
厚麗堂薬局　漢方相談員養成講座②

本日のテーマは　気　です



陰陽太極図



陰陽の例
陽 上 天 日 昼 晴 火 動 外
陰 下 地 月 夜 曇り 水 静 内

陽　証 陰　証
熱産生、循環器、消化器、内分泌などの 熱産生、循環器、消化器、内分泌などの

生理機能の亢進 生理機能の低下
交感神経緊張型 副交感神経緊張型

暑がり 冷え症
冷たい飲み物を好む お湯など温かいものを好む

顔色が赤くなりやすい 顔が白い

お小水は黄色い お小水は透明で量が多い
便秘傾向である 下痢しやすい



中医学で考える人体の構成成分

精
津液
血
陰
気
陽

陰（物性）

陽（機能）



気の働き昇降出入
昇　体の必要な物を上方向に持ち上げる作用　 
　（脾気が担当）　 

降　体の必要な物を下に下ろす作用　　　　　 
　（胃気が担当） 
出　体の必要な物を体表面に運んだり吐き出す作用　 
　（肺気が担当） 

入　体に必要な物を吸い込んだり、深部に運ぶ作用　 
　（腎気が担当）



気の作用
①栄養作用　 
（気は物質であり人を栄養する作用を持つ）　 
②推動作用　すいどうさよう 
（気は物質であり押し出す作用を持つ） 
③温煦作用　おんくさよう 
（気は臓腑を温める作用を持つ） 
④防御作用　 
（気は病邪と闘争する作用を持つ） 
⑤固摂作用　こせつさよう 
（気は異常発汗や出血・遺精を抑制する作用を持つ） 
⑥気化作用　きかさよう 
（気は生体内物質の相互変化や代謝を行う）



気の種類①　元気
主として　先天の精が化生した物であるが、 
出生後は水穀の精微によって断続的に滋養、補充されている。 
生命活動の源です

先天の精気 腎　先天之本

元
気

脾　後天之本水穀の精微

元気は生命活動の原動力である



気の種類②　宗気（そうき）

肺の清気と脾胃で生成される水穀の気とが結合することによって 
生産される物で胸中に集められる。 
①肺の呼吸作用②心血の運行を推動する機能がある

肺 
主気

大気中 
の精気

水穀の精微 脾　後天之本

宗気

宗気は、心拍運動や呼吸運動を促進する



気の種類③　営気（えいき）

営気は主に脾胃で作られる水穀の精微から化生した物で、 
栄養成分を持つ物である 
営気は血と一緒に血脈を分布しており、 
全身に栄養を供給している

水穀の精微 脾　後天之本
営
気

営気は栄養分の高い気である



気の種類④　衛気（えき）

先天の精気 腎　先天之本

水穀の精微 脾　後天之本 衛気

衛気は体表を防御する気である



五行相対図
相生　そうせい 
生理　母と子の関係

相克　そうこく 
生理　ブレーキの関係

相乗　そうじょう 
病理　弱いものを 
　　　いじめる

相侮　そうぶ 
病理　弱いものが 
強いものをいじめる



• 滋水涵木法：腎陰を補うことにより、肝陰を養う方法 

• 培土生金法：脾気を補うことにより、肺気を補う方法 

• 金水相生法：肺腎の陰精を同時に補う方法 

• 抑木扶土法：肝気を抑制する事により、脾土を助ける方法 

• 培土制水法：脾陽を温補する事により、消腫利水をはかる方法 

• 佐金平木法：肺気を清粛する事により、肝陰を滋養する方法 

• 瀉火補水法：心火を瀉す事により、腎陰を滋養する方法

臨床応用



命のろうそく（腎精　じんせい）



先天の精
飲食物

脾胃

五臓の精
五 
臓

心では脈、肺では皮毛、脾では肌肉 
肝では筋、腎では骨、髄・脳　など 
各臓腑で実体のある器官や物質

余り

腎精
腎

生殖の精 女子は卵子(純陰) 
父の精子（純陽）

命 
門

天癸　生殖機能促進する物質

先天の精　生命の根源
母の卵子(純
陰) 

陰陽　全身の陰陽の本 五臓六腑の陰陽

転輸

出す

転輸

出す

出す

受胎

三焦

水穀の精微

転輸



長芋と豆乳スープ



体の気を補う食材

長芋 豆乳 海藻類
長芋 
(気を補い、体を潤し、消化機能を向上させる) 

豆乳 
(化痰類　体を潤し、利尿作用がある) 

海藻類 
（昆布だしベース　化痰類　体の余分な水分や脂肪を取る）



ご成長ありがとうございました

私たちの成長が患者様の笑顔につながっています



中薬学　解表薬（げひょうやく）
解表薬とは発汗させたり、汗ばませる事により、

主に表邪を解除する薬物である

①辛温解表薬 
②辛涼解表薬



辛温解表薬（しんおんげひょうやく）
辛温解表薬は「発散風寒薬」ともいい、多くは辛味で

温性であり、発汗の力が強い 
風寒表証の強い悪寒・発熱は軽度・頭痛・身体痛 
・無汗・舌苔が薄白・脈浮などの症状に適する



麻黄　（まおう）
マオウ科　シナマオウの地上茎

性味　辛・微苦・温 
帰経　肺・膀胱

①発汗解肌　　外感風寒による悪寒・発熱・無汗・頭痛・身体痛・脈が浮緊などの 
　　　　　　　　　表寒証に発汗を強める桂枝などと用いる 
　　　　　　　　　例　麻黄湯 

