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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.24 

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〉 
 

東洋医学を施術にどう活かすか？ 
 

  １．美しいとはどういうことか？    

    １-１ 外面の美しさ   １-２ 内面の美しさ  
 

  ２．それを東洋医学で考えてみると？     

    ２-１ 外面について   ２-２ 内面について 

    ２-３ 気血津液でまとめると  ２-４ 五臓でまとめると         

  ３．では、実際に施術にどう活かすか？ 

    ３-１ 食養生  ３-２ 呼吸法  ３-３ 生活一般 
 

美しいとは 

どういうことか？ 
まずは「外面」 

   
お肌 

  ・キメが細かい  ・潤いがある 

  ・化粧ノリがイイ ・肌ツヤがイイ 

  ・血色がイイ   ・シワが少ない 

  ・クスミがない 

24 １．美しいとはどういうことか？ 

   
髪 

     ・脱毛が少ない 

     ・白髪が少ない 

     ・髪にハリがある 

     ・髪にツヤがある 

24 １．美しいとはどういうことか？ 
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体形 

     ・むくみがない 

     ・ムダな脂肪が少ない 

     ・筋肉の状態がイイ 

     ・骨が丈夫 

24 １．美しいとはどういうことか？ 

つぎに「内面」 

   
内面の美しさ 

    ・目の輝きがある 

    ・元気がある 

    ・やる気がある 

    ・ストレスに強い 

    ・考え方が前向き 

24 １．美しいとはどういうことか？ 

それを東洋医学で 
考えてみると？ 

まずは「外面」 

   
お肌 

  ・キメが細かい 

      ⇩ 

  ・肌を主どる肺・大腸の状態がイイ 

  ------------------------------------- 

  ・肺は皮毛を主る 

  ・肺・大腸は表裏関係 

24 ２．それを東洋医学で考えてみると？ 
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お肌 

  ・潤いがある 

      ⇩ 

  ・肌を主どる肺・大腸の状態がイイ 

  ・水の停滞（痰湿）がない 

   ＝水の代謝に関わる脾・肺・腎   

24 ２．それを東洋医学で考えてみると？ 

体内と体外（体表）の水のバランス 
 

 体内の水 ＞ 体外の水…むくみ・肌の乾燥 
 体内の水 ＜ 体外の水…肌のうるおい 
 

       ⇩ 
 余分な水を体内から排泄する 

24 ２．それを東洋医学で考えてみると？ 

〈津液の代謝〉 
脾・胃・肺・腎・膀胱と関係が深い 

水穀 脾・胃 

津液 

（分離） 

肺 

全身に輸布 

腎（管理） 

（肺は水の上源） 

（脾の力） 
膀胱 

排尿 

（不用） 

（推動・制御） 

   
お肌 

  ・お化粧ノリがイイ 

      ⇩ 

  ・肌を主どる肺・大腸の状態がイイ 

  ・血の停滞（血瘀）がない 

   ＝血の代謝に関わる肝・心・脾   

24 ２．それを東洋医学で考えてみると？ 

   
お肌 

  ・肌ツヤ・血色がイイ 

      ⇩ 

  ・血行がイイ＝血を送り出す心 

  ・血の停滞（血瘀）がない 

   ＝血の代謝に関わる肝・心・脾   

24 ２．それを東洋医学で考えてみると？ 

   
お肌 

  ・シワが少ない 

      ⇩ 

  ・老化が進んでいない 

  ・スローエイジング 

   ＝老化に関わる腎の状態がイイ    

24 ２．それを東洋医学で考えてみると？ 
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お肌 

  ・クスミがない 

      ⇩ 

  ・血瘀がない 

   ＝血行がイイ 

   ＝血液を送り出す心 

   ＝血の代謝に関わる肝・心・脾   

24 ２．それを東洋医学で考えてみると？ 

   
髪 

  ・脱毛が少ない 

      ⇩ 

  ・髪に関わる腎の状態がイイ 

   ＝栄養がイイ＝血虚がない 

   ＝血を作る脾の状態がイイ   

