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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.20

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
表証の症候は？

答え
 悪寒、発熱、頭痛、
 項強、脈浮

質問２
実証の３つの
ポイントは？

答え
外邪、停滞、機能亢進 
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質問３
傷寒病を弁別する

弁証は？

答え
六経弁証

質問４
半表半裏は

臓腑では何の病証？

答え
肝・胆の病証

〈 本⽇の内容〉

 第５章 弁証論治
  第２節 論治
   Ⅰ 治則
    １）扶正袪邪 ２）治病求本 標本同治
    ３）陰陽の調整 ４）正治と反治
    ５）時に応ずる、地に応ずる、⼈に応ずる
   Ⅱ 治法
    １）治法⼋法 
    ２）⽣理物質の病証に対する治法
    ３）臓腑の病証に対する治法
    ４）外感病に対する治法
    ５）症候に対する治法 ６）その他の治法

〈 鍼灸治療の⼿順 〉

    理     法  ⽅・⽳   術

四診 弁証

⼋綱弁証 

六淫弁証 

気⾎津液弁証 

臓腑弁証 

経絡弁証 

六経弁証 

衛気営⾎弁証 

三焦弁証

論治 配⽳

刺法 

 

 

 

灸法

治則 

 

 

 

治法
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〈 湯液治療の⼿順 〉

    理     法      ⽅     薬

四診 弁証

⼋綱弁証 

六淫弁証 

気⾎津液弁証 

臓腑弁証 

経絡弁証 

六経弁証 

衛気営⾎弁証 

三焦弁証

論治 処⽅ ⽣薬

治則 

 

 

 

治法

治 則

 －治則とは
 ・疾病に対する治療の原則
 ・扶正去邪・補虚瀉実・治病求本・ 
  標本同治・陰陽の調整などがある

20 論治 治則 

 １）扶正去邪 A. 扶正
   ・扶正とは正気を扶けること 
  →⼈体の抵抗⼒を向上→健康 
 ・扶正の⽅法 
  ・臓腑の機能を調節 
  ・気を補う ・⾎を養う  
  ・精を補填する

20 論治 治則 １）扶正去邪 

 １）扶正去邪 B. 去邪
   ・去邪とは邪気を取り除くこと 
 ・疾病の原因を取り去る→治癒 
 ・去邪の⽅法 
  ・外邪を体外へ追い出す 
  ・瘀⾎や痰湿を除去する 
  ・内熱を取り去る

20 論治 治則 １）扶正去邪 

 １）扶正去邪 C. 補虚瀉実
   ・補虚＝扶正→虚証に⽤いられる 
 ・瀉実＝去邪→実証に⽤いられる 
 ・虚実挟雑の状態 
  →正邪の盛衰や緩急の⾒極め 
  →補瀉のどちらを重視するか判断

20 論治 治則 １）扶正去邪 
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要するに…

扶正去邪＝補虚瀉実 
虚を補い、実を瀉す 

という治療原則のこと 

 ２）治病求本 標本同治 

 ・標＝疾病の現象 
 ・本＝疾病の本質 
 ・治病求本：本に対しての根本治療 
 ・標本同治：標治と本治は同時 
 ・状況によっていずれかを優先

20 論治 治則 ２）治病求本 標本同治 

 A. 急則治標 （急なれば標を治す） 

 ・急性で病勢が激しい 
 ・標を放置すると本が悪化する 
     ↓ 
  まず標に対処するという原則 
  症状の寛解後に本治を⾏う

20 論治 治則 ２）治病求本 標本同治 

 B. 緩則治本 （緩なれば本を治す） 

 ・病勢が緩徐 
 ・経過が⽐較的⻑い 
     ↓ 
  本治を優先するという原則 

20 論治 治則 ２）治病求本 標本同治 

 ３）陰陽の調整 

 ・健康＝陰陽が平衡 
 ・疾病＝陰陽が失調 
 ・陰陽の調整→⽣理機能を維持 
 ・対⽴・依存・制約・消⻑・転化な 
  どの相互関係を把握

20 論治 治則 ３）陰陽の調整 

 ４）応時、応地、応⼈ 
 ・⾃然界と⼈体は密接な関係
 ・天・地＝⾃然界
  →季節や気候、地理や社会環境
 ・⼈＝⼈体
  →患者の体質や年齢など
    ↓
  病態把握・治療⽅針の参考に

