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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.18

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
梅核気とはどんな症状
で、病因は？

答え
喉の閉塞感を訴える症
状で、気滞・痰湿など
が考えられる。

質問２
⾃汗とはどんな症状で、
病因は？

答え

安静時、少し動いても
発汗する症状で、気虚
や陽虚が考えられる
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質問３
腰は「何の府」と呼ば
れるか？

答え
腎の府

質問４
隠痛とはどんな痛みで、
病因は？

答え
我慢できる程度の痛み
で、痛みが現れたりな
くなったりする。
虚証。

質問５
経遅の病因は？

答え

 ⾎虚、寒凝⾎瘀、
 気滞⾎瘀
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〈 本⽇の内容〉

 第４章 四診

  第４節 切診
   Ⅰ 反応 Ⅱ 腹診 Ⅲ 切経 Ⅳ 経⽳診 Ⅴ 脈診 切診とは

 －切診とは
   ・⼿指や⼿掌を直接⾝体各部に触れる 
 ・術者の触覚＋患者の感覚 
  →⼼⾝の状態を診る診察法 
 ・腹診、切経、経⽳診、脈診がある 
 ・触れる、撫でる、擦る、押す、撮む

18 四診 切診 

反応

 Ⅰ 反応
   1）圧痛 2）硬結 3）陥下(陥凹) 
   4）膨隆 5）緊張 6）軟弱 
   7）乾燥 8）湿潤 
   9）冷え・熱感 10）発汗

四診 切診 反応18

 １）圧痛 
  ・いきなり強く押さない 
  ・患者の肌⾁の厚薄で変える 
  ・喜按と拒按を鑑別する 
   →虚実の判別の参考になる 

四診 切診 反応18
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喜按と拒按

喜按→押すと気持ちいい 
  ＝虚証 
拒按→押したら痛い 
  ＝実証 

 ２）硬結・緊張・膨隆  

  ・表在部の緊張は基本的に実 
  ・深部の緊張の深さによって… 
   →気滞、熱、痰湿、瘀⾎ 
  ・膨隆は中が空虚なら虚 

四診 切診 反応18

 ３）陥下（陥凹）・軟弱 
  ・基本的に虚 
  ・⽪膚に緊張感がない＝軟弱 
  ・深部も確認すること 
   →虚中の実などもある 

四診 切診 反応18

 ４）乾燥  

  ・⽪膚の潤いがない状態 
  ・津液の不⾜ 
  ・熱（虚・実）によるもの 
  ・肌膚甲錯は瘀⾎による 

四診 切診 反応18

 ５）湿潤（発汗）  

  ・限局的に湿気・発汗がある 
  ・左右差を診ると分かりやすい 
  ・衛気虚による 
  ・汗の種類も診る 
   →サラサラ or 粘り気（痰湿） 

四診 切診 反応18

 ６）冷え・熱感  

  ・⼿掌を浮かせて→軽く触れる 
  ・局所か全⾝かの鑑別 
  ・局所の場合、範囲を確認 
  ・虚実と併せて判断 

四診 切診 反応18
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 ７）左右差  

  ・まずは望診で⾊の違いを診る 
  ・⼿をかざして診る 
  ・施術は健側が基本 

四診 切診 反応18

 ＊ ⼿順 徐々に深く！  

  ・まず診る＝望診 
  ・⼿掌をかざす→冷感・熱感 
  ・軽く触れる 
   →発汗、寒熱、緊張・弛緩 
  ・圧痛を確認 

四診 切診 反応18

腹診
 Ⅱ 腹診
  ・腹部で⾏う診察法で主に触診
  ・仰臥位で⾜を伸ばした状態 
  ・術者の⼿掌・指腹を⽤いる
  ・軽く触れる･･･温度、乾燥、湿り気  
  ・按じる･･･圧痛、緊張、硬結、動悸

