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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.15

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
相克が過剰になってい
る状態はなにか？

答え
相乗

質問２
腎に対応する五華は？

答え
髪
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質問３
久視は

どの臓を病むか？

答え
⼼

質問４
 脂くさい体臭の者は
 どの臓を病んでいる  
 か？

答え

肝

〈 本⽇の内容〉

 第４章 四診
  第１節 望診
   Ⅰ 神 Ⅱ ⾊ Ⅲ 形 Ⅳ 態
   Ⅴ ⾆診 １）正常な⾆ ２）⾆質 ３）⾆苔
  第２節 聞診
   Ⅰ 声診 Ⅱ 五⾳ Ⅲ 五声 Ⅳ 呼吸 Ⅴ 発語
   Ⅵ 異常⾳ Ⅶ 気味

「望診」
について
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 －望診とは
   ・神・⾊・形・態の観察を基本
   ・全体や局所、分泌物・排泄物、
    ⾆象などを視覚的に観察

15 四診 望診 

 Ⅰ 神

  ・神とは⽣命活動の総称
  ・これを観察することを望神
  ・患者の⽬の輝きや動き、表情、
   意識、精神状態、動作、反応など
   →正気の盛衰、病状の軽重、予後
   →初期的に判別

15 四診 望診 神

 Ⅱ ⾊

   ・顔⾯や⽪膚の⾊艶
   ・⼆便などの排泄物
   ・⿐汁や痰、⽉経⾎、帯下などの
    分泌物の⾊や質など
     ⇩
    観察する

15 四診 望診 ⾊

初めてのクライアント

－ まずは… 

・どんな⾊の印象か？ 
・変な感じはないか？ 

 Ⅱ ⾊
  ・望診を五⾊に分類＝五⾊診
   →どれかに偏る
   →その臓の病
  ・光沢があり明るく潤う→予後良好 
  ・光沢、ツヤがない→予後不良

15 四診 望診 ⾊

 Ⅱ ⾊  ⽪膚⾊

   ・⻘⾊は寒証・痛証・⾎瘀
   ・⾚⾊は熱証
   ・⻩⾊は虚証・熱証・湿証
   ・⽩⾊は虚証・寒証
   ・⿊⾊は寒証・痛証・⾎瘀

15 四診 望診 ⾊
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 Ⅱ ⾊ 分泌物・排泄物

   ・寒証 ・⽩⾊
       ・⾊が薄く、澄んでいる
   ・熱証 ・⻩⾊
       ・⾊が濃く、濁り、粘稠

15 四診 望診 ⾊

 Ⅲ 形
  ・体形の壮健・虚弱、肥瘦を観察
  ・太っているものは痰湿が内在
  ・太っていて⽪膚が⽩く艶がなく、
   ⼿⾜が冷えやすいものは陽虚
  ・痩せていて⽪膚が乾燥し艶もなく、 
   ほてりやすいものは陰虚

15 四診 望診 形

五臓 肝 ⼼ 脾 肺 腎

五華 ⽖ ⾯⾊ 唇 ⽑ 髪

五体 筋 ⾎脈 ⾁ ⽪ ⾻

五官 ⽬ ⾆ ⼝ ⿐ ⽿

・五華：五臓の精気が反映される部位 
 →形状を観察→五臓の機能状態を診る 
・五主・五官：通常は機能⾯から判断 
 →形状により関連する五臓の機能状態を診る 
・髪は⾎余：精⾎不⾜→艶がなく抜けやすく切れやすい 
・⽖は筋余：肝⾎の盛衰に影響される

 Ⅳ 態
  ・患者の姿勢、動きなどを観察 
  ・特異な姿勢や動作があれば病 
  ・姿勢がうつむき、背を丸め、倦怠感がある 
   様⼦で動作が鈍いなどは虚証 
  ・精神的に興奮し、よくしゃべり、⼿⾜をよ 
   く動かして落ち着きがない感じは実証 
  ・痙攣や振戦のあるものは多くは⾵証

15 四診 望診 態

 − ⾆診とは

  ・⾆象(⾆質、⾆苔)を観察すること
   で患者の状態を推察する診察法 
  ・主に⾆質と⾆苔を観察する
   ・⾆質：気⾎の盛衰や寒熱など 
   ・⾆苔：寒熱や⽔液の盛衰など

