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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.23 

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 

 

〈 本日の内容〉 

食養生の指導方法 

    １．ベースとなる考え方  

    ２．薬膳の基礎知識  

    ３．食養生指導の３STEP  

    ４．具体例で考えてみよう！  

 

１．ベースとなる 

考え方 

   
体に合った食べ物 

   ・カラダは人それぞれ違う 

   ・誰もが健康になる食材はない 

   ・それぞれに合った食べ物が必要 

23 １．ベースとなる考え方 

   
自然との調和が基本 

   ・いつ（季節、時間帯）  

   ・どこで（気候地域特性、室温）  

   ・だれが（男女、体質、体調、年齢）  

   ・なにを（食材の五性・五味・五色・旬）  

   ・どのように（温、冷、炒める、スープ） 

23 １．ベースとなる考え方 

   
医食同源・薬食同源 

   ・薬膳は鍼灸、湯液などと同様の治療法 

   ・薬療不如食療（薬療は食療に如かず） 

   ・食事は薬より作用が穏やか 

    →毎日続けることに意義がある 

    →治未病 

23 １．ベースとなる考え方 
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そのためのSTEP 

   ❶ まず食べるヒトを理解する＝弁証 

   ❷ そのヒトに合った食を考える＝論治 

   ❸ わかりやすく伝える＝養生指導 

23 １．ベースとなる考え方 

２．薬膳の基礎知識 

   
五気 

   ・寒・涼・平・温・熱 

   ・食べ物がカラダに与える寒熱性 

   ・薬膳でもっとも基本となる 

23 ２．薬膳の基礎知識 

   
五味 

    ・酸・苦・甘・辛・鹹 
    ・食べ物の味 
    ・味のもつ作用が大切 

23 ２．薬膳の基礎知識 

五味については、 

ちょっと詳しく！ 

   
酸 

収斂・固渋・生津 

  ・体（筋肉）を引き締める 

  ・出過ぎ（汗や尿など）を収める 

  ・渋らせる 

  ・津液を生み出す 

23 ２．薬膳の基礎知識 五味 

しゅうれん     こじゅう     せいしん 
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苦 

清熱・堅化・燥湿 

  ・熱を下げる 

  ・軟らかくなり過ぎたものを堅くする 

  ・乾燥させる（体内の水分を外に出す） 

23 ２．薬膳の基礎知識 五味 

 せいねつ          けんか       そうしつ 

   
甘 

補益・緩和・和中・滋養・強壮    

     ・虚を補う 

     ・緊張を緩める（→止痛） 

     ・薬性を中和する 

     ・調和する（毒消し） 
     ・元気にする 

23 ２．薬膳の基礎知識 五味 

 ほえき           かんわ        わちゅう      じよう     きょうそう 

   
辛 

発散・行気・活血 

      ・（停滞を）発散させる 

      ・発汗する 

      ・気血の流れを良くする 

23 ２．薬膳の基礎知識 五味 

 はっさん         こうき       かっけつ 

   
鹹 

軟堅・散結・潤下 

      ・堅いものを軟らかくする 

      ・しこりなどを散らす 

      ・下す（便通を良くする） 

      ・潤す 

23 ２．薬膳の基礎知識 五味 

 なんけん        さんけつ     じゅんか 

   

『素問』 

肝・心・脾・肺・腎 

酸・苦・甘・辛・鹹 

収・堅・緩・散・軟 

23 ２．薬膳の基礎知識 五味 

   
淡・渋 

      ・淡味は甘味に属し利尿作用 

      ・渋味は酸味と同様の作用 

23 ２．薬膳の基礎知識 その他の味 
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帰経 

  ・食材が人体のどこ（五臓六腑）に対して 

    薬効があるかを示す 

   ・不明な点も多いので、参考程度にする 

 

23 ２．薬膳の基礎知識 帰経 

   
食べ方・食材選び 

   ・少食 ・よく噛む ・毎日続ける 

    ・旬のもの ・新鮮なもの  

    ・できるだけ発酵食を取り入れる 

23 ２．薬膳の基礎知識 食べ方・食材選びの基本 

閑話休題 
   

季節の食養生 

   ・春は酸味を控え、甘味をとる  

   ・夏は酸味、苦味をとる 

   ・秋は辛味を控え、酸味をとる 

   ・冬は辛味、鹹味をとる 

 