四診 切診 腹診18

 － 平⼈無病の腹

  ・病気のない⼈＝平⼈ 
  ・腹全体が温かく適度な潤いと艶がある 
  ・上腹部が平で下腹部がふっくら 
  ・適度な弾⼒がある＝腹⼒ 
  ・圧痛、緊張、硬結、動悸などがない
  ・健康な⼩児の腹にたとえられる

四診 切診 腹診18

 － 難経系腹診

  ・『難経』⼗六難
  ・肝病は臍の左…⼼病は臍の上…脾病は 
   臍の当りて…肺病は臍の右…腎病は臍 
   の下に動気あり、これを按せは牢く、   
   もしくは痛む」

四診 切診 腹診18
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ひとことで⾔うと…

－ 難経系腹診のポイントは 

  ・動悸＝拍動 
  ・硬い＝緊張 
  ・痛み＝圧痛 

さらにポイント

・腹部の所⾒→基本的に実 
・病の原因＝精気の虚 
・虚→邪（外邪・内邪） 
・虚の反応は難しい 

夢分流腹部臓腑配当

 － 傷寒論系腹診

  ・『腹証奇覧』(稲葉⽂礼、1800 年)に 
   紹介されている
  ・古⽅派では腹部の状態から湯液の処⽅ 
   を導き出す 
  ・鍼灸の処⽅（選⽳）の参考にもなる

四診 切診 腹診18

稲葉⽂礼、1800年刊
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代表的な腹証

 － 傷寒論系腹診

 A. ⼼下痞鞕（⼼下痞硬） 
  ・⼼下痞鞕(⼼下痞硬)：⼼下痞＋⼼下鞕  
   ・⼼下痞：⼼下部の⾃覚的つかえ 
   ・⼼下鞕：⼼下部の他覚的抵抗感 
  ・⼼下軟：⼼下部が無⼒ 
  ・結胸：⼼下部の膨満＋堅く圧痛 
  ・胃腸症状
  ・薬⽅例：半夏瀉⼼湯、⼤⻩⻩連瀉⼼湯 

四診 切診 腹診

しん か   ひ こう

18

 － 傷寒論系腹診

 B. 胸脇苦満 
  ・脇肋下部に充満感 
  ・肋⾻⼸の下縁に指を⼊れる 
   →苦満感や圧痛で⼊りにくい 
  ・気滞、肝・胆の病証 
  ・薬⽅例：⼩柴胡湯、⼤柴胡湯 

四診 切診 腹診

きょうきょう  く    まん

18

 － 傷寒論系腹診

 C. ⼩腹不仁（臍下不仁）  
  ・⼩腹とは下腹部のことで、臍下ともいう 
  ・下腹部に⼒がなく、フワフワとしていて 
   知覚鈍⿇があるものをいう 
  ・腎虚の証とされる
  ・薬⽅例：⼋味丸 

四診 切診 腹診

しょう  ふく   ふ  じん

18
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 － 傷寒論系腹診

 D. ⼩腹急結（少腹急結）  
  ・下腹部、ことに左下腹部に抵抗や硬結 
  ・瘀⾎の腹証とされる 

  ・薬⽅例：桃核承気湯 

四診 切診 腹診18

 － 傷寒論系腹診

 E. 裏急（腹裏拘急） 
  ・腹裏（腹直筋）のひきつれること 
  ・虚労の際にみられる 
  ・薬⽅例：⼩建中湯 

四診 切診 腹診18

切経

 Ⅲ 切経 経絡を切診すること
  ・指頭や指腹で軽く擦過または押圧 
   →臓腑・経絡の異常を診断する 
  ・異常のある経絡の反応点 
   →治療点や治療⽳の発⾒・選定 
  ・撮診(擦診) 
   →痛みの過敏性や抵抗の有無

四診 切診 切経18

経⽳診
 Ⅳ 経⽳診 
  ・経⽳の触診→臓腑・経絡の異常を診断 
  ・「五臓に疾あるや応は⼗⼆原に出る」 
  ・「陥下するは則ちこれに灸す」 
  ・「痛を以て輪となす」 
  ・陥下、圧痛、硬結、寒熱、膨隆、発汗   

