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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.24

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
〈 本日の内容〉

弁証トレーニング その２

１．治療の流れと克服すべき課題について

２．弁証トレーニング症例１

３．弁証トレーニング症例２

治療の流れと

各段階における

課題について

24 弁証トレーニング２

❷分析（弁証・弁病）

❶情報収集（四診） ❸計画（論治）

❹実行（治療）❺結果（効果判定）

〈治療の全体的な流れ〉

四診：望診（面色・目・局所・舌診）

→ 舌診は簡単で重要（虚実、寒熱、血・津液の病態）

聞診（声・体臭）→ 参考程度に

問診（臨床推論・医療面接）
→ しっかりやればかなり弁証に結びつく

切診（脈診・腹診・切経・ツボ）
→ 脈診は難しい → 六部定位のみ → 腹診を最大限に利用

弁証：中医弁証を使用することでシステム化

→しっかりマスター

論治：治療方針は自動的に決定

→選経・選穴の理論化が必要

→治療手段の決定基準が必要

→鍼（深さ・刺絡）・灸（透熱・知熱・灸頭鍼・棒灸）

治療：最善を尽くす

効果の判定：検脈、口頭での確認＝治療直後→次回の問診

症例１
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主訴：不眠 72歳、男性

この半年くらいずっと不眠が続いている。

夜通し眠れないことも多く、やっと眠れてもすぐに目が覚め

てしまう。寝ているときに手足がほてる感じがする。70歳

で仕事を辞めて以来、不眠傾向になったような気がする。最

近は少し動くと動悸がするし、耳鳴りやめまいも時々ある。

また足腰も弱ってきていて、独居のため今後について不安で

ある。そういえば夕方になると少し熱っぽくなる。以前にく

らべてとても暑がりになったように感じる。このところ小便

の色が妙に濃いのも気になる。

望診・舌脈所見：顔面やや紅潮、舌質紅、特に舌尖部の赤み

が強い、苔薄やや黄、脈はよくわからないがやや速いか。

24 弁証トレーニング２

・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」

⇩

熱傾向はあるがその他がなく裏証

まずは表裏でみてみよう！

主訴：不眠 72歳、男性

この半年くらいずっと不眠が続いている。

夜通し眠れないことも多く、やっと眠れてもすぐに目が覚め

てしまう。寝ているときに手足がほてる感じがする。70歳

で仕事を辞めて以来、不眠傾向になったような気がする。最

近は少し動くと動悸がするし、耳鳴りやめまいも時々ある。

また足腰も弱ってきていて、独居のため今後について不安で

ある。そういえば夕方になると少し熱っぽくなる。以前にく

らべてとても暑がりになったように感じる。このところ小便

の色が妙に濃いのも気になる。

望診・舌脈所見：顔面やや紅潮、舌質紅、特に舌尖部の赤み

が強い、苔薄やや黄、脈はよくわからないがやや速いか。

24 弁証トレーニング２

・体質は暑がり

・顔面紅潮、夕方の潮熱、夜間の手足のほてり

・小便短赤

・舌質紅、苔黄

⇩
熱証
⇩

陰陽の失調あり ⇨ 陰陽の虚実を判別

つぎに寒熱をみてみよう！

陰陽の虚実を判別する

⇩

陰虚か陽盛か
つまり

虚熱か実熱か

熱があるので…

・四心煩熱、潮熱、舌質紅

→陰液が不足している

→陰虚による虚熱

・顔面紅潮、暑がり、小便短赤、苔やや黄、脈数

→陽が盛んである

→陽盛による実熱

⇩

・虚実錯雑である

症状・所見をみてみると？
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・強い不眠、動悸、舌尖部紅

→心が問題になっている

・耳鳴り、腰膝酸軟

→腎が問題になっている

⇩

・心と腎の複合病証である

病位をみてみると？

心については実熱が疑われる

腎については虚＋熱 → 陰虚か？
心火亢盛と腎陰虚のふたつの病態が存在

⇩
心陽が亢進→心神不寧

⇩
不眠が発症

⇩
心腎不交

総合すると

陰虚では脈は細数

実熱では脈は実数
⇩

その辺りを考慮して診てみる

⇩
脈診能力の向上

だとすると脈はどうなる？

わからない診察法は保留

⇩

他の診察法で補完

⇩
証から類推

脈は難しい？

++

病位(心・腎) 病態(陰・熱)