23 ２．薬膳の基礎知識 プラスα 

・春の酸味を控えるのは肝気の高揚を抑制 

   甘味は脾の消化の働きを高める 

・夏の酸味は汗を抑え、苦味は清熱する 

・秋の辛味を控えるのは乾燥を防ぐ 

   酸味は潤いを補う 

・冬の辛味は体を温め、鹹味は腎を補う 

理由を考えてみよう！ 

   
以臓補臓 

    ・臓を以て臓を補う  

    ・以類補類、以形補形 

 

23 ２．薬膳の基礎知識 プラスα 
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低糖質な食事 

 ・東洋医学的には気血水の停滞を生む  

 ・生活習慣病のもとになる 

 ・簡単に実践できる 

23 ２．薬膳の基礎知識 プラスα 

３．食養生指導の 

３STEP 

  STEP-１ 

バランスの崩れを 
見つける 

    ・まず大切なのは寒熱 

    ・寒タイプ ・熱タイプ 

    ・平タイプ ・寒＋熱タイプ 

23 ３．食養生指導のSTEP-１ 

寒熱をさらに詳しく… 

陰 陽 

虚 陰虚（虚熱） 陽虚（虚寒） 

実 陰盛（実寒） 陽盛（実熱） 

 ・次に気血津液の虚実 
  →このレベルは難しいが可能 

  →タイプ別の食養上の基本 

   ＝気血水×虚実＝６タイプ 

 ・さらに五臓六腑の虚実 
  →これは食事だけでは無理 

  →漢方・鍼灸の受診が必要と考える 

もっと考えてみよう！ 気血水×虚実の６タイプ 

気 血 津液 

虚 気虚 血虚 陰虚 

実 気滞 血瘀 痰湿 
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  STEP-２ 

対応する食材と 
その組合せを考える 

   ・食材の五性・五味・帰経を把握 

   ・なるべく旬の食材を利用する 

   ・一食を総合的に考える 

23 ３．食養生指導のSTEP-２ 

   
寒熱に対応する食材 

   ・寒証→温・熱の食材を多めに  

   ・熱証→涼・寒の食材を多めに 

   ・平・反対の食材も取り入れる  

23 ３．食養生指導のSTEP-２ 

※虚寒には温性、実寒には熱性、 

 虚熱には涼性、実熱には寒性 と考えてもよい 

   
気血水に対応する食材 

   ・タイプ別に食・生活を指導  

   ・目的をハッキリさせる 

    ・不足を補う（虚に対して補） 

    ・停滞を流す（実に対する瀉） 

23 ３．食養生指導のSTEP-２ 

   
気虚 

   ・五気：温 または 平  

   ・五味：甘味 

   ・養生：早寝してよく眠る 

       よく噛む 

23 ３．食養生指導のSTEP-２ 

   
血虚 

   ・五気：平 または 温  

   ・五味：甘味・酸味・鹹味 

   ・養生：過労を避ける 

       偏食しない 

23 ３．食養生指導のSTEP-２ 

   
陰虚 

   ・五気：涼 または 平  

   ・五味：甘味・酸味・鹹味 

   ・養生：よく眠る 

       辛味の強い薬味は控える 

23 ３．食養生指導のSTEP-２ 
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気滞 

   ・五気：温・平・涼  

   ・五味：辛味・苦味 

   ・養生：ストレスを発散する 

       薬味、ハーブ、スパイス 

23 ３．食養生指導のSTEP-２ 

   
血瘀 

   ・五気：温・熱・平  

   ・五味：辛味・苦味 

   ・養生：からだを温める 

       冷やすものを避ける 

23 ３．食養生指導のSTEP-２ 

   
痰湿 

   ・五気：平・温・熱  

   ・五味：淡味 

   ・養生：からだを温める 

       水分をとり過ぎない 

23 ３．食養生指導のSTEP-２ 

   
症状・季節に応じて 

   ・五味の作用を考慮して加える 

    例）気の停滞があるので辛味  

   ・季節に応じた養生を取り入れる 

    例）暑くて汗をかくので酸味 

23 ３．食養生指導のSTEP-２ 

  STEP-３ 

クライアントに 
指導する 

  ・考え方を分かりやすく伝える 

  ・カラダにとって安全で害がないこと 

  ・悪い食習慣を正すことも薬膳のうち 

23 ３．食養生指導のSTEP-３ 

・人のカラダはそれぞれ異なる 

・その人に合った食 

・日々続けることが大切 

ポイントは… 
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４．具体例で 

  考えてみよう！ 

 

