

弁証トレーニング その１

     １．まずは弁証の流れを復習
     ２．シンプルな症例で肩慣らし
     ３．じっくり解説付きで“臨床推論”

まずは
弁証の流れ

〔復習〕

23 弁証トレーニング１

分析（弁証・弁病）

情報収集（四診） 計画（論治）

実行（治療）結果（効果判定）

〈治療の全体的な流れ〉

12〈 PDCAサイクル〉
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  弁証⼿順１ 
 表か裏か 

 Point：外感表証の有無  
     脈浮、頭痛、項強、悪寒、発熱 

23 弁証トレーニング１

  弁証⼿順２ 
 寒か熱か 

 Point：寒か熱→陰陽の失調 
     平寒平熱→⽣理物質の失調 

23 弁証トレーニング１

  弁証⼿順３ 
 

何がどうなった 

 Point：何が＝気・⾎・津液・精・陰陽 
     どうなったか＝虚・実 

23 弁証トレーニング１

  弁証⼿順４ 
 

どこで 

 Point：病態がどこで起こっているか？ 

23 弁証トレーニング１

 〈五臓の病位情報〉 

・肝：気機の失調（眩暈、易怒）、⾎の失調（ふるえ、 
   ⽬のかすみ）、⽖の異常など 
・⼼：神志の異常（不眠、癲狂）、⾎脈の失調（動悸、 
   不整脈）、⾆の異常など
・脾：消化器症状（⾷少、下痢）、出⾎傾向、筋⾁の 
   萎縮など
・肺：呼吸の障害（咳嗽、息切れ）、感冒、⿐閉、⿐ 
   汁など
・腎：⽔分代謝の障害（浮腫）、腰膝酸軟、⼆便・ 
   ⽿・発育成⻑・性機能の異常など

23 弁証トレーニング１

++

病位(どこで?) 病態(何が?)

選経 ⽳性･要⽳

虚実に応じて補法･瀉法･平補平瀉

弁証取⽳局所⽳ 特効⽳

どうなった？

〈弁証から配⽳へ〉



4	

症例１
主訴：めまい   27歳、⼥性
この３ヶ⽉の間、ときどき眩暈がおこる。 
横になると軽減する。 
疲れると眩暈が起こりやすい。 
⾯⾊は蒼⽩で、息切れ、懶⾔、⼼悸、不眠、
⾷欲不振、泥状便、疲労感などの症状を伴っ
ている。 
⾆質淡、苔薄⽩、脈細無⼒。

23 弁証トレーニング１

・表裏鑑別は外感病か内傷病か？
・外感表証の有無を判断
 「悪寒・発熱・脈浮などの
    ⾵邪の初期症状がない」
      ⇩
      裏証

まずは表裏でみてみよう！
主訴：めまい    
性別：⼥性 年齢：27歳
この３ヶ⽉の間、ときどき眩暈がおこる。 
横になると軽減する。 
疲れると眩暈が起こりやすい。 
⾯⾊は蒼⽩で、息切れ、懶⾔、⼼悸、不眠、
⾷欲不振、泥状便、疲労感などの症状を伴っ
ている。 
⾆質淡、苔薄⽩、脈細無⼒。

23 弁証トレーニング１

・暑がるか寒がるか？
・ほてり、顔⾯紅潮、⼝苦などの熱症状は？
・寒がり、四肢の冷えなどの寒症状は？
・⾆脈所⾒に寒熱と関係する所⾒は？
      ⇩
      平証
      ⇩
・寒熱の偏重なし→⽣理物質の失調

つぎに寒熱をみてみよう！

・疲れると増悪、息切れ、懶⾔、疲労感、脈無⼒  
 →気が不⾜している
・⾷欲不振や泥状便を加味して考えると
 →脾で気が虚している
・⾯⾊蒼⽩、⾆質淡、脈細
 →⾎が不⾜している可能性
・⼼悸や不眠を加味して考える
 →⼼で⾎が虚している

つぎに病態・病位は？
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・総合して判断すると
 脾気虚と⼼⾎虚のふたつの病態が存在
   ⇩
・そのため⼼神を滋養できない
   ⇩
 眩暈が発症
   ⇩
 ⼼脾両虚

総合すると

++

病位(⼼・脾) 病態(気・⾎)

