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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.21 

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 

治法八法を８つ？ 

 

答え 

 汗法、吐法、下法、  
 和法、温法、清法、 
 補法、消法 

質問２ 

清法とはなにか？ 

答え 

熱邪を取り除く方法 
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質問３ 

血瘀に対する治法は？ 

答え 

活血・化瘀 

質問４ 

表証に対する治法は？ 

答え 

解表 

 

〈 本日の内容〉 

 第５章 弁証論治 

  第３節 弁証論治の進め方と証の決定 

   Ⅰ 弁証の進め方 

    １）弁証の手順 

     A. 外感病と判断した場合 

     B. 内傷病と判断した場合 

 

弁証の進め方 
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     弁証とは？ 
 

 ・病をいろいろな 

  タイプに分けること 

 ❶ 表裏弁証 
  →外感表証の有無を確認 

    ⇓  

 ❷ 外感病か内傷病かを弁別 
    ⇓ 

 ❸ 外感病の場合 
    ⇓ 

22 弁証の進め方 

 ❹ 六淫弁証 
  → 外邪の種類を判断 

   ・風寒⇒六経弁証 

   ・温病⇒衛気営血弁証 

   ・湿熱⇒三焦弁証 

22 弁証の進め方 

 ❺ 内傷病の場合 

  ・寒熱弁証→陰陽の失調を判断 

  ・虚実弁証と気血津液弁証 

   →病態を把握 

  ・臓腑弁証、経絡弁証 

   →病位を特定 

  ・病態と病位を統合→証を決定 

22 弁証の進め方  

弁証の手順 

 手順１ 

 ・表裏弁証を使用 

 ・外感表証の有無を確認 

    ⇓ 

 ・外感病か内傷病か判断 

22 弁証の進め方 手順 
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 外感表証とは 

 悪寒・悪風・発熱・脈浮など   

 感冒の症候を呈する病証 

     ⇓ 

 これらの証候があれば外感病  

 なければ内傷病 

22 弁証の進め方 

 A. 外感病と判断した場合 

 手順２ 

 ・六淫弁証を使用 

    ⇓ 

 ・傷寒病か温病かを判断 

22 弁証の進め方 手順 A.外感病  

 ・傷寒病＝風寒 

 ・温病＝温熱・湿温 

    ⇓ 

 寒熱弁証を使用 

 ・寒証の存在→傷寒病 
 ・熱証の存在→温病 

22 弁証の進め方 手順 A.外感病  

 － 傷寒病の場合 

 ・六経弁証を使用 

    ⇓ 

 ・傷寒病のどの段階か？ 

  →太陽・少陽・陽明 

     太陰・少陰・厥陰 

22 弁証の進め方 手順 A.外感病  

     太陽病 
 

 ・表寒証 

 ・悪寒・発熱・頭痛・ 
  項強・脈浮など 

     少陽病 
 

 ・半表半裏証 

 ・寒熱往来・胸脇苦満・ 
  口苦・目眩・脈弦 
  など 
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     陽明病 

 ・裏実熱証 

 ・激しい汗・壮熱・ 
  激しい口渇・潮熱・ 
  大便秘結・譫語・      
  洪脈 

     ここまでは陽病 

 

陰病については 

省略します 

 － 温病の場合 

 ・温熱の邪が単独＝温病 

 ・温熱の邪＋湿邪＝湿病 

    ⇓ 

 ・温病⇒衛気営血弁証 

 ・湿病⇒三焦弁証 

22 弁証の進め方 手順 A.外感病  

     衛分証 
 

 ・表熱実証 

 ・発熱・咳嗽・咽頭痛  
  など 

     気分証 

 ・裏熱実証 

 ・熱が裏に侵入 
  →胸腹部の臓腑 
   （肺、脾胃、胆、大腸） 

  →機能失調 

     営分証 

 ・裏熱実証 

 ・営分＝陰分→心神  

 ・夜間の身熱、口乾、 
  煩躁など 
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     血分証 
 