もっとも重要なのは 

“ 寒熱 ” 

  ・寒熱は絶対にはずさない！ 

  ・寒熱だけでも効果はある 

  ・まずは寒熱から始める 

23 ４．具体例で考えてみよう！ 

 

寒熱のタイプ分け 

  ・分けるタイプは４つ 

   ・寒タイプ ・熱タイプ 

   ・平タイプ ・寒熱混在タイプ 

 

23 ４．具体例で考えてみよう！ 

 

熱タイプ 
 ・暑がり ・肌を触ると温かく感じる  

 ・冷たい飲食物を好む ・排泄時に熱感を伴う 

 ・顔色が赤い ・目が充血している ・舌質紅 

 ・口や喉が渇きやすい ・水分をたくさん取る  

 ・便秘（大便が硬い） ・尿色が濃く量が少ない  

 ・大小便の臭いが強い ・落ち着きがない  

 ・動作がせわしない 

23 ４．具体例で考えてみよう！ 

 

寒タイプ 
 ・手足が冷たく感じる（いわゆる冷え性）  

 ・腹部が冷える感じがする  

 ・寒がり（暖かいところを好む）  

 ・熱い飲食物を好む 

 ・顔色が（青）白い ・舌質淡 

 ・喉があまり渇かない ・尿が透明で量が多い  

 ・泥状便または水様便 

23 ４．具体例で考えてみよう！ 

 

平タイプ 
    ・寒熱のサインがほとんど見られない 

    ・だからといって健康とは限りません 

    ・こういう方もいます 

23 ４．具体例で考えてみよう！ 
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混在タイプ 
  ・どちらのサインがより強く出ているかで対応 

  ・どちらも強い場合 

   →病の状態が複雑 

   →安全のために平性の食材を選ぶ 

23 ４．具体例で考えてみよう！ 

 

食材の組み合わせ方 

  ・主食、主菜、副菜に分ける 

  ・それぞれの五気を考える 

23 ４．具体例で考えてみよう！ 

 

主食 
 ・米は平性 

 ・パン・麺類など小麦原料は涼性 

 ・そばも涼性 

 ・大豆粉の低糖質パンは平性 

23 ４．具体例で考えてみよう！ 

 

主菜 
肉・魚・卵 

 ・肉は豚は涼性、牛は平性、鶏は微温、  

  羊は温・熱 

 ・魚は温か平、貝類は涼か寒、海藻も寒 

 ・卵はゆで卵は平性、卵焼きは温性 

23 ４．具体例で考えてみよう！ 

 

副菜 
  ・野菜はほとんどが平性か涼性（ネギ類は温） 

   →野菜サラダは涼性、野菜炒めは温性 

  ・涼性の食材でも熱を加えると涼性が弱まる 

  ・涼性の食材でも油を使った調理で温性になる 

  ・味噌汁は基本的に涼性 

23 ４．具体例で考えてみよう！ 

 

考え方 
  ・クライアントの寒熱をチェック 

  例）寒→温性の食事を取る 

  ・主食、主菜、副菜それぞれの五気を調べる 

  ・なるべく温・涼・平すべて含むようにする 

  ・トータルでどうなるか考える 

  例）温２・涼１・平１→温性の食事 

23 ４．具体例で考えてみよう！ 
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その他の注意点 
   ・お酒は基本的に温性 

   ・基本的に冷たい飲食物は体に良くない 

   ・スパイス：少量でも温性の食材と考える 
    ※ミントなど涼性のものもある 

23 ４．具体例で考えてみよう！ 

日々の生活で 

実践してみよう！ 