⼼経・脾経 補気･補⾎

虚なので補法

三陰交⾜三⾥ 神⾨

配⽳例は？

症例２
ここでは

弁証以外についても
学んでみよう！

・現代医学と東洋医学の両⾯から臨床におけ 
 る思考過程を解説 
・臨床推論の思考過程を通じて以下を学ぶ 
 ・必要な患者情報をどのように得るか 
 ・それをどう診断に結び付けるか 
 ・どのように治療するか 
・患者との良好な関係の構築に配慮しながら 
 どのような質問をすればよいのかについて 
 も解説を加える

23 弁証トレーニング１

  基本情報 

23 弁証トレーニング１

 ・性別：男性
 ・年齢：40歳
 ・職業：広告代理店勤務
 ・主訴：頭痛
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・患者の来院時にまず何を考えるべきか？ 
 ・鍼灸臨床に適応するかどうか？
  ＝鍼灸単独で治療して良いかどうか？
 ・可能だとしてそれが
   患者にとって最善の選択か？
    ⇩
 ・鍼灸に不適応疾患があることを知る 

STEP-１ 不適応疾患の鑑別

頭痛を主訴とする病態または疾
患で、鍼灸治療の適応にならな
いものを考えなさい。

問題１

・まず初めに緊急性があり鍼灸単独で治療す 
 ることが危険である病態や疾患を考える
・鍼灸臨床の最初の段階ではこの鑑別が重要
・頭痛の場合は以下の４つが代表的なもの。

 ・くも膜下出⾎
 ・脳腫瘍
 ・髄膜炎
 ・頭部の外傷による出⾎の疑い

こんなふうに考えよう！

・これらはすべて器質的な疾患
・対応には緊急性ならびに専⾨科の診察・検
 査の依頼が必要
・もし不適応疾患だと判断したら病院での精
 査を勧める
・鍼灸治療中に発症した場合には救急⾞を呼
 ぶ必要がある

こんなふうに考えよう！

・次に、患者の性別、年齢、職業、
主訴などの基本的な情報から鍼灸の
不適応疾患を頭に浮かべ、
それを除外することを⽬的に主訴の
⼤略をつかんでいく

STEP-２ 主訴の⼤略をつかむ

患者との⾯接の冒頭部分を⽰す
ので、頭痛の診断上のキーワー
ドをピックアップしなさい。

問題２
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鍼灸師：「今⽇はどうされましたか？」
患 者：「はい、頭が痛くて困っているんです」
鍼灸師：「そうですか。ではその頭痛について、いつごろ
から始まって、今⽇までどんなふうだったか、できるだけ
詳しくお聞かせくださいませんか？」
患 者：「はい。３週間くらい前から左⽬の周りの違和感
と痛みが始まり、その後、激しい痛みに変わりました。１
回の痛みは２〜３時間くらい続いて、ほぼ毎⽇痛みが起こ
ります。頭痛薬を飲んでも痛みはほとんど治まらないんで
す」
鍼灸師：「３週間程前から頭痛に悩まされているんですか。
それはおつらいですね。ところでご⾃⾝でこんなことが頭
痛が起きるようになった原因ではないか、と思い当たるこ
とはありませんか？」
患 者：「そうですね、最近仕事が忙しくて疲れがたまっ
ていたのかもしれません」

鍼灸師：「なるほど、お疲れなんですね。痛みの程度や痛
みが起こる回数は頭痛が起こってから今⽇までで変わりま
せんか？」
患 者：「それはほとんど変わりません。時々治まるんで
すがいまもまた痛みが出ています」
鍼灸師：「そうですか、いまも痛むんですね。ところでこ
のような症状は以前にもありましたか？」
患 者：「今回のような痛みが、２年前と３年前にもあり
ました。その時もやはり左⽬から頭にかけて痛んで、病院
で薬をもらったんです。その後、２ヶ⽉くらいしたら落ち
着いて、それからは痛みはでませんでした」

・まずは「開かれた質問」（OEQ）で発症
 の時期と経過を尋ねる
・それに対する患者の答えの内容に応じて、
 共感的な態度や繰り返しなどの技法を交え
 ながら、適宜必要な情報を引き出す質問を
 追加し、病態を明らかにしていく