心経・腎経

復溜・陰谷は補、少府は瀉

陰谷復溜 少府

配穴も考えてみよう！

滋陰・清熱
症例２
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基本情報

・性別：女性

・年齢：82歳

・職業：主婦

・主訴：食欲不振

24 弁証トレーニング２ 鍼灸師：「今日はどうされましたか？」

患 者：「はい、最近食欲がなくて･･･。今朝もおかゆを２
口しか食べられなかったんです」

鍼灸師：「そうですか。食べられないというのはつらいで
すね。ではその食欲不振について、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。２週間くらい前から食欲が何となく落ち
てきて、この数日はほとんど食べる気が起きないんです。
あまりに食べられないので、家人が心配して入院を勧めら
れ、２日間入院して検査をしていただきましたが、特に異
常はないとのことでした。かえって入院で疲れてしまいま
した」

鍼灸師：「そうでしたか。食べられなくて、そのうえ入院
ではおつらかったですね。ところでご自身でこんなことが
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、特に思い当たりませんが、あえて
言えば５年ほど前の脳梗塞のせいかもしれないです」

鍼灸師：「なるほど、脳梗塞ですか？ これは手術をされ
たんですか？」

患 者：「はい、入院して手術をしました。かなり危な
かったようですが、いまはこうして元気になりました。で
すが、それ以来、ふらつくようになってしまったんです」

鍼灸師：「ふらつきですか。結構ひどいんですか？」

患 者：「そのときの体調にもよるんですが、ひどいとき
は物につかまらないと歩けないくらいで、外出を控えるほ
どなんです」

鍼灸師：「それは大変ですね。最近はどうですか？」

患 者：「多少はありますが、それほどひどくはありませ
ん。先生も原因がわからないというので諦めています」

鍼灸師：「なるほど」

・食欲不振で可能性のある疾患には、

・慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がん、風

邪、インフルエンザ、甲状腺機能低下症、拒食症、

うつ病など

さまざまなものが考えられる。

胃がんを除けば、特に緊急を要するものはない。

しかもこの患者は、直近に入院して検査している

ので、重篤なものは除外されていると考えて鍼灸

治療の適応としてよい

こんなふうに考えよう！

・はじめは「開かれた質問」で主訴についてなる

べく自由に患者に話してもらう

・入院および検査の結果「異状なし」は重要

→急性の食欲不振で問題になる胃の器質的な疾

患を除外できる可能性が高い

→鍼灸単独の適応と判断していいかも

・次いで患者の思い当たる原因

→５年前の脳梗塞＆ふらつき

→ふらつきは主訴ではないが、患者が気にして

いる症状なので注意が必要

こんなふうに考えよう！

・会話ででてきた問題点については、

質問事項として後で尋ねる予定だったことでも

会話の流れを重視して、

その時点で掘り下げておこう

・問診内容の何を聞き、何を聞いていないかを常

に記憶しておくことは大切

⇩

集中力が必要！

注意！
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鍼灸師：「では、もう少し食欲不振についてお話を聞かせ
てください。食べたいものがまったくありませんか？」