20 論治 治則 ５）応時、応地、応⼈ 
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 A. 時に応ずる 
 ・気候の変化
  →⼈体の⽣理・病理に影響
  →季節や気候変化を考慮
  ・春夏は陽が旺盛→陰が不⾜
   →治療では陰液を損なわないよう注意
  ・秋冬は陰が旺盛→陽が不⾜
   →治療では陽気を損なわないよう注意

20 論治 治則 ５）応時、応地、応⼈ 

 B. 地に応ずる 
 ・⽣活する地域が異なる
  →気候や⽣活習慣も異なる
  →体質や発症しやすい疾病の種類
   や特徴も異なる
  ・⾼温多湿の地域→湿熱の影響
  ・乾燥した地域→陰液不⾜の影響

20 論治 治則 ５）応時、応地、応⼈ 

 C. ⼈に応ずる 
 ・患者⾃⾝の様々な素因を考慮
 ・年齢、性別、体質、⽣活習慣、
  社会環境、⼼理状態など
  ・⾼齢→精が不⾜しがち
  ・⼥性→⾎の不⾜が発⽣しやすい
  ・神経質な性格→気滞になりやすい

20 論治 治則 ５）応時、応地、応⼈ 

治 法

 －治法とは
 ・各病証に対する具体的な治療法
  もしくは治療⽅針のこと
  ・『⻩帝内経』に具体的な⽅法
  ・『傷寒雑病論』が内容を充実・発展
  ・歴代医家が多くの新たな治法を制定・分類

20 論治 治法 

 １）治法⼋法
   ・古来より⾏われていた治療⽅法 
 ・汗法、吐法、下法、和法、温法、 
  清法、補法、消法の８つに分類 
 ・治療の基本となる⽅法

20 論治 治法 １）治法⼋法 
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 A. 汗法
 ・発汗させ体表部に侵襲した邪気
  を汗とともに取り除く⽅法

 B. 吐法  
 ・嘔吐させ痰飲や⾷積を吐き出さ
  せる⽅法

20 論治 治法 １）治法⼋法 

 C. 下法
 ・瀉下法のことで、排便を促すこ
  とにより病因を除去する⽅法

 D. 和法 
 ・調和、協調させることにより、
  ⽣理物質、臓腑の機能、陰陽の
  偏盛偏衰を改善に導く⽅法

20 論治 治法 １）治法⼋法 

 E. 温法（温熱法）
 ・温性の⽣薬や灸を⽤いて、体内
  の寒邪を取り除く⽅法

 F. 清法
 ・熱邪を取り除く⽅法

20 論治 治法 １）治法⼋法 

 G. 補法
 ・不⾜した⽣理物質を補う、また 
  は減退した臓腑の機能を回復さ 
  せる⽅法

 H. 消法  
 ・停滞・貯留した病理物質を消散
  させることにより除去する⽅法

20 論治 治法 １）治法⼋法 

２）⽣理物質の病証に対する治法
  A．虚証   
 ・不⾜した⽣理物質や陰陽を補う 
 ・病態に応じて補う、潤す、温める 
 （１）気虚 
  ・不⾜した気を補充 
   ⇒補気 or 益気 

20 論治 治法 ２）⽣理物質の病証に対する治法 

 （２）⾎虚   
  ・不⾜した⾎を補充 
    ⇒補⾎ or 養⾎   

 （３）精虚   
  ・不⾜した精を充填⇒填精 
  ・固摂を強めて漏出を防ぐ⇒固精 

20 論治 治法 ２）⽣理物質の病証に対する治法 
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補⾎と養⾎の違い

・補⾎：不⾜した⾎を補う 
・養⾎：肝を養って⾎を補 
    充する 

 （４）陰虚   
  ・陰液を補う→⼈体を滋潤⇒滋陰 
  ・陰虚陽亢の場合 
   内熱で上昇した気を下降⇒潜陽  
 （５）陽虚   
  ・陽気を補う→⼈体を温煦⇒温陽