こんなふうに考えよう！

・⾯接内容から鍼灸の不適応疾患の鑑別診断
 に必要な情報を整理すると以下のとおり

 ・発症：３週間くらい前から
 ・頻度：発作は２〜３時間程度で収まるが        
     ほぼ毎⽇
 ・程度：激痛で薬があまり効かない
 ・経過：特に変化はない

こんなふうに考えよう！

・発症は３週間前で急性か慢性かの判断はあいま 
 いだが、以前にも同様の症状を経験しており、
 慢性と考えてよさそう
・頻度は前回の発作を参考にするとほぼ同様
・痛みの程度は薬が効かないほど激しいが、
 ADLへの重⼤な⽀障はないと判断できそう
 →これについては追加質問で後で確認する
・経過は、増悪傾向を否定することが主な⽬的
・「開かれた質問」の答えにない場合には
 「閉ざされた質問」を追加して答えを引き出す

・まずはこれらの情報から「重篤な器質的疾患」
 を除外することが先決
・そのポイントとなるのは以下の３点
・これはレッドフラッグサインと呼ばれ「重篤な疾
 患を疑わせる症候」のこと

 ①いままでに経験したことがないような頭痛か？
 ②増悪傾向にあるか？
 ③突発的な発症か？
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・①「ハンマーで後頭部を殴られたような」頭痛 
 →くも膜下出⾎や髄膜炎を⽰唆
 →痛みは激しいが以前にも経験→否定
・②今回は症状の変化はない
 →明らかな増悪傾向は特に⾒られない→否定
・頭痛の場合に増悪傾向→脳腫瘍や髄膜炎など
・③「出現時刻を正確にいえるほどの突発性」
 →思い当たる原因を疲労としている→否定
     ⇩
・重篤な器質的疾患はほぼ除外される
 →鍼灸適応と考えてよい

・鍼灸適応と判断→鑑別診断へ進む
・頭痛の内容をよりはっきりさせる⽬的
・診断名を付けることが⽬的ではない
・鍼灸治療を⾏うために必要な情報
・ラポールの構築を前提に⾯接を続ける

STEP-３ 主訴の⼤略つかむ その２

患者との⾯接の続きを⽰すので、
診断に重要な⼿がかりとなる
キーワードをピックアップしな
さい。

問題３
鍼灸師：「では、もう少し頭痛についてお話を聞かせてく
ださい。その痛みはどんな感じの痛みですか？」
患 者：「左⽬の奥がえぐられるようにとても痛いんです。
仕事にも集中できないのでいまは時間を短くしています」
鍼灸師：「えぐられるような･･･。で、痛む場所は？」
患 者：「左⽬の奥からおでこ、頭の左側をとおって左頸
に広がる感じです」
鍼灸師：「そうですか、頸まで広がるんですね。ところで
何か痛みが出るきっかけになるようなことはあります
か？」
患 者：「そうですね、アルコールを飲むと頭痛が起きる
ことがあるような気がするので、最近は飲まないようにし
ています」

鍼灸師：「頭痛が起こった時にめまいや吐き気、吐いたり
することはありませんか？」
患 者：「めまいはありません。吐き気は時々ありますが、
吐いたことはありません」
鍼灸師：「⽬がチカチカすることはありませんか？」
患 者：「特にありません」

・的を射た⾯接は診断の精度を上げ、かなりの確
 率で正確な診断が可能
・頭痛の性質、部位、持続時間などから⽚頭痛、
 緊張型頭痛、群発頭痛などのうちどれに当ては
 まるかを考えながら質問
・特徴的な症状の有無を確認→ある疾患を除外
・質問内容が絞られてくるので、質問⽅法はCQが
 多くならざるを得ない

こんなふうに考えよう！
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・⾯接内容を整理すると以下のようになる

・痛みの性質：⽬をえぐられるような激痛
・部位：左⽬、左前頭部、左側頭部から左頸部
・持続時間：２〜３時間くらい続いて、ほぼ毎⽇
・随伴・前駆症状：悪⼼は時々、嘔吐はない。
 ⽬はチカチカしない

こんなふうに考えよう！ ・痛みの性質は激しい
 →⾎管性頭痛の特徴の拍動性を否定
 →緊張型頭痛の特徴の締めつけられる感じ否定
・部位は⽚側で眼窩から前頭、側頭部
 →群発頭痛の特徴に近い
・持続時間については現段階では判断しづらい
・「⽬がちかちかする」＝閃輝暗点
 →随伴症状、前駆症状により⽚頭痛を否定
・この段階で、「群発頭痛」であるとほぼ推定

