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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.19

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
難経系腹診のポイント
は？

答え
  ・動悸＝拍動
  ・硬い＝緊張
  ・痛み＝圧痛

質問２
胸脇苦満は何を意味す
る？

答え

気滞、肝・胆の病証



2	

質問３
⼩腹不仁は何を意味す
る？

答え
腎虚の証

質問４
濇脈は何を意味する？

答え
瘀⾎

〈 本⽇の内容〉

 第５章 弁証論治

  第１節 弁証
   Ⅰ 弁証⽅法
    １）⼋綱弁証 ２）気⾎津液弁証
    ３）臓腑弁証 ４）経絡弁証 ５）六淫弁証
    ６）六経弁証 ７）衛気営⾎弁証
    ８）三焦弁証
   Ⅱ 標本と主客
    １）標本 ２）主客

弁証⽅法
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 －弁証とは
   ・弁証とは、患者の症状と所⾒を 
  分析し、証を決めること 
 ・患者の状態を様々な視点で分析 
  →各種の弁証⽅法が⽤いられる

19 弁証 弁証⽅法 

「証」とは？

東洋医学的な 
病のタイプのこと 

例えば…

・カラダに必要なモノが 
 不⾜しているタイプ⇨虚証 
・カラダに熱がある状態⇨熱証 

 －弁証⽅法
 ・各種の弁証⽅法がある
   ・各々異なった視点から患者の病態 
  を分析 
 ・相互に組み合わせて⽤いられる

19 弁証 弁証⽅法 

弁証とは？

・病のタイプ分け 
・いろいろな切り⼝ 
・組み合わせて使う 

組み合わせ例

・カラダに必要なモノが 
 不⾜しているタイプ⇨虚証 
・カラダに熱がある状態⇨熱証 
      ⇩ 
      虚熱証 
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 －代表的な弁証⽅法の概略

 １）⼋綱弁証
 ・各種弁証⽅法の基礎 
 ・疾病の部位と性質、正気と邪気の 
  盛衰などの状況を⼤まかに弁別 
  →表裏・寒熱・虚実

19 弁証 弁証⽅法 

 －代表的な弁証⽅法の概略

 ２）気⾎津液弁証
 ・⽣理物質（気・⾎・津液・精）、 
  陰陽の失調による証候を分析 
 ・気虚・⾎瘀・痰湿・陰虚などの基 
  礎的病態を弁別

19 弁証 弁証⽅法 

 －代表的な弁証⽅法の概略

 ３）臓腑弁証
 ・臓腑の機能失調を分析する⽅法 
 ・原因がいずれの臓腑にあるか弁別 
 ・常に⼋綱弁証や気⾎津液弁証と組 
  み合わせて運⽤ 
 ・内傷病を総合的に診る弁証⽅法

19 弁証 弁証⽅法 

ここまでが 
とても⼤切！ 

 －代表的な弁証⽅法の概略

 ４）経絡弁証
 ・経絡の機能失調を分析する⽅法 
 ・証候の原因がいずれの経絡または 
  臓腑にあるか弁別

19 弁証 弁証⽅法 

 －代表的な弁証⽅法の概略

 ５）六淫弁証
 ・六淫による証候を分析する⽅法 
 ・⾵・寒・暑・湿・燥・⽕（熱） 
  による病態を弁別

19 弁証 弁証⽅法 
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 －代表的な弁証⽅法の概略

 ６）六経弁証
 ・外感病を分析する⽅法のひとつ 
 ・⾵寒を感受した後の病態の発⽣と 
  発展を6 つの証型に弁別

19 弁証 弁証⽅法 

 －代表的な弁証⽅法の概略

 ７）衛気営⾎弁証
 ・外感病を分析する⽅法のひとつ 
 ・外感温熱病（温病）を弁別

19 弁証 弁証⽅法 

 －代表的な弁証⽅法の概略

 ８）三焦弁証
 ・外感温熱病に⽤いる弁証⽅法の 
  ひとつ 
 ・湿熱による病証を弁別

19 弁証 弁証⽅法 

⼋綱弁証

 １）⼋綱弁証の概略 
 ・⼈体の状況を⼤まかに弁別 
 ・表・裏、寒・熱、虚・実、陰・陽 
 ・表・裏は病が存在する部位（病位） 
 ・寒・熱は病の性質（病性） 
 ・虚・実は正気と邪気の盛衰（病勢） 
 ・陰は裏・寒・虚を総括 
 ・陽は表・熱・実を総括 