15 四診 望診 ⾆診

 − ⾆診

   １）正常な⾆
  ・⾆体は柔らかく、動きが⾃然
  ・⾊は淡紅⾊（薄いピンク⾊）
  ・⾆⾯に薄く粒が均等で適度な湿り
   気のある⽩⾊の⾆苔

15 四診 望診 ⾆診
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ひとことで⾔うと…

－ 正常な⾆とは 

  ・⾆質淡紅 
  ・⾆苔薄⽩ 

 − ⾆診

   ２）⾆質
  ・⾆質とは⾆体の性質のこと
  ・⾆の神・⾊・形・態を観察し、
   気⾎津液や臓腑の状態を推察する 

15 四診 望診 ⾆診

 − ⾆質

   A. ⾆神
  ・神の有無を、⾆体の⾊・艶、潤い、動きを 
   観察し、 その第⼀印象で直感的に判断 
  ・有神：⾎⾊が良く、艶があり、潤っていて、 
   ⾃在に動かせるもの 
  ・無神：⾎⾊が悪く、艶もない。枯れている 
   ように乾燥して、動きもぎこちないもの。

15 四診 望診 ⾆診

   B. ⾆⾊
  ・⾆⾊は淡紅、淡⽩、紅・絳、⻘、紫(暗) 
  ・⾆⾊は、気⾎の盛衰や寒熱などを反映 
  ・淡紅⾊を基本 
   ・⾚みが少ない→気⾎の虚衰や寒証 
   ・⾚みが強い→熱証 
   ・⻘みが強い→寒証 
   ・紫⾊や暗⾊→⾎瘀

15 四診 望診 ⾆診

実際に 
⾒てみよう！ 

⾆質淡紅・苔薄⽩ ⾆質淡⽩

中医臨床のための⾆診と脈診 / 神⼾中医学研究会
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絳⾆ ⻘⾆ 紫⾆

⾆⾊と病態    C. ⾆形
  ・⾆体の形状を観察 
  ・⾆形は気⾎や⽔液の盛衰などを反映 

  ・⽼：きめが粗く、⾆体が硬い感じ→実証  

  ・嫩：きめが細かく、はれぼったくて、 
     軟らかい→虚証

15 四診 望診 ⾆診

どん

   C. ⾆形
  ・胖⼤：⾆体が⼝の幅よりも⼤きく厚みがある 
       →陽虚・痰湿の停滞
  ・痩薄：⾆体が痩せて⼩さく薄い 
       →気⾎不⾜・陰虚  
  ・裂紋：⾆⾯上に⻲裂がみられるもの 
      →気⾎不⾜・陰虚

15 四診 望診 ⾆診

   C. ⾆形
  ・⻭痕：⾆体の辺縁に⻭の痕がみられるもの 
      →胖⼤を伴う⻭痕⾆は陽虚・痰湿の停滞 
      →胖⼤を伴わないものは気虚
  ・点刺：⾆⾯に⾚い点状の隆起＝紅点 
      ⾆⾯にとげ状の隆起＝芒刺 
      →熱盛→⾆尖部は⼼⽕、⾆辺部は肝⽕
  ・光滑：⾆⾯に苔がなくツルツルと光って⾒える 
      →陰液の損傷が重度

15 四診 望診 ⾆診
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実際に 
⾒てみよう！ 

⽼⾆ 嫰⾆

胖⼤⾆ 痩薄⾆ 裂紋⾆ ⻭痕⾆

点刺⾆ 光滑⾆

   D. ⾆態
  ・⾆体の動きを観察 
  ・種々の病証により、⾆に特異な動きが⾒られる 
  ・強硬：⾆体が硬直し、硬く、動きが円滑でないもの 
      →熱盛・痰湿の滞り・中⾵の前兆 
  ・痿軟：⾆体が軟弱で⼒がなく動きが円滑でないもの 
      →気⾎不⾜・陰虚 
  ・顫動：⾆体が震えているもの 
      →肝⾵内動など⾵証・気⾎不⾜・⼼神の異常 
  ・歪斜：⾆体が⽚側に偏り歪んでいるもの 
      →中⾵や中⾵の前兆