20 論治 治法 ２）⽣理物質の病証に対する治法 

 ２）⽣理物質の病証に対する治法
  B．実証   
 ・瀉すことが基本 
 ・病態に応じて、取り除く、めぐら  
  せる、調整する、変化させる 

20 論治 治法 ２）⽣理物質の病証に対する治法 

 （１）気滞   
  ・気の滞りを除き、気機を正常な 
   状態に戻す⇒理気 or ⾏気 

 （２）⾎瘀 
  ・⾎の滞りを除き、⾎の流れを正 
   常な状態に戻す⇒活⾎ or 化瘀 

20 論治 治法 ２）⽣理物質の病証に対する治法 

理気と⾏気の違い

・理気：気を調整する 
・⾏気：気を通⾏させて流 
    れをよくする 
 ＊理気の内容を含んでいる 

活⾎と化瘀の違い

・活⾎：⾎をめぐらせる、 
    通す、流れを活発 
    にする 
・化瘀：⾎瘀を変化させる、 
     消散させる 
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 （３）痰   
  ・体内に発⽣した痰を取り除く 
   ⇒去痰 or 化痰 

 （４）湿 
  ・体内に発⽣した湿を取り除く 
   ⇒化湿、利湿、去湿 

20 論治 治法 ２）⽣理物質の病証に対する治法 

去痰と化痰の違い

・去痰：痰を除去・排除 
・化痰：痰を変化させる、 
    消散させる 

化湿、利湿、去湿の違い

・化湿：湿→運化により消散→取り除く 
     湿が上焦や中焦に存在 
・利湿：湿→尿として体外へ排泄 
     湿が下焦に存在 
・去湿：化湿や利湿によって体内に停留  
     した湿を除去する⽅法の総称 

 C．気機の失調を伴う病態   

 （１）気陥 
  ・過剰に下降した気機を上昇させ 
   正常な状態に戻す⇒昇提 
  ・気虚が同時に存在⇒補気昇提 

20 論治 治法 ２）⽣理物質の病証に対する治法 

 C．気機の失調を伴う病態   

 （２）気逆 
  ・過剰に上昇した気機を下降させ 
   て、正常な状態に戻す 
   ⇒降逆 

20 論治 治法 ２）⽣理物質の病証に対する治法 

 ３）臓腑の病証に対する治法
  A．各臓腑の治法   
（１）⼼の病証 
 ・⼼気虚、⼼⾎虚→⼼神の失調 
  ⇒養⼼安神 or 寧⼼安神 
 ・内熱や虚熱→⼼⽕→⼼神に影響 
  ⇒清⼼安神 

20 論治 治法 ３）臓腑の病証に対する治法 
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（２）肝の病証 
 ・疏泄の失調⇒疏肝 
 ・肝陽が亢進→気機が上昇⇒平肝 
 
（３）脾の病証 
 ・運化の失調による病証⇒健脾 
 ・脾気虚⇒健脾益気 

20 論治 治法 ３）臓腑の病証に対する治法 

（４）肺の病証 
 ・宣発・粛降の失調⇒宣肺 or 粛肺 
 ・肺陰虚や肺腎陰虚⇒潤肺 
 
（５）腎の病証 
 ・腎の機能失調⇒補腎 
 ・腎精不⾜⇒補腎填精 

20 論治 治法 ３）臓腑の病証に対する治法 

（６）胃・中焦の病証 
 ・胃の病証⇒和胃 
 ・中焦（脾胃）が虚弱な病証 
  ⇒補中

20 論治 治法 ３）臓腑の病証に対する治法 

 ４）外感病に対する治法
  A．六淫の治法   
（１）⾵邪の病証 
 ・⾵邪を取り除く⇒去⾵ or 疏⾵ 
 ・⾵寒⇒疏⾵散寒 
 ・⾵熱⇒清熱去⾵ 

20 論治 治法 ４）外感病に対する治法 

（２）寒邪の病証 
 ・寒邪を消散させる⽅法⇒散寒 
 ・温めて寒邪を取り除く⇒温陽散寒 

（３）暑邪の病証 
 ・暑邪を取り除く⽅法⇒清暑

20 論治 治法 ４）外感病に対する治法 

（４）湿邪の病証 
 ・湿邪を取り除く⽅法 
  ⇒去湿、化湿、利湿 
 ・湿熱⇒清熱去湿

20 論治 治法 ４）外感病に対する治法 
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（５）燥邪の病証 
 ・燥邪を取り除く⽅法 
  ⇒清燥または潤燥 
 ・肺に内熱→陰液を損傷→内燥 
  ⇒清肺潤燥