　　
②宣肺平喘・止咳　　　外邪による肺気不宣で咳嗽を呈するときに杏仁と用いる 
　　　　　　　　　　　寒飲による肺気不宣には温肺化飲の干姜・細辛・半夏などと使用する 
　　　　　　　　　　（小青竜湯） 
　　　　　　　　　　　熱邪による肺気不宣には清熱の石膏・黄芩などと使用する 
　　　　　　　　　　（麻杏甘石湯・五虎湯）



桂枝　（けいし）
クスノキ科　ケイの若枝

①発汗解肌　　表虚で自汗が見られる時は芍薬を配合して営衛を調和する　（桂枝湯） 
　　　　　　表実で無汗を呈するときは麻黄を配合して発汗を強める（麻黄湯） 

　　②温通経脈　　　風寒湿痹の関節痛に　羌活、防風、白朮、附子などと用いる 
（桂枝加朮附湯）

白芍と配合すると虚弱な方向けの発汗作用があります 
麻黄・附子と配合すると温経散寒止痛に働きます 
当帰・白朮と配合すると活血止痛に腹きます

性味　辛・甘・温 
帰経　肺・心・脾・肝・腎・膀胱



紫蘇葉　（しそよう）
シソ科　シソの葉

性味　辛・温 
帰経　肺・脾・胃

①散寒解表　　風寒表証の頭痛・発熱・悪寒・無汗などの症候に、荊芥・防風などに用いる 
　　　　　　　　胸が苦しい息苦しいなどの症候がある場合は香附子　陳皮などを配合する 
　　　　　　　　（例　香蘇散）　　

②理気寛中　　脾胃気滞による腹満・悪心・嘔吐などには、藿香、半夏、生姜などと用いる 
　　　　　　　　（例　藿香正気散）梅核気による喉の梗塞感には半夏、厚朴を配合して用いる 
　　　　　　　　（例　半夏厚朴湯）

②行気安胎　　気滞・気鬱による胎動不安（切迫流産）や妊娠悪阻に黄蓮あるいは 
　　　　　　　　　縮砂・木香・陳皮などと用いる 
　　　　　　　　（例　藿香正気散）



荊芥　（けいがい）
シソ科　けいがいの花穂

性味　辛・温 
帰経　肺・肝

①祛風解表　　外感風邪による悪寒・発熱・頭痛などの表証に用いる。風寒表証には 
　　　　　　　　　防風・羌活・生姜などと使用する 
　　　　　　　　（例　荊防敗毒散） 
　　　　　　　　風熱表証には薄荷・金銀花・連翹などと使用する 
　　　　　　　　（例　銀翹散） 
　　　　　　　　　　　　
②宣毒透疹　　麻疹の透発不足・蕁麻疹の掻痒・皮膚化膿の初期などに、 
　　　　　　　　防風・蟬退・牛蒡子・薄荷・金銀花などと用いる 
　　　　　　　　（例　消風散）



防風　（ぼうふう）
セリ科　ボウフウの根 
日本では浜防風で代用する事があるが、 
浜防風は沙参です。
性味　辛・甘、微温 
帰経　膀胱・肝・脾

①散風解表　　外感表証に使用する。風寒表証の発熱・悪寒・頭痛・身体痛などの 
　　　　　　　　症候には薄荷・連翹・桔梗などを用いる。 
　　　　　　　　風湿・風寒湿の表証の締め付けられるような頭痛・身体がおもだるい 
　　　　　　　　強い関節痛などの症候には羌活・独活・蒼朮などと使用する　　　　　　　　　　　　

②勝湿止痙　　風寒湿痺の関節痛・筋肉のひきつりに天南星・天麻・白附子などと用いる

玉屏風散、通瀉用方、荊芥連翹湯、覚えてくださいね



生姜　（しょうきょう）
ショウガ科ショウガの新鮮な根茎 
日本の生薬の生姜は干した干生姜なので
性味　辛・微温 
帰経　肺・脾・胃

①散寒解表　　風寒表証に、辛温解表薬の補助として用い、発汗を増強する 
　　　　　　　桂枝湯・荊防排毒散

②温胃止嘔　　胃熱の嘔吐にも、黄蓮・竹筎などと用いる 
　　　　　　　小半夏湯

③解毒　　　　半夏・天南星の解毒に生姜で炮製する　魚蟹の中毒による 
　　　　　　　嘔吐・下痢に紫蘇と共に用いる



辛涼解表薬（しんりょうげひょうやく）
辛涼解表薬は「発散風熱薬」ともいい、多くは辛味で

涼性であり、発汗の力は緩和 
風熱表証の悪寒が軽く・発熱が強い・口乾・咽痛 
・頭痛・舌苔やや乾燥・脈浮数などの症状に適する



薄荷（はっか）
シソ科　ハッカの葉っぱ

性味　辛・涼 
帰経　肺・肝

①疏散風熱　　風熱表証の発熱、微悪風寒・頭痛・無汗・咽痛・脈が浮数 
　　　　　　　などの症候に金銀花・連翹・菊花・桑の葉などと用いる 
　　　　　　　桑菊飲・銀翹散