24 ２．それを東洋医学で考えてみると？ 

   
髪 

  ・白髪が少ない 

      ⇩ 

  ・髪・老化に関わる腎の状態がイイ 

24 ２．それを東洋医学で考えてみると？ 

   
髪 

  ・髪にハリとツヤがある 

      ⇩ 

  ・髪に関わる腎の状態がイイ 

24 ２．それを東洋医学で考えてみると？ 

   
体形 

  ・むくみがない 

      ⇩ 

  ・痰湿がない 

   ＝水の停滞がない 

   ＝水の代謝に関わる脾・肺・腎   

24 ２．それを東洋医学で考えてみると？ 

   
体形 

  ・ムダな脂肪がない 

      ⇩ 

  ・肌肉を主る脾の状態がイイ 

  ・代謝がイイ 

   ＝気の停滞（気滞）がない 

   ＝気の流れに関わる肝の状態がイイ   

24 ２．それを東洋医学で考えてみると？ 



5 

   
体形 

  ・筋肉の状態がイイ＝姿がイイ 

      ⇩ 

  ・筋を主どる肝の状態がイイ 

  ・肉付きに関わる脾の状態がイイ 

24 ２．それを東洋医学で考えてみると？ 

   
体形 

  ・骨が丈夫＝姿勢がイイ 

      ⇩ 

  ・骨を主どる腎の状態がイイ 

24 ２．それを東洋医学で考えてみると？ 

つぎに「内面」 

   
目の輝き 

  ・神気がある 

      ⇩ 

  ・精神が安定している 

   ＝安神 

   ＝神のコントロールをする心    

24 ２．それを東洋医学で考えてみると？ 

   
元気がある 

  ・原気がある 

      ⇩ 

  ・先天の精を消耗していない 

   ＝元気の根本に関わる腎     

24 ２．それを東洋医学で考えてみると？ 

   
やる気がある 

  ・気虚でない 

      ⇩ 

  ・気を作るもとに関わる 

       脾胃の機能が充実    

24 ２．それを東洋医学で考えてみると？ 
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ストレスに強い 

  ・気滞がない 

      ⇩ 

  ・気の流れに関わる 

       肝の機能が充実    

24 ２．それを東洋医学で考えてみると？ 

   
考え方が前向き 

  ・「憂」でない 

      ⇩ 

  ・憂という感情に関わる 

        肺の機能が充実    

24 ２．それを東洋医学で考えてみると？ 

気・血・津液・精 
でまとめると… 

   
気 

  ・気虚でない＝気が充足 

   →やる気・元気 

  ・気滞でない＝気の流れがイイ 

   →精神状態が良好   

24 ２．それを東洋医学で考えてみると？ 

   
血 

  ・血虚でない＝血が充足 

   →カラダに栄養が行き届いている  

  ・血瘀でない＝血の流れがイイ 

   →顔・皮膚の色・ツヤ    

24 ２．それを東洋医学で考えてみると？ 

   
津液 

  ・津液虚でない＝水が十分 

   →カラダの潤いがある  

  ・痰湿でない＝余計な水がない 

   →むくまない    

24 ２．それを東洋医学で考えてみると？ 
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精 

  ・精虚でない 

   ＝精の不足・浪費がない 

   →スローエイジング 

   →「若々しい」 

      「老化がゆっくり」   

24 ２．それを東洋医学で考えてみると？ 

五臓で 
まとめると… 

   
肝 

    ・ストレス発散 

    ・イライラしない 

    ・鬱状態にならない 

    ・精神状態がイイ 

24 ２．それを東洋医学で考えてみると？ 

   
心 

    ・血行がイイ 

    ・肌色とツヤがイイ 

24 ２．それを東洋医学で考えてみると？ 

   
脾 

    ・消化の力がアップ 

    ・気力が充実 

    ・元気がイイ 

24 ２．それを東洋医学で考えてみると？ 

   
肺 

    ・皮膚の状態がイイ 

    ・お通じがイイ 

    ・肌のキメと潤い 

24 ２．それを東洋医学で考えてみると？ 
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腎 

    ・元気の根本 

    ・エイジングに効果的 

    ・髪の状態がイイ 

24 ２．それを東洋医学で考えてみると？ 

では、どうするか？ 

❶ 食養生 
 

 