 ・裏熱実証 

 ・動血→出血傾向 

 ・陰虚→肝風内動 

     三焦弁証 

 ・上焦湿熱証→肺 

 ・中焦湿熱証→脾胃 

 ・下焦湿熱証 
  →膀胱、小腸、大腸 

まずは、 

ここまでの流れを 

振り返ってみよう！ 

外感病か内傷病か 

（表裏弁証） 

傷寒病か温病か 

（六淫弁証） 

六経病を弁別 

（六経弁証） 

温熱病か湿熱病か 

（衛気営血弁証 

・三焦弁証） 

外感病 内傷病 

傷寒病 温病 

ここからは 

内傷病 

 B. 内傷病と判断した場合 

 手順２ 

 ・寒熱弁証を使用 

    ⇓ 

 ・陰陽の失調を判断 

22 弁証の進め方 手順 B.内傷病  
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 ・寒熱弁証 

  ・寒証 

  ・熱証 

  ・平寒平熱証 
   →陰陽失調なし→生理物質の失調 

  ・寒熱錯雑証 

22 弁証の進め方 手順 B.内傷病  

 B. 陰陽の失調なしの場合 

 手順３ 

 ・虚実弁証＋気血津液弁証 

    ⇓ 

 ・どの生理物質の失調か判断 

22 弁証の進め方 手順 B.内傷病  

気 血 津液 精 

虚 気虚 血虚 津液虚  精虚 

実 気滞 血瘀 痰湿 ― 

生理物質の失調＝虚実 

 B. 陰陽の失調ありの場合 

 手順３ 

 ・虚実弁証＋気血津液弁証 

    ⇓ 

 ・陰陽の虚実を判別 

22 弁証の進め方 手順 B.内傷病  

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 

ここまでの流れを 

振り返ってみよう！ 
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外感病か内傷病か 

（表裏弁証） 

外感病 内傷病 

陰陽の失調を確認 

（寒熱弁証） 

病態を導き出す 

気虚・気滞・血虚・血瘀・ 

津液虚・痰湿・精虚 
（虚実弁証・気血津液弁証） 

病態を導き出す 

陰虚・陰盛・陽虚・陽盛 
（虚実弁証・気血津液弁証） 

陰陽の失調なし 陰陽の失調あり 

 手順４ 

 ・時系列変化・主客を判断  

 ・病態が複数の場合 

  ・いつからか ・症状の程度 

  ・症候の偏重 ・主訴との関連 

  ・特徴的な証候かどうか 

  →標本・主客を判断 

22 弁証の進め方 手順 B.内傷病  

つまり問診が重要！ 

そこで問診の 

復習＋注意点 

主訴について 

❶ いつ  

❷ どこで 

❸ どこを 

❹ どのように 

❶ いつ？ 

・時間、天候、季節 

 →気温・湿度の影響を考慮 

 →１日の中の陰陽では？ 

 →急性・慢性の判断根拠 

❷どこで？ 

・発症の状況を把握 

 →原因などを推測しやすい 

・急に発症、発作的・間欠的→実証 

・徐々に発症、慢性的に経過→虚証 
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❸どこを？ 

・表面的 
 →症状のある部位の経脈の 

    ライン・ツボ・範囲 

・立体的 
 →痛みなどの深さ 

 →表裏の判断根拠 

・局所は移動 or 固定？ 

     例えば… 
 

 ・痛みが移動＝気滞 

 ・痛みが固定＝血瘀 

❹どのように？ 

・性質 
 →痛みの性質で病態が分かる 

・どの程度 
 →虚実の判断の参考に 

・経過→悪化・変化なし・緩解傾向 

・増悪・緩解因子 

     例えば痛みでも… 
 

・脹った感じ＝気滞 

・刺されたような＝血瘀 

・重だるい＝痰湿 

・我慢できる程度＝虚証 

❹どのように？ 

・動作 
   →動くと楽になる＝気滞 

   →動き始めに増悪＝実証 

   →動くと増悪＝血瘀 

・感情＝精神的ストレス 

   →多くは気滞 

 手順５ 

  ・臓腑弁証、経絡弁証 
   →病位を判断 

  ・四診情報を分析 
   →臓腑・経絡から弁別 

22 弁証の進め方 手順 B.内傷病  
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 手順６ 

  ・陰性所見 
   →病態・病位を確定 

  ・陰性所見とは、 
   存在していない症候 
   例）舌裏の怒脹がない 

22 弁証の進め方 手順 B.内傷病  

 手順７ 

  ・臓腑弁証 
   →病態と病位を統合 
   →弁証結果を導き出す 

  ・全身性の病態は病位が特 
   定されないことがある 

22 弁証の進め方 手順 B.内傷病  

実際の臨床では… 

・複合病証もある 

・病態はシンプルではない 

・すべての症候は揃わない 

 手順８ 

  ・治療方針を決定 
   →虚実弁証で補瀉のどち 
   らに重点を置くか判断 

  ・病態の標本や主客、虚実、  
   伝変・波及を考慮 

22 弁証の進め方 手順 B.内傷病  

 － 本日の復習   
 
 

 ・弁証の最初に何を弁別するか？ 

 ・六経弁証の少陽病は 

     表裏弁証ではなにか？ 

 ・内傷病と判断した場合、 

     次に何を弁証するか？ 

22 弁証の進め方 