②疏肝解鬱　　肝気鬱結で胸脇部が張って苦しい時に少量を柴胡・白芍 
　　　　　　　などと用いる 
　　　　　　　逍遥散



牛蒡子（ごぼうし）
キク科　ゴボウの成熟果実

①疏散風熱　　風熱表証の発熱、微悪風寒・咽痛などの症候に 
　　　　　　　薄荷・金銀花・連翹などと用いる 
　　　　　　　銀翹散

性味　辛・苦・寒 
帰経　肺・胃

②利咽散結　　風熱・熱毒による咽喉の腫腫・疼痛・発赤・化膿などに 
　　　　　　　黄芩・金銀花・山豆根・玄参・大黄などと使用する

③解毒消腫　　風熱・熱毒による皮膚化膿症に黄連・黄芩・金銀花・連翹 
　　　　　　　などと使用する



杭菊花（こうきくか）
キク科　菊の頭花

性味　辛・苦・寒 
帰経　肺・胃

①疏散風熱　　外感風熱による発熱・頭痛・咳嗽・咽痛などの症候に 
　　　　　　　桑葉・薄荷・連翹などと用いる　桑菊飲 
②明目　　　　風熱・肝火による目の充血・腫脹・疼痛に蟬退・決明子 
　　　　　　　などと用いる　菊花散 
③平肝陽　　　肝陽上亢によるめまい・ふらつき・頭痛・頭が張るなどの症候 
　　　　　　　に釣藤鈎・石決明・白芍・生地黄などと用いる 
　　　　　　　羚羊角鈎藤湯・釣藤散



葛根（かっこん）
マメ科　のクズ

性味　甘・辛・涼 
帰経　脾・胃

①解肌退熱　　外感表証の発熱・無汗・頭痛・項背部のこわばりなどの症候に 
　　　　　　　悪寒が強い表証では麻黄、桂枝と 
　　　　　　　発熱が強い表熱しょうでは柴胡・黄芩などと用いる 
　　　　　　　葛根湯・柴葛解肌湯
②透疹　　　　麻疹の初期あるいは透発が不十分な時に升麻・赤芍などと 
　　　　　　　用いる 
　　　　　　　升麻葛根湯
③昇陽止瀉　　脾虚の泥状～水様便に党参・白朮・茯苓などと用いる 
　　　　　　　熱痢すなわち炎症性の下痢に黄芩・黄連などと使用する



柴胡（さいこ）
セリ科ミシマサイコ
性味　苦・微辛・微寒 
帰経　肝・胆・心包・三焦

①透表泄熱　邪在少陽の往来寒熱・口が苦い・咽乾・胸が苦しい・悪心などの症候に、黄芩 
　　　　　　　 半夏と使用する　小柴胡湯　 
②疏肝解鬱　肝鬱気滞の憂鬱・いらいら・胸脇部の張った痛み・月経不順等 
　　　　　　の症候に白芍薬・香附子・枳穀・薄荷などと用いる 
　　　　　　四逆散・柴胡疏肝湯・逍遥散 
③昇挙陽気　気虚下陥の慢性下痢・脱肛・子宮下垂などに、党参・黄耆・升麻 
　　　　　　などと用いる　補中益気湯



升麻（しょうま）
キンポウゲ科　サラシナショウマ
性味　甘・辛・微寒 
帰経　脾・胃・肺

①透表透疹　麻疹の初期や透発が不十分な時に、葛根・牛蒡子・紫草などと用いる 
　　　　　　　升麻葛根湯 
②清熱解毒　胃火亢盛による歯茎の腫れ、口内炎、口臭などの症状に 
　　　　　　黄連・石膏などと使用する 
　　　　　　清胃散 
③昇挙陽気　気虚下陥の慢性下痢・脱肛・子宮下垂などに、人参・黄耆・柴胡 
　　　　　　などと用いる　補中益気湯



蟬退（せんたい）
セミ科　クマゼミを始めとする 
　　　　大型のセミの抜け殻
性味　甘・寒 
帰経　肝・肺

①透疹止痒　麻疹の初期や透発が不十分な時に、葛根・牛蒡子・葛根などと用いる 
　　　　　　　　竹葉柳蒡湯 
　　　　　　　蕁麻疹・湿疹などに風熱や風湿熱による皮膚の掻痒に、荊芥・防風・蒺藜子 
　　　　　　　などと使用する 
　　　　　　　消風散 
②退翳明目　風熱による目の充血・角膜混濁などに菊花・蒺藜子などと用いる 
　　　　　　蟬花散 
③祛風解痙　子供の夜泣き、引きつけに釣藤鈎・薄荷などと用いる



次回の講座は 

①5月11日（月） 

②5月20日（水） 

両日とも19:30スタートです。 

内容は同じです

お疲れ様でした