弁証 弁証⽅法 １）⼋綱弁証19

つまり…

表裏、寒熱、虚実 
を決める 

基本の弁証 
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 A. 表裏弁証 外感病の進⾏過程を病位で弁別 

 （１）表証 
 ・外邪が⽪⽑、⼝、⿐から体内に侵襲  
 ・外感病の初期 
 ・発病が急、変化が早い、経過が短い 
 ・主な証候：発熱・悪寒 or 悪⾵・頭痛・ 
  項強・⾝体痛・⿐閉・⿐汁・咽喉部の 
  違和感・⾆苔薄⽩・脈浮など 

弁証 弁証⽅法 １）⼋綱弁証 A.表裏弁証19

 A. 表裏弁証 外感病の進⾏過程を病位で弁別 

 （２）裏証 
 ・病態が存在している部位が深部（裏）
 ・臓腑の機能失調や⽣理物質の病態は 
      裏証に属する 
 ・範囲が広い包括的な概念であり、多く  
  の症候が含まれる  

弁証 弁証⽅法 １）⼋綱弁証 A.表裏弁証19

表裏弁証のポイント

表証でない＝裏証 
− 表証の症候 − 

悪寒、発熱、頭痛、項強、脈浮 

 B. 寒熱弁証  
 ⼈体の陰陽＝温煦・滋潤 陰陽の失調→寒熱の偏重 

 （１）寒証 
  ・陰邪を感受＝陰盛（実寒） 
  ・陽気が不⾜＝陽虚（虚寒）
  ・症状：悪寒・寒がり・顔⾯蒼⽩・ 
      四肢の冷えなど 

19 弁証 弁証⽅法 １）⼋綱弁証 B.寒熱弁証

 B. 寒熱弁証  
 （２）熱証 
  ・陽邪を感受＝陽盛（実熱） 
  ・陰液が不⾜＝陰虚（虚熱）
  ・症状：発熱・暑がり・⽬⾚・顔⾯紅 
      潮・ほてりなど 

19 弁証 弁証⽅法 １）⼋綱弁証 B.寒熱弁証

 B. 寒熱弁証  
 （３）寒熱錯雑証 
  ・寒証と熱証が同時に存在する病証
  ・⼈体の上部が熱、下部が寒 
   ＝上熱下寒 

19 弁証 弁証⽅法 １）⼋綱弁証 B.寒熱弁証
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 C. 虚実弁証 
 ・⽣理物質、陰陽、臓腑の虚実を弁別 
  →正気と邪気の盛衰を弁別
 ・特に気⾎津液弁証と組み合わせる 
  →気虚や気滞など基礎的病証 
 ・虚実挟雑の場合、虚実の偏重を弁別 
  →補瀉の強弱を決定 