   ・偏りがない食事 

   ・体質に応じた食事を習慣化 

   ・腸内環境を整える 

   ・悪い食習慣をやめる 

    ・よく噛まない 

    ・満腹まで食べる 

    ・冷えるもの 

24 ３．では、実際に施術にどう活かすか？ 

血の流れを良くする 
 
 

     ◉ 瘀血を悪化させる食べ物 
 

     ・甘味 

     ・冷たいもの 

     ・脂っこいもの 

     ・アルコール、肉の過食 

24 ３．では、実際に施術にどう活かすか？ 

水の流れを良くする 
 
 

     ◉ 水を停滞させる食べ物 
 

     ・甘味 

     ・糖質 

     ・冷たい 

24 ３．では、実際に施術にどう活かすか？ 

腸の状態を良くする 
 
 

  ・肺と大腸は表裏関係 
 

  ・腸の状態と皮膚・アレルギーの関係 
 

  ・腸内環境を良くする食べ物 
 

      ⇩ 
  ・食物繊維？ オリゴ糖？ 乳酸菌？ 
 
 

      ⇩ 

24 ３．では、実際に施術にどう活かすか？ 
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日本人が摂るべきは？ 
 

発酵食！ 
 

甘酒・ぬか漬け・納豆 

24 ３．では、実際に施術にどう活かすか？ 

大腸 肺 呼吸・水の代謝 

美肌 

皮膚と関係 

消化・吸収・排泄 

肌の潤い 

糖質は水を停滞 

発酵食品 

腸内環境と免疫の関係＝70％ 

免疫力UP 

健康 

低糖質 

気血水の停滞解消 

表裏関係 

本当の美しさ 

❷ 正しい呼吸法 
 

 

  ・腹式呼吸 

  ・短く吸って、止め、長く吐く 

   ・吸気～鼻から３秒 
   ・停止～２秒 
   ・呼気～口からゆっくり25秒 

24 ３．では、実際に施術にどう活かすか？ 

❸ 生活の養生 
 

 

   ・季節ごとの過ごし方 

   ・なにごとも過ぎない 

   ・心の健康もとても大切 

24 ３．では、実際に施術にどう活かすか？ 

春の養生 
 

 

・春は物事が発生する季節 

・活動的に過ごし気持ちを伸びやかに 

・遅く寝ても早く起きるようにする 

24 ３．では、実際に施術にどう活かすか？ 

夏の養生 
 

 
・夏は物事が成長する季節 

・活動的に過ごし、気持ちを伸びやかに 

・少し夜更かししても早起きする 

・怒らないのがポイント 

24 ３．では、実際に施術にどう活かすか？ 
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秋の養生 
 

 
・秋は心を安らかにする 

・早寝早起きする 

・肺を清らかにすることが大切なので、  

 きれいな空気を肺いっぱいに満たして 

 あげること 

24 ３．では、実際に施術にどう活かすか？ 

冬の養生 
 

 

・冬は早く眠り、遅く起きる 

・起床・就寝は日の光を基準にする 

・寒さを避けて暖かくする 

・汗をかいて陽気を損なわないように 

24 ３．では、実際に施術にどう活かすか？ 

・舌診の基本～舌の診かたを施術に応用しよう 

・選経・選穴理論～どうツボに結びつけるか？ 

・施術の決め方～施術の強さ・刺激量の決め方 

・要穴の取り方～要穴だけは押さえておこう！ 

・弁証から薬膳指導へ～弁証を薬膳指導に活かす 

〈実技スクーリング〉 