・実際の臨床：現代医学的な推論を⾏いながら、 
 東洋医学的病態を把握し、治療⽅針を⽴てる
・頭痛の場合：痛む部位によって治療対象となる 
 経絡を判断することが多い
・主治経絡と頭痛の部位との関係

 ・太陽経頭痛―後頭から項背部
 ・陽明経頭痛―前額部・眉間
 ・少陽経頭痛―側頭部
 ・厥陰経頭痛―頭頂部

・治療対象経絡が決定
 →⽳性や経⽳の反応などを参考→治療⽳の選定

・痛みの性質→病証を推定できることが多い
・痛みと病証の関係の代表的なもの
名称	 痛み⽅	 よくみられる病証	
脹痛	 張った感じの痛み、膨満感を伴う痛み	 気滞	
刺痛	 錐で刺したような痛み	 ⾎瘀	
酸痛	 だるい感じの痛み	 虚証、気虚、⾎虚	
重痛	 重い感じの痛み	 湿証	
冷痛	 冷えを伴う痛み	 寒証	
灼痛	 灼熱感を伴う痛み	 熱証	
絞痛	 絞扼痛、疝痛	 寒証、⾎瘀、結⽯	
隠痛	 がまんできる持続性の鈍痛	 虚証（気⾎不⾜）	
掣痛 引っ張られるような痛み 陰虚、⾎虚
攣痛 痙攣や痺れを伴う痛み ⾵邪、⾎虚、気⾎両虚
激痛 激しい痛み 実証、急性病
竄痛 遊⾛性の疼痛、ピリピリ、チリチリ ⾵邪、気滞

・受療⾏動を知ることで、患者の解釈
 モデルをつかむ⼿掛かりになる
・他の医療者の⾒解（医師の診断や治
 療⽅法など）を知ることができるこ
 とも利点

STEP-４ 受療⾏動、悪化・軽減因⼦ 
     などをつかむ

⾯接の続きを⽰すので、診断に
関係があるキーワードをピック
アップしなさい。

問題４
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鍼灸師：「この頭痛についてどこか病院などには⾏かれま
したか？」
患 者：「座っていても症状がでてつらかったので、近所
の脳神経外科に⾏きました。」
鍼灸師：「先⽣は何とおっしゃいましたか？」
患 者：「MRIやその他の検査をしたんですが特に異常は
なく、群発性頭痛と診断され、頭痛薬だけを処⽅されまし
た」
鍼灸師：「先程もおっしゃっていましたが、お薬を飲んで
みてもほとんど効かなかったんですよね」
患 者：「そうなんです。」
鍼灸師：「薬が効かないのはつらいですね。何かこうする
と頭痛が楽になるといったことはありますか？」
患 者：「特にありません」

鍼灸師：「では逆にこうすると頭痛がひどくなるというこ
とはアルコール以外で何かありますか？」
患 者：「やはり疲れるとひどくなる気がします」
鍼灸師：「そうですか。仕事はかなりお忙しいんです
か？」
患 者：「はい。６年前くらいからベンチャー企業の⽴ち
上げをしたりしてほとんど休みなしで仕事をしていました。
そのせいか、このところずっと⾝体がだるくて疲れやすい
んです」
鍼灸師：「それは⼤変ですね。ところでこの頭痛に関連し
て他に何か症状がでたりしていませんか？」
患 者：「関連しているかどうかわからないのですが、こ
の２、３週間動悸がしています。それと３ヶ⽉前から左頸、
左肩、左腰は⽇常的に痛いんです。また、⽿が少しモワッ
としている感じがあります」

・受療⾏動を知る→患者が⾃分の症状についてど
 う考えているかをある程度把握することが可能
・悪化・軽減因⼦→病態の推察の助けになる
・医師の診断を聞くこと→病態把握の参考にする

 ・ただし医師の診断に頼るらず、あくまでも参考程度に留め、
  ⾃分の⽬で患者をしっかりと診断することが重要

こんなふうに考えよう！  ・医師の診断：群発性頭痛
 ・服薬：鎮痛剤→効果はほとんどない
 ・悪化因⼦：アルコール、疲労
 ・軽減因⼦：特にない

・医師の診断→推論に対してほぼ確信を持つ
・服薬→ここで改めて確認
   →患者からの信頼度を上げる
・悪化因⼦のアルコールは、群発頭痛の特徴にも
 なっていることを確認する