患 者：「そうでもないんですが、近ごろ主人が家に居る
ことが多くなって、自分が食べたいものが食べられなく
なったので･･･」

鍼灸師：「なるほど、ご主人の好みでお食事を決めてらっ
しゃるんですね」

患 者：「はい。それと、主人が食べたいものを外で買っ
てきてくれることが多いんですが、私はああいう味の濃い
ものはあまり好きではないんです」

鍼灸師：「そうですか、ではいま食べたいものはなにかあ
りますか？」

患 者：「そうですね、牛肉の美味しいのを少しでいいの
で軽くしゃぶしゃぶしたものが食べたいです。でも消化が
良くないから胃に悪いですよね」

鍼灸師：「消化が悪いと思って食べないようにしているん
ですか？」

患 者：「そうなんです」

鍼灸師：「牛肉を軽くお湯にくぐらせたものなら、よく噛
めば食べても構わないと思いますよ」

患 者：「そうなんすか？」

鍼灸師：「はい、肉は胃にそれほど負担を掛けませんから。
それ以外でもなにか食べたいものがあれば、よく噛んで少
量からチャレンジしてみてください」

患 者：「わかりました。ありがとうございます。早速帰
りに買っていきます」

・次にもう少し主訴を掘り下げてみた

・食べたいものはあることに注意

・注目すべきはご主人との関係性

→最近、家に居ることが多い

→食べたいものが食べられない

→ストレスになる場合がある

→病態としては気鬱、気滞を意識しておく

・肉は消化が悪いと思っている

→肉は胃にあまり負担を掛けないことを伝える

→患者への食事の教育は施術後に限らない

こんなふうに考えよう！
鍼灸師：「それから、食欲不振の他になにかお体で気にな
ることはありませんか？」

患 者：「そうですね。お腹が脹ります。きたない話です
けど、ゲップが出れば楽になるんですけど･･･」

鍼灸師：「どのあたりが脹りますか？」

患 者：「ちょうど胃のあたりだと思います」

鍼灸師：「どんなときに脹りますか？」

患 者：「食後が多い気がします」

鍼灸師：「なるほど？ 他にはありませんか？」

患 者：「あとは体がだるいんです。ちょっと動くのもつ
らい感じのときがあります」

鍼灸師：「少し動くだけで汗をかいたりはしませんか？」

患 者：「ああ、そうですね。たいして動いていないのに
なんだか変な汗をかきます」

鍼灸師：「あとはどうでしょう？」

患 者：「それと最近、脚がふるえることがあって･･･」

鍼灸師：「脚ですか？ どのあたりでしょう？」

患 者：「左の膝から下なんですけど」

鍼灸師：「どんな感じかもう少し詳しく教えてください」

患 者：「力が入らなくてガクガクするという感じで」

鍼灸師：「なるほど、これも最近ですか？」

患 者：「ええ、検査で入院する前くらいからです。病院で
先生にも言ったんですけど、特に問題ないと言われました」

鍼灸師：「そうですか。かなり頻繁にありますか？」

患 者：「そうでもないです。２，３日に一度くらいです」

鍼灸師：「わかりました」

・主訴以外の不調を尋ねる

・お腹の脹り

→気滞の可能性を考慮

→食後だと脾気虚の可能性も考えておく

・からだのだるさ

→気虚か痰湿の可能性

・ちょっと動くと変な汗

→単に汗かきの場合もある→あとで触診で確認

→こうなってくるとこれは自汗か？

→ますます気虚の可能性が上がる？

こんなふうに考えよう！
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・左下腿のふるえについて

→医診により器質的な異常はなさそう

→筋の問題・ふるえ＝風

→肝として病位情報のヒントにする

こんなふうに考えよう！

弁証手順を

チェックしてみよう！

ここで一度･･･

弁証手順１

表か裏か
考察：外感表証はない→裏証

弁証手順２

寒か熱か
考察：いまのところ寒熱所見なし

⇩
このあとの問診で確認

弁証手順３

何がどうなった
考察：気が虚している可能性

気が停滞している可能性
痰湿が存在する可能性

弁証手順４

どこで
考察：食欲不振→脾？

気鬱・気滞→肝？
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・これまでの問診内容から、八綱弁証を確認

①表裏では表を否定→裏証

②寒熱所見はいまのところないがまだ不確定

③気虚、気滞、痰湿などの可能性がある

→虚実錯雑の可能性も考慮

・病位情報としては、脾、肝が候補

・次は基本的問診事項を確認していきながら、

不足の情報を補っていこう

整理すると･･･
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。現在お困りの食欲不
振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：「お通じはいかがですか？」