弁証 弁証⽅法 １）⼋綱弁証 C.虚実弁証19

 C. 虚実弁証  
 （１）虚証 
  ・⽣理物質の不⾜ 
  ・陰陽・臓腑などの機能が低下 
  ・正気が虚弱 

19 弁証 弁証⽅法 １）⼋綱弁証 C.虚実弁証

虚証のポイント

・不⾜ 
・機能低下 

 C. 虚実弁証  
 （２）実証 
  ・外邪の侵襲 
  ・⽣理物質の停滞 
  ・陰陽・臓腑の機能が亢進 
  ・邪気が旺盛 

19 弁証 弁証⽅法 １）⼋綱弁証 C.虚実弁証

実証のポイント

・外邪 
・停滞 
・機能亢進 

 C. 虚実弁証  
 （３）虚実挟雑証 
  ・虚証と実証が同時に存在する病証 
  ・疾病の本質が虚証、主な症候が実証   
   ＝本虚標実
  ・⼈体の上部が実、下部が虚 
   ＝上実下虚 

19 弁証 弁証⽅法 １）⼋綱弁証 C.虚実弁証



8	

 D. 陰陽弁証 
  ・陽証：表証・熱証・実証 
  ・陰証：裏証・寒証・虚証
  ・証候の基本的な性質を弁別する

弁証 弁証⽅法 １）⼋綱弁証 D.陰陽弁証19

気⾎津液弁証

 - 気⾎津液弁証の概略 
 ・⽣理物質および陰陽の失調を弁別
 ・証の中核となる病態 
 ・病位が不確定でも病態が把握できれば 
  治療可能 

弁証 弁証⽅法 ２）気⾎津液弁証19

つまり…

気⾎津液と陰陽の 
バランスの崩れを 

⾒つける弁証 

 A. 気の病証 

 （１）気虚・気陥・気脱 
  ・気の虚証 
  ・気の化⽣・供給不⾜、消耗 
   →気の量が減少＝気虚 
  ・気虚と上昇不能＝気陥
  ・気虚が極限にまで悪化＝気脱 

弁証 弁証⽅法 ２）気⾎津液弁証 A.気の病証19

 A. 気の病証 

 （２）気鬱・気滞・気逆 
  ・気の実証 
  ・軽度な気の循環障害＝気鬱 
  ・気が滞った病証＝気滞 
  ・気の上昇運動が過度 
   →気が上逆＝気逆 

弁証 弁証⽅法 ２）気⾎津液弁証 A.気の病証19
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  B. ⾎の病証 

 （１）⾎虚 
  ・⾎の虚証 
  ・⾎の不⾜・滋養作⽤が減退 

 （２）⾎瘀・⾎熱
  ・⾎の実証 
  ・⾎の運⾏失調→⾎が滞る＝⾎瘀 
  ・⾎と熱が合わさった病証＝⾎熱 

弁証 弁証⽅法 ２）気⾎津液弁証 B.⾎の病証19

  C. 津液の病証 

 （１）津液不⾜ 
  ・津液の虚証 
  ・津液の不⾜、滋潤作⽤が減退 

 （２）痰湿
  ・津液の実証 
  ・津液が停滞 
   →⽔・湿・痰・飲→疾病の原因 

弁証 弁証⽅法 ２）気⾎津液弁証 C.津液の病証19

  D. 精の病証 

 （１）精虚 
  ・精虚は精の虚証 
  ・精の不⾜→作⽤が減退した病態 

弁証 弁証⽅法 ２）気⾎津液弁証 D.精の病証19

  E. 陰の病証 

 （１）陰虚 
  ・陰液の不⾜→熱証を呈する病証 
  ・⾎虚・津液不⾜・精虚を伴いやすい 
 （２）陰盛（実寒） 
  ・陰の実証 
  ・寒邪や湿邪、冷飲⾷物の過⾷ 
  ・寒証を呈する病証 

弁証 弁証⽅法 ２）気⾎津液弁証 E.陰の病証19

   F. 陽の病証 

 （１）陽虚 
  ・陽気の不⾜→寒証を呈する病証 
  ・気虚から波及→気虚の証候を伴う 
 （２）陽盛（実熱） 
  ・陽の実証 
  ・熱邪などの感受、熱性飲⾷物の過⾷、   
   臓腑機能の亢進による内熱 

弁証 弁証⽅法 ２）気⾎津液弁証 F.陽の病証19

   G. 複合的な病証 

 ・複数の⽣理物質や陰陽機能が低下 
  →気⾎両虚、気陰両虚、精⾎不⾜、 
   陰陽両虚 
 ・複数の病態が結びつく 
  →気虚⾎瘀、⾎虚⾎瘀、気滞⾎瘀 
 ・痰や湿が熱化→痰熱、湿熱 
 ・内熱が⾎に影響→⾎熱 
 ・寒邪や内寒が⾎に影響→寒凝⾎瘀 

弁証 弁証⽅法 ２）気⾎津液弁証 G.複合的な病証19
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臓腑弁証