20 論治 治法 ４）外感病に対する治法 

（６）熱邪の病証 
 ・⽕邪を取り除く⇒瀉⽕ 
 ・熱邪を取り除く⇒清熱

20 論治 治法 ４）外感病に対する治法 

 ４）外感病に対する治法
  B．表証の治法   
 ・体表の外邪を解く⽅法 
  ⇒解表⇒主として発汗させる 
 ・⾵寒表証⇒疏⾵散寒解表 
 ・⾵熱表証⇒疏⾵清熱解表 

20 論治 治法 ４）外感病に対する治法 

ちょっと復習

・六経弁証とは？ 
・外感病のうち傷寒病 
・太陽→少陽→陽明→太陰  
 →少陰→厥陰と進⾏ 

 ４）外感病に対する治法
  C．六経病証の治法   
（１）太陽病 
 ・太陽病は表寒証に属する 
 ・太陽病の治法⇒解表 or 散寒 

20 論治 治法 ４）外感病に対する治法 

（２）少陽病 
 ・少陽は太陽と陽明をつなぐ役割 
  ＝少陽枢機 
 ・外邪が少陽に侵襲→少陽枢機不利 
  →⽣理物質の通⾏が阻害 
  →往来寒熱やめまい 
  ⇒和解＝和解少陽 
 ・邪気が熱邪の場合⇒透熱

20 論治 治法 ４）外感病に対する治法 
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（３）陽明病 
 ・陽明病は裏実熱証⇒清法 
 ・熱邪が陽明経に存在 
  ⇒宣通＝清宣陽明 
 ・熱邪が糟粕と結びついた場合 
  ⇒便とともに熱邪を排泄 
  ⇒泄熱

20 論治 治法 ４）外感病に対する治法 

（４）太陰病 
 ・脾陽が損傷されて寒湿が発⽣ 
  ⇒寒邪を消散させ中焦を温める 
  ⇒温中散寒 

20 論治 治法 ４）外感病に対する治法 

（５）少陰病 
 ・陰陽の失調が発⽣ 
  →虚寒証⇒陽気を回復＝回陽救逆 
  →虚熱証⇒虚熱を取り除き滋陰 
        ＝清熱滋陰 

20 論治 治法 ４）外感病に対する治法 

（６）厥陰病 
 ・寒熱錯雑が発⽣ 
  ⇒清熱、散寒、温陽、和解などを 
   ⽤いて正常な状態に戻す

20 論治 治法 ４）外感病に対する治法 

 ５）症候に対する治法
  A.「⽌〜」を⽤いる症候   
 ・疼痛、眩暈、泄瀉、咳嗽、嘔吐、 
  掻痒など→「⽌める」 
 ・治法を⽰す⽤語は「⽌〜」 
 ・疼痛に対して「⽌痛」 
 ・眩暈に対して「⽌暈」

20 論治 治法 ５）症候に対する治法 

 B.「通〜」を⽤いる症候   
 ・⿐閉、便秘、癃閉、痛経など 
  →「通じさせる」 
 ・治法を⽰す⽤語は「通〜」 
 ・⿐閉に対して「通⿐」 
 ・便秘に対して「通便」 
 ・癃閉に対して「通利」 
 ・経絡の滞りに対して「疏通経絡」

20 論治 治法 ５）症候に対する治法 
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 ６）その他の治法
  A. ⾷滞   
 ・宿⾷を除去⇒消⾷導滞
  B. ⾎熱   
 ・熱邪⇒清法＝清熱涼⾎
  C. 内⾵   
 ・体内で発⽣した⾵邪を取り除く 
  ⇒熄⾵（去⾵という場合も多い）

20 論治 治法 ６）その他の治法 

 － 本⽇の復習  

 ・治法⼋法を８つ？
 ・清法とはなにか？
 ・⾎瘀に対する治法は？
 ・表証に対する治法は？

論治20