15 四診 望診 ⾆診
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   E. ⾆下脈絡 
  ・⾆の裏⾯にある⾆下静脈を観察
  ・⼝を開け、⾆を⼝蓋へ巻き上げ、⾆尖を⼝蓋へ触れ 
   るよう指⽰し、⾆下静脈を⼗分に露出させて観察
  ・正常：⾆裏に薄く⾆下⼩丘から⾆尖までの３分の２ 
   程度の⻑さの淡紫⾊の静脈が観察できる 
  ・⻘紫⾊の⾆下静脈が明確に観察でき、怒張したり、 
   蛇⾏しているものは⾎瘀が考えられる 
  ・⾆に⼒が⼊りすぎていたり、⼝蓋へ巻き上げている 
   と、怒張が⾒られるため、注意が必要 

15 四診 望診 ⾆診

実際に 
⾒てみよう！ 

⾆下脈絡 怒張・蛇⾏ ⾆下脈絡 怒張・⼩点

 − ⾆診

   ３）⾆苔
  ・⾆体の上に付着した苔状のもの
  ・苔⾊、苔質を観察し、正気の盛衰 
   や病邪の性質などを推察
  ・苔⾊は主に寒熱の状態、苔質は主
   に⽔液の盛衰や病邪の性質を反映 

15 四診 望診 ⾆診

   A. 苔⾊
  ・⾆苔の⾊を観察する 
  ・苔⾊は⽩、⻩、灰、⿊  
  ・飲⾷物などの影響により⾆苔が 
       染まっているものを染苔 

15 四診 望診 ⾆診

   A. 苔⾊
  ・⽩：薄⽩苔は健康なものに⾒られる 
    ・薄⽩苔：表証など病状が軽いもの 
    ・厚⽩苔：寒証に属するもの 
  ・⻩：⻩苔は熱証に⾒られる 
     ⻩⾊が濃いほど熱邪が旺盛である 
  ・灰・⿊：裏証の重症に⾒られる 
       灰苔より⿊苔が病状は重い

15 四診 望診 ⾆診
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   B. 苔質
 ・薄：⾆苔を透かして⾆体が⾒える 
    健康なものや表証など病状が軽い 
 ・厚：⾆苔が厚く⾆体が⾒えない 
    痰湿や⾷滞 
 ・薄苔から厚苔に変化 
  →邪気が表から裏へと深⼊ 
  →病状が進⾏していることを⽰す

15 四診 望診 ⾆診

   B. 苔質
 ・少：薄苔よりもさらに薄いもの 
    陰虚などに⾒られる
 ・剥落：部分或は全⾯的に剥がれている  
 ・無苔：全⾯的に剥がれているもの 
     胃気や胃陰の損傷 

15 四診 望診 ⾆診

   B. 苔質
 ・潤苔：⾆苔に適度な潤いがあるもの 
     健康なものにみら れる 
 ・滑苔：過剰な⽔分が⾒られ湿っている 
     陽虚や痰湿の停滞 
 ・燥苔：⾆苔が乾燥しているもの 
     津液の損傷 
     陽虚に津液を上昇できない場合 
     （淡⽩⾆、胖⼤⾆などを伴う） 

15 四診 望診 ⾆診

   B. 苔質
 ・膩苔：顆粒が細かく緻密で、ねっとり 
     とした苔が⾆⾯にべったりと張 
     り付き剥離しにくい（有根苔） 
 ・腐苔：顆粒が粗⼤で厚みがあり、おか 
     らが積もったように⾆⾯を覆い、 
     剥離しやすいもの（無根苔） 
 ・痰湿の停滞や⾷滞

15 四診 望診 ⾆診

実際に 
⾒てみよう！ 

⽩苔 ⻩苔
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⿊苔 薄苔 厚苔

少苔 剥落苔 膩苔 腐苔

「聞診」
について

 －聞診とは
   ・聴覚と嗅覚から⼼⾝の状態を知る診察法 
 ・発語時の⾳声、呼吸⾳、その他異常⾳がある 
 ・声診：⾳声を聞くとで診察すること 
 ・臭い：体臭、⼝臭、排泄物・分泌物の臭い  
 ・臭いのことを気味という 
 ・聞診は問診にあわせて⾏われ、術者が直接確 
  認できないものは問診により確認 