四診 切診 経⽳診18



9	

 － 経⽳診

 １）募⽳診
  ・募⽳の状態て→臓腑の異常の診断
  ・腹診の⼀部ともされる

 ２）背診（候背） 
  ・⽪膚の状態、筋⾁の緊張、膨隆などの反応 
  ・⾜の太陽膀胱経の背部兪⽳の状態を確認 
  ・その左右差も確認することが重要

四診 切診 経⽳診18

脈診

 Ⅴ 脈診 
  ・速さや拍動の状態、強弱など脈の性状 
   →臓腑・経絡の異常などを推察 
  ・脈象を診る脈状診 
  ・各脈診部位を⽐較して診る⽐較脈診 

四診 切診 脈診18

 １）⼨⼝診法
  ・前腕前⾯下部の橈⾻動脈拍動部  
  ・⼨⼝の脈は⼿太陰肺経の脈 
   →五臓六腑の気⾎が循環する発着点 
   →気⾎の盛衰や臓腑の機能を反映

四診 切診 脈診18

 － １）⼨⼝診法

 A. 部位
 ・⼨（⼨⼝）、関（関上）、尺（尺中）の三部
 ・橈⾻茎状突起の頂点内側の動脈拍動部を関 
 ・関より遠位部を⼨、関より近位部を尺
 ・⼨が6分、関が6分、尺が幅7分、合計1⼨9分

四診 切診 脈診18
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 － １）⼨⼝診法

 B. ⽅法
 ・患者の姿勢は仰臥位、または座位 
 ・右⼿で患者の左⼿、左⼿で患者の右⼿  
 ・患者の⼿関節を⾃然に伸ばした状態 
 ・脈診部位がおよそ⼼臓と同じ⾼さ  
 ・橈⾻茎状突起の頂点に中指を当て関を取る 
 ・中指の横に⽰指・薬指を当て⼨・尺を取る 

四診 切診 脈診18

 － １）⼨⼝診法

 B. ⽅法
 ・患者の⾝⻑や体型、術者の指の太さなどを 
  考慮して 3 指の間隔を調整 
 ・軽く触れたり圧を変化させ段階的に圧を加る 
 ・指を軽く⽪膚に当てて診るのを浮取 
 ・圧を加え筋⾻の間に指を沈めて診るのを沈取 
 ・浮取と沈取の中間で診ることを中取

四診 切診 脈診18

脈の深さ

 － １）⼨⼝診法

 B. ⽅法
 ・3 指で同時に触按して脈を診ることを総按 
 ・1 指で⼀部の脈象を重点的に⾒ることを単按 
 ・脈診は五⼗動(50 の脈拍を数える)は診る 

四診 切診 脈診18

 ２）脈状診
  ・⼨⼝部に現れる脈象を診る 
  ・指に感じる動脈拍動の形象のこと 
  ・特徴によって脈に名称がある  
  ・触知された脈象から患者の状態を推察  
  ・健康な⼈の脈状を平脈、病により変化  
   した脈状を病脈

四診 切診 腹診18

 － ２）脈状診

 A. 脈の構成要素
 ・深さ：触知できる部位が浅いか深いか 
 ・速さ：脈拍が速いか遅いか
 ・強さ：指に感じる拍動が強いか弱いか
 ・流暢度：脈の流れ⽅が滑らかか渋っているか
 ・太さ：脈幅が太いか細いか
 ・緊張度：脈管が堅いか軟らかいか  
 ・⻑さ：⼨⼝部の脈位より⻑いか短いか
 ・脈律：リズムが整っているか乱れているか 

四診 切診 脈診18
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 － ２）脈状診 A. 脈の構成要素