患 者：「食べていないので、あまり出ません」

鍼灸師：「そうでしょうね。夜は眠れていますか？」

患 者：「導入剤を飲んでいますので、眠れます」

鍼灸師：「なるほど、毎日飲んでいるのですか？」

患 者：「はい、それについてちょっと心配なことが･･･」

鍼灸師：「どんなことでしょうか？」

患 者：「実は今回の食欲不振になってから、精神的にも
ちょっと落ち込んでいたもので･･･」

鍼灸師：「そうですか、落ち込んでいたんですね」

患 者：「はい、そうしたら主人が心療内科へ行ってみた
らどうかと言うんです」

鍼灸師：「なるほど、それで行かれたんですか？」

患 者：「はい」

鍼灸師：「で、先生は何と？」

患 者：「いろいろとたくさん聞かれて、お薬を頂いてき
ました。それといま飲んでいる導入剤は飲まない方がいい
と言われまして･･･」

鍼灸師：「なるほど、どんなお薬がでたんですか？」

患 者：「はい、それが調べてみたら抗うつ剤で･･･」

鍼灸師：「そうですか」

患 者：「先生、私はうつ病なんでしょうか？」

鍼灸師：「私にはそうは見えませんが、医師ではないので
それ以上は何とも申しあげられません」

鍼灸師：「導入剤は飲むのをやめられたんですか？」

患 者：「ええ。そうしたらまったく眠れなくなってしまっ
て、困ったので再開しました」

鍼灸師：「なるほど」

患 者：「もうあの病院へはいくのは止めようと思います」

鍼灸師：「そうですか。ところで最近何か気に掛かっている
ことはありませんか？」

患 者：「･･･」

鍼灸師：「特になければいいですよ」

患 者：「ええ、実は･･･」

鍼灸師：「何か心配ごとでも？」

患 者：「次男が離婚をしました。しかも２回目なんです」

鍼灸師：「おや、そうですか」

患 者：「そして次のお相手もいるらしくて」

鍼灸師：「なるほど、それで悩まれているんですね」

・基本的問診事項を聞きながら、気になる点は掘

り下げていきます

・睡眠導入剤を服用していることに関連して、

→心療内科の受診歴

→抗うつ剤の処方

→導入剤の服用を禁止されたことへの不満

→次男の２度目の離婚と３度目の結婚への不安

→以上がストレスとなっている可能性

・さらに基本的問診事項をチェックしていきます

こんなふうに考えよう！
鍼灸師：「もう少しお体の状況について聞かせてください」

患 者：「はい」

鍼灸師：「さきほどおっしゃっていた体のだるさですが、雨
の時などに特にきになったり、だるさが強くなることはあり
ますか？」

患 者：「そういうことはありません」

患 者：「以前より喉が渇くということはありませんか？」

鍼灸師：「」

鍼灸師：「いままでと較べて、お小水の量や色が変わったと
いうことはありませんか？」

患 者：「それも特には感じません」

鍼灸師：「最近、生活環境などが特にかわったということは
ありませんか？」

患 者：「そうですね、それも特にはありません」

鍼灸師：「わかりました」
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・基本的問診事項の聞き漏らしがないか、頭の中

でチェックしながら補足質問をする

・項目は、寒熱、飲食、睡眠、二便、情志（精神

状態）、生活環境

・以前の対話に出てきたことは除外し、追加質問

で聞いていく

・同じことを２度尋ねたりすると、患者は自分の

話を聞いてもらっていないという感覚になり、ラ

ポールには逆効果になることがあるので注意

こんなふうに考えよう！
主訴：食欲不振 82歳、女性

この数週間、食欲がほとんどない。また最近、お腹が脹るこ

とが多く、ゲップがでないとつらい。気分も落ち込み気味で、

ご主人に心療内科を勧められて受診したところ、抗うつ剤を

処方されショックを受けている。近頃ときどき下腿が震える

のも気になる。５年ほど前に脳梗塞を起こし入院加療して以

来、ふらつきが続いている。夫と二人暮し。ご主人と食の嗜

好が違う。運動は時々家の近所を散歩する程度。ふらつくの

であまり動かないようにしている。最近、次男が２度目の離

婚。さらに３度目の結婚を考えているらしくとても気になる。

望診・舌脈所見：顔色は少し艶がない。舌質やや淡、苔薄や

や剥落、脈はよくわからないがややしっかりした感じ。

24 弁証トレーニング２

これまでの問診内容から、

・八綱弁証は

・表裏は裏、寒熱は平、虚実は錯雑

・病態は気虚（虚）、気滞（実）

・病位情報としては、

・食欲不振、腹脹→脾

・ストレス、気分の落ち込み、下腿の震え→肝

・さまざまなストレス→肝鬱気滞→脾気虚となり、

これが同時に存在する肝脾不和の状態か？

整理すると･･･
・肝鬱気滞
・疏泄が失調

・疏泄の不及→気機の滞り→精神抑鬱

・疏泄の太過→気機の亢進→気の上昇

→イライラ・怒りっぽい

・気が滞る：前胸部不快感・胸肋部痛

・舌脈所見：脈弦

・ポイント：気滞が主で、寒熱の偏重なし

5 蔵象 1 総論・肝系統 肝の病証

・脾気虚 運化機能の失調 脾胃虚弱

・運化が失調→食欲不振

・気が不足：推動低下→倦怠感

宗気不足→息切れ

衛気不足→自汗

・舌脈所見：面色萎黄・薄い膩苔

・ポイント：食欲不振・大便溏薄・腹脹

＋気虚症状

７ 蔵象 3 脾系統 脾の病証

・肝脾不和 肝鬱気滞＋脾気虚

・疏泄が失調：精神抑鬱、急躁、易怒、

気滞→頭痛、胸肋部痛

・運化が失調：食欲不振、下痢、腹脹

・舌脈所見：脈弦

・ポイント：情志の失調→腹痛・下痢

肝鬱気滞＋脾気虚

10 蔵象６ 五臓の相互関係 肺・脾・肝の関係
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・肝鬱気滞に対して

・一般的には四関穴＝合谷・太衝（両側）

・肝兪の反応を診てみる

・脾気虚に対して

・臓の虚→原穴、背兪穴＝太白・脾兪

・胃に対して

・腑の病→募穴、下合穴＝中脘・足三里

⇩

これらのツボを候補として、治療側・反応を考慮

配穴を考えよう！

・舌診の基本～舌診基礎実技

・腹診から弁証へ～腹診の弁証論治への組み込み方

・選経・選穴理論～どうツボに結びつけるか？

・治療手段の決定基準～鍼・灸の選び方

・要穴の取り方～要穴だけは押さえておこう！

〈実技スクーリング〉