 A. 肝・胆の病証 

 （１）肝・胆の症候 
  ・肝の疏泄失調→情志の調節に影響 
   →精神抑鬱、急躁、易怒など 
  ・疏泄・蔵⾎の失調 
   →胸肋部痛、⽬⾚、⽬のかすみなど 
  ・胆の機能が失調 
   →⼝苦、⽿鳴、眩暈など 
  ・⾆脈所⾒：⾆辺紅や脈弦 

弁証 弁証⽅法 ３）臓腑弁証 A.肝・胆の病証19

 A. 肝・胆の病証 

 （２）関連する病態 
  ・肝の疏泄は気機を調節 
   →気鬱、気滞、気逆などの病態 
  ・肝は熱化しやすい 
   →実熱、湿熱などの病態 
  ・肝は全⾝の⾎を貯蔵する 
   →⾎虚、陰虚などの病態 

弁証 弁証⽅法 ３）臓腑弁証 A.肝・胆の病証19

 B. ⼼・⼩腸の病証 

 （１）⼼・⼩腸の症候 
  ・⼼の主⾎が失調→⾎脈の運⾏が阻害 
   →⼼悸、⼼煩、胸悶など 
  ・⼼神が失調 
   →不眠、意識障害など 
  ・⼩腸の機能が失調 
   →⼩便の異常、消化不良など 
  ・⾆脈所⾒：⾆尖紅や脈律不整 

弁証 弁証⽅法 ３）臓腑弁証 B.⼼・⼩腸の病証19

 B. ⼼・⼩腸の病証 

 （２）関連する病態 
  ・⼼の主⾎は気⾎を推動 
   →失調する→気虚、⾎虚、⾎瘀など 
  ・⼼は熱化しやすい→実熱 
  ・⼼と腎は⼈体の陰陽に深く関与 
   →陽虚、陰虚など 

弁証 弁証⽅法 ３）臓腑弁証  B.⼼・⼩腸の病証19
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 C. 脾・胃の病証 

 （１）脾・胃の症候 
  ・運化が失調 
   →飲⾷物の消化・吸収に影響 
   →⾷欲不振、腹脹、下痢など 
  ・⽔液をさばけない→痰湿が停留 
   →浮腫、⾝体の重だるさなど 
  ・胃の機能が失調 
   →胃痛、悪⼼、嘔吐など 

弁証 弁証⽅法 ３）臓腑弁証 C.脾・胃の病証19

  C. 脾・胃の病証 

 （２）関連する病態 
  ・脾は気を⽣成・⽔液を運化→失調 
   →気虚、痰湿など 
  ・脾は腎から陽気の補助→陽気が不⾜ 
   →機能が失調 
  ・胃は熱化しやすい→実熱→陰液損傷→陰虚 
  ・胃の受納失調→飲⾷物を消化不可→⾷滞 

弁証 弁証⽅法 ３）臓腑弁証  C.脾・胃の病証19

  D. 肺・⼤腸の病証 

 （１）肺・⼤腸の症候 
  ・肺の宣発・粛降が失調→呼吸に影響 
   →咳嗽、喘息、息切れなど 
  ・肺は衛気を体表に散布→衛気が不⾜ 
   →⾃汗、易感冒など 
  ・⼤腸の機能が失調→便秘、下痢など 

弁証 弁証⽅法 ３）臓腑弁証  D.肺・⼤腸の病証19

  D. 肺・⼤腸の病証 

 （２）関連する病態 
  ・肺は気を主る→失調→気虚 
  ・肺は体表とつながり、華蓋、嬌臓 
   →外邪の影響を受けやすい 
  ・肺は津液の代謝に関与→陰虚、痰湿 
  ・⼤腸は六腑→熱化しやい 
   →津液の吸収に関与 
   →痰湿、実熱の影響を受ける 

弁証 弁証⽅法 ３）臓腑弁証   D.肺・⼤腸の病証19
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   E. 腎・膀胱の病証 

 （１）腎・膀胱の症候 
  ・腎の蔵精が失調→髄海や⾻に影響 
   →⽿鳴、難聴、健忘、腰膝酸軟など 
  ・腎は⼆陰と密接な関係 
   →尿閉、遺尿、浮腫など 
   →不妊、経閉、陽萎など 
  ・膀胱の機能失調→⼩便不利、排尿痛 
  ・脈所⾒：尺中の脈が無⼒ 