これまでの鑑別診断の要点

・⽣命にかかわる重篤な疾患であるかどうか
 を判断すること
・現時点での疾病（病態）の予後を知ること
・症状と証を合算して、治療⽅針および治療
 ⽅法を組み⽴てること

・鍼灸治療に必要な治療⽅針および治療⽅法
 を組み⽴てる
・質問を加えて東洋医学的な病態を明確化
・注意点：必要だと思う情報が患者さんに
 とっては奇異に感じることがある
     ⇩
 質問前に東洋医学について簡単に説明

STEP-５ その他の情報
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下記の東洋医学的な⾯接内容と
いままでの情報から、この症例
に対する弁証名、治療⽅針、治
療⽳などを考えなさい

問題５
鍼灸師：「それではもう少しお⾝体の状況についてお聞か
せください。これから伺うことは東洋医学的にお⾝体の状
況を把握するために必要なことです。現在お困りの頭痛と
直接関係ないように思える質問もありますが、よろしくお
願いします」
患 者：「はい」
鍼灸師：「現在、頭痛以外の症状で何かおつらいことはあ
りませんか？」
患 者：「⽬がとても疲れて、痛みも感じます。それとま
ぶたがだるいんです。あと、時々左の⽿に⽿鳴りがします。
キーンという⾼い⾦属⾳みたいな感じです」
鍼灸師：「そうですか。⽬の疲れ、瞼のだるさと⽿鳴りで
すね」
患 者：「それと最近何となく気⼒が湧かないんです」

鍼灸師：「なるほど。今回の頭痛以外でお医者さんにか
かっていることなどはありませんか？」
患 者：「２、３年前から泌尿器科にかかっていて、前⽴
腺肥⼤ぎみだと⾔われました。現在は薬は飲んでいないの
ですが、下腹部の張ったような感じがあります」
鍼灸師：「前⽴腺肥⼤ですか。ところで睡眠状態はいかが
ですか？」
患 者：「疲れているせいか寝ようとしたらすぐ寝てしま
うんですけど、朝⽅の４時〜５時頃に１回⽬が覚めます。
トイレに⾏くときもあるんですが、⾏かないときもありま
す。その後はすぐ寝てしまいます。そうそう、最近家内か
らいびきがうるさいといわれます」

その他の情報と⾆脈所⾒

・⾷欲は普通
・排便は１⽇２回、普通便
・排尿は１⽇７回ぐらい
・酒は１⽇にビール１本ぐらい飲んでいたが、
 今は飲むと頭全体が痛くなるので飲んでいない。 
 ８⽉ぐらいまでは、かなり飲んでいた。
・左前腕⼼包経上の硬結や膻中の圧痛あり
・⾆脈所⾒：⾆質やや紅、薄⽩苔、脈やや弦

・「不通即痛」（通ぜざれば即ち痛む）の原則
 →経気の阻滞が本症例の頭痛の本質
・本症例の弁証名：経気阻滞、肝腎不⾜
・６年前から仕事が忙しく、とくに近１年は多忙
・⾝体のだるさ、易疲労、気⼒のなさ、過労で悪化
 →気虚が考えられる
・眼精疲労や⽿鳴り
 →肝腎にも影響が出始めている

こんなふうに考えよう！ ・前⽴腺肥⼤→腎虚の影響の可能性
・⾆質はやや熱傾向があり、陰虚の可能性
・他の寒熱症状は顕著ではない
・阻滞の顕著な経絡は、肝経、胆経、膀胱経
・近２、３週間に動悸の症状が出始めている
 →⼼包経の阻滞も考えられる
 →⼼包経上の触診、膻中の圧痛などを確認
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・治療⽅針は「疏通経絡」
・気虚や肝腎不⾜→頭痛の遠因
・まず阻滞した経気を流すことを考える
・以下は配⽳例

・太衝、太溪、陽陵泉、⾵池、天柱、肩井、 
 肝兪、腎兪

STEP-６ 治療⽅法と治療部位の選択

・この症例に関しては過労が⼤きな原因
・患者への指導はまず休むこと
・アルコールをはじめ⾟いものなど熱性の⾷
 物を控えるように指導する

STEP-７患者教育