 （1）浮・沈〜脈位の深さを表す 
  ・浮：浮位で最もはっきりと感じられるもの 
     病邪が表にある場合 
     陽邪が存在する場合 
     陰陽の制約関係が失調した場合
  ・沈：沈位で最もはっきりと感じられるもの 
     病邪が表から裏へ⼊った場合 
     内⽣の病邪が存在する場合 
     陽気が損傷した場合

四診 切診 脈診18

 － ２）脈状診 A. 脈の構成要素

 （2）遅・数〜脈拍の速さを表す 
  ・1 呼吸に4~5 拍を平脈 
  ・1 呼吸は通常、術者の呼吸を基準とする 
  ・遅：平脈に⽐べ、脈拍が遅いもの 
     陽気が損傷された場合
  ・数：平脈に⽐べ、脈拍が速いもの 
     陽邪（暑邪・⽕邪）を感受した場合 
     内熱・内⽕がある場合

四診 切診 脈診18

 － ２）脈状診 A. 脈の構成要素

 （3）虚・実〜拍動の強さを表す 
 ・術者の指を押し返す⼒があるかどうかを確認  
 ・虚：指を押し返す⼒の弱いもの 
    気⾎が不⾜した場合
 ・実：⼒強く指を押し返すもの 
    正気が充実している場合 
    熱が存在する場合 
    邪正相争がある場合

四診 切診 脈診18

 － ２）脈状診 A. 脈の構成要素

 （4）滑・濇〜脈の流暢度を表す 
  ・脈の流れ⽅が滑らかか、渋っているか 
  ・滑：脈の往来が滑らかなもの 
     痰湿が存在する場合 
     気⾎が充実している場合 
     邪熱が存在する場合 
  ・濇：脈の往来が渋っているもの 
     瘀⾎により気⾎の運⾏が阻滞した場合

四診 切診 脈診18

 B. 平脈
 ・健康な⼈の脈 
 ・脈が浮いても、沈んでもいない 
 ・速くも、遅くもない（1 息に4〜5 ⾄） 
 ・⼨⼝部が⻑くも、短くもない 
 ・脈管が太くも、細くもない 
 ・脈が硬くなく柔和で、触按した指を押し返す 
  ⼒があり、リズムよく拍動する 
 ・⼨⼝部の尺部を沈取して脈に⼒があるもの

四診 切診 脈診18

 C. 祖脈

 ・基本となる脈象は祖脈と呼ばれる 
 ・⼀般的には浮・沈・遅・数・虚・実の六脈
 ・表・裏、寒・熱、虚・実の病証を把握 
 ・六脈に滑・濇あるいは⼤・細を加えて⼋脈と 
  する説などもある

四診 切診 脈診18
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脈状 病証 
浮 表証、虚証
沈 裏証
遅 寒証
数 熱証
虚 虚証
実 実証
滑 痰湿、⾷滞
濇 ⾎瘀

 ３）⽐較脈診
  ・異なる拍動部位の脈を相互に⽐較 
  ・代表的な⽐較脈診 
   ・三部九候診 
   ・⼈迎脈⼝診 
   ・六部定位⽐較脈診 

四診 切診 腹診18

三部九候診

 ３）⽐較脈診

  ⼈迎脈⼝診 
   ・脈診部位： ⼈迎（頸動脈拍動部） 
          脈⼝（橈⾻動脈拍動部） 
   ・両⼿で同時に診て、強さを⽐較 
   ・差の倍率によって経絡の異常を判定
   ・⼈迎が強い場合は陽経に病 
   ・脈⼝が強い場合は陰経に病 

四診 切診 腹診18

六部定位脈診と経脈 六部定位脈診と臓腑
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 六部定位脈診で
    わかること

・わかること 
 ・経脈（臓腑）の虚実 
 ・上焦・中焦・下焦の虚実 
・わからないこと 
 ・病因→脈状でわかる 臨床の流れ

 － 本⽇の復習  

 ・難経系腹診のポイントは？
 ・胸脇苦満は何を意味する？
 ・⼩腹不仁は何を意味する？
 ・濇脈は何を意味する？

病因病機18