弁証 弁証⽅法 ３）臓腑弁証   E.腎・膀胱の病証19

   E. 腎・膀胱の病証 

 （２）関連する病態 
  ・腎は精を蔵し、原気を化⽣ 
   →気虚、精虚を伴いやすい 
  ・腎は陰陽の根本→陰虚、陽虚 
  ・膀胱は六腑 
   →熱化しやすく津液の排泄に関与 
   →痰湿、実熱の影響 

弁証 弁証⽅法 ３）臓腑弁証    E.腎・膀胱の病証19

現実は…

かなり複雑！ 

   F. 五臓の複合病証 

 ・肝鬱気滞＋脾気虚＝肝脾不和 
 ・肝⽕上炎＋⼼⽕亢盛＝⼼肝⽕旺 
 ・肝⽕上炎＋肺実熱＝肝⽕犯肺 
 ・脾気虚＋⼼⾎虚＝⼼脾両虚 
 ・脾気虚＋肺気虚＝肺脾気虚 
 ・肺と腎がともに気虚＝肺腎気虚 
 ・⼼と肝がともに⾎虚＝⼼肝⾎虚 

弁証 弁証⽅法 ３）臓腑弁証     F.五臓の複合病証19
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   F. 五臓の複合病証 

 ・複数の臓が陰虚 
  →⼼腎陰虚、肝腎陰虚、肺腎陰虚 
 ・⼼腎陰虚＋⼼⽕亢盛＝⼼腎不交 
 ・複数の臓が陽虚 
  →⼼腎陽虚、脾腎陽虚 

弁証 弁証⽅法 ３）臓腑弁証     F.五臓の複合病証19

その他の弁証
 ４）経絡弁証 

 ・病症がどの経絡・臓腑にあるか 
  →分析し弁別する⽅法 
 ・外邪が⼈体に侵襲 
  →経気をめぐらせる働きが乱れる 
  →外邪は経絡を通じて臓腑に⼊る 
 ・臓腑の病変が経絡を通じて体表に反映

弁証 弁証⽅法 ４）経絡弁証19

 ５）六淫弁証 

 ・六淫による症候を分析する⽅法 
 ・六淫が⼈体に侵襲 
  →⼀定の病理変化が発⽣ 
  →侵襲した外邪の特徴を反映する症候 
   侵襲した病位特有の症候 
 ・現れた症候を分析 
  →侵襲した外邪と外邪の病位の弁別

弁証 弁証⽅法 5）六淫弁証19

六淫弁証とは？

・外邪の種類の弁別 
＝傷寒病か温病の弁別 
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六経弁証
 ６）六経弁証 

 ・外感病の進⾏過程で現れる症候を分析、 
  弁別する⽅法 
 ・主として傷寒という病に⽤いられる
 ・外感病の発⽣・進⾏過程を６段階分類 
 ・太陽・少陽・陽明・太陰・少陰・厥陰 
 ・各段階で出現する症候 
  →病因病機、治療法を導き出す

弁証 弁証⽅法 6）六経弁証19

   A. 太陽病 

 ・外感病の初期 
 ・⼋綱弁証では表寒証 
 ・⾵寒が⼈体に侵襲 
  →正気と邪気が体表で抗争する病証 
 ・証候：悪寒・発熱・頭痛・項強痛・ 
     脈浮など

19 弁証 弁証⽅法 6）六経弁証 A.太陽病

    B. 少陽病 

 ・半表半裏証 
 ・表裏の間で（少陽の段階で）正気と邪 
  気が争い、気機の失調を起こす病証 
 ・証候：寒熱往来・胸脇苦満・⼝苦・ 
     ⽬眩・脈弦など

19 弁証 弁証⽅法 6）六経弁証  B.少陽病

半表半裏証は？

肝・胆の病証 
のこと 

    C. 陽明病 

 ・裏実熱証 
 ・邪正抗争が激しく病勢が盛んな段階 
 ・証候：激しい汗・壮熱・激しい⼝渇・ 
     潮熱・⼤便秘結・譫語・洪脈

19 弁証 弁証⽅法 6）六経弁証   C.陽明病
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     D. 太陰病 