15 四診 聞診 
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 Ⅰ 声診

 １）声の⾼さ
  ・低ければ虚証、⾼ければ実証
  ・痰湿では声が低く 
 ２）声の⼤きさ 
  ・⼩さければ虚証、⼤きければ実証
  ・声の⼤きさは肺・腎が関係

15 四診 聞診 声診

 Ⅰ 声診

 ３）声質 
   ・軽く清んでいる→虚証、重く濁る→実証 
   ・混濁してはっきりしない→中焦に湿邪

 ４）話し⽅ 
   ・ゆっくり話す、無⼝→虚証・寒証 
   ・早⼝、多⾔→実証・熱証

15 四診 聞診 声診

 Ⅳ 呼吸
 ・少気：呼吸が静かで浅く微弱で、 
     ⾳声に⼒がない 
       →慢性的な虚証
 ・咳嗽：咳は有声無痰、嗽は有痰無声
       →外感病、肺気虚、肺腎陰虚 
 ・哮：呼吸が慌ただしく、 
         喉から⾳が鳴るもの 
    →痰湿の滞り

15 四診 聞診 呼吸

がいそう

こう

 Ⅳ 呼吸

 ・喘：呼吸困難・呼吸が短く切迫 
  ・虚喘：息が弱く呼吸⾳が低く、 
      吸気時に楽なもの 
      →肺腎両虚 
  ・実喘：息が粗く呼吸⾳が⼤きく⾼く、 
      呼気時に楽 
      →痰湿などの実邪が肺を犯す

15 四診 聞診 呼吸

ぜん

 Ⅳ 呼吸
 ・噴嚏：嚏ともいう。くしゃみのこと 
     →⾵寒邪による外感病
 ・太息：嘆息ともいう。ためいきのこと 
     →肝鬱気滞
 ・⽋：呵⽋ともいう。あくびのこと 
    →労倦などによる虚証

15 四診 聞診 呼吸

ふんてい

たいそく

けつ

 Ⅴ 発語
 ・譫語：うわごと(⾔語錯乱)のこと 
     →実証
 ・鄭声：同じうわごとを繰り返すもの 
     →虚証
 ・独語：独り⾔で⼈が近づくと⽌まる 
     →⼼気虚

15 四診 聞診 発語

せんご

ていせい
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 Ⅴ 発語
 ・錯語：話が錯乱し、後に気づくもの 
     →肝鬱気滞、⼼脾両虚 
 ・狂⾔：⾒たこともないものを語り、 
     荒唐無稽な妄⾔をするもの 
     →実熱
 

15 四診 聞診 発語

 Ⅵ 異常⾳
 ・嘔吐：嘔は有声無物、吐は有物無声
     →胃気上逆→吐く勢いと⾳で虚寒・実熱
 
 ・噯気：噫気ともいう。げっぷのこと。 
     →胃気上逆による 
     →呑酸や胃脘部の膨満感を伴う＝⾷滞胃脘 
     →⾳がはっきりして頻繁＝肝気犯胃 
     →低い⾳で無臭、⾷欲減退を伴う＝中気不⾜
 

15 四診 聞診 異常⾳

あいき

 Ⅵ 異常⾳

 ・吃逆：呃逆、噦。しゃっくりのこと。 
     →胃気上逆による 
  ・実熱：⼒強く⾼く短い⾳が連続 
  ・虚寒：間隔が⻑く、⾳が低く弱く、 
      ⻑時間
 

15 四診 聞診 異常⾳

きつぎゃく あくぎゃく えつ

 Ⅵ 異常⾳
 ・腹鳴：腸鳴ともいう。 
     腹部でゴロゴロと⾳がする 
     →中焦の陽虚や寒湿内停 
     →ピチャピチャという⾳は痰湿 
 ・⽮気：失気ともいう。放屁のこと。 
     →脾気虚や肝鬱気滞 

15 四診 聞診 異常⾳

しっき

 － 本⽇の復習  

 ・正常な⾆は？
 ・⾆苔少はどのようは病証に⾒
  られるか？
 ・⾆下脈絡の怒張はなに？
 ・吃逆はなにで、どうして起こ
  るのか？

13 病因病機