 ・裏虚寒証の初期段階 
 ・脾陽が損傷されて寒湿が発⽣ 
 ・証候：⾷欲不振・⽔様便・腹部膨満感 
     など

19 弁証 弁証⽅法 6）六経弁証  D.太陰病

     E. 少陰病 

 ・外感病の後期あるいは極まった時期 
 ・正気が衰退した段階 
 ・⼼腎の機能低下による病変 
 ・虚寒証または虚熱証 
 ・証候：四肢厥冷・精神疲労・⽔様便・ 
     ⼼煩・不眠など

19 弁証 弁証⽅法 6）六経弁証  E.少陰病

    F. 厥陰病 

 ・外感病の末期 
 ・正気の衰退、陰陽の失調 
  →寒熱錯雑（上熱下寒） 
 ・証候：胸部の不快感・激しい⼝渇・ 
     四肢厥冷・嘔吐・下痢など

19 弁証 弁証⽅法 6）六経弁証   F.厥陰病

六経弁証とは？

傷寒病のどの段階か？ 
を知ること 

六経弁証と⼋綱弁証

太陽病＝表寒実証 
少陽病＝半表半裏証 
陽明病＝裏実熱証 
太陰病＝裏虚熱証 
少陰病＝虚寒証 or 虚熱証 
厥陰病＝寒熱錯雑 

衛気営⾎弁証
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 ７）衛気営⾎弁証 

 ・外感温熱病の弁証に⽤いられる 
 ・衛分証・気分証・営分証・⾎分証 
 ・温熱病の進⾏過程 
  →病位、重症度で弁別する⽅法
 ・外感温熱病：熱邪を感受して起こる 
  多くの外感急性熱病の総称

弁証 弁証⽅法 7）衛気営⾎弁証19

衛気営⾎弁証とは？

外感温熱病 
を弁別すること 

三焦弁証
 ８）三焦弁証 

 ・温熱病を弁別する⽅法のひとつ 
 ・湿熱性の温病に対する弁証⽅法 
 ・衛気営⾎弁証＋三焦の概念 
  →温病の伝変法則をまとめたもの 
 ・上焦湿熱証→中焦湿熱証→下焦湿熱証

弁証 弁証⽅法 8）三焦弁証19

三焦弁証とは？

湿熱の部位・過程 
を弁別すること 

表証のポイント

表裏弁証

六淫弁証

六経弁証
衛気営⾎弁証

三焦弁証

いろいろ

さまざま

表証 裏証

傷寒病 温病
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標本と主客
 １）標本 

 ・⼈体に現れる病理的な現象を根本的な 
  ものと⼆次的なものに分類する概念 
 ・病態把握や治療⽅針の決定に必要 
 ・「標」と「本」は相対的な概念 
 ・正気と邪気、病態と症状、体内と体外 
  などの関係が挙げられる 

弁証 標本と主客 1）標本19

 １）標本 

  ・肝陽上亢の場合 
   ・肝腎陰虚が「本」 
   ・陽亢が「標」となる
  ・肝鬱気滞による頭痛の場合 
   ・肝鬱気滞が「本」 
   ・頭痛が「標」

弁証 標本と主客 1）標本19

 ２）主客 

 ・主となる病態と従属または⼆次的な病 
  態を分類する概念 
 ・主訴など解決すべき症候の直接的な原 
  因となる病態を「主」 
 ・病態は存在するが程度は軽く、主訴の 
  病因病機に直接関与しない病態「客」 

弁証 標本と主客 2）主客19

 ２）主客 

 ・肝脾不和→気滞が顕著で気虚が不明瞭 
  ・気滞が「主」で、気虚が「客」 
 ・肝胃不和→気虚が顕著で気滞が不明瞭 
  ・気虚が「主」で、気滞が「客」
 ・主客は、病態の強弱を判断する概念 
 ・主たる病態に先に施治を⾏うのが原則 

弁証 標本と主客 2）主客19

 － 本⽇の復習  

 ・表証の症候は？
 ・実証の３つのポイントは？
 ・傷寒病を弁別する弁証は？
 ・半表半裏は臓腑では何の病証？

弁証19


