
第23回　漢方相談員養成講座

1月10日（月）インスタライブ 
1月11日（火）zoom講義

19:30開始です



臓腑兼病証　ぞうふけんびょうしょう

五臓六腑が共同して行なっている 
生理関係に影響が出る病証 
を臓腑兼病証と呼びます



①心と肺の関係（生理）
[１]　気血の相互運搬  
        心：血脈を主る　 
　　  肺：気を主る、宣発を主る、百脈を朝じ治節を主る

心（陽中の陽臓） 肺（陽中の陰臓）

血を主る

気を主る

上焦に同居

（血は気の母） 
血は気を運載する

気は血を推動する 
（気は血の帥）



①心と肺の関係（病理）
心気の不足と肺気の不足は、相互に影響し合って進行すると 
呼吸器と循環器活動の両機能を低下させる 
「心肺気虚　しんはいききょ」となる

心気虚

肺気虚

気血運行の失調

宗気不足、宣発粛降不足

心肺気虚

治法方薬　補益心肺　炙甘草湯



炙甘草湯　しゃかんぞうとう
炙甘草　しゃかんぞう 
人参　　にんじん 
大棗　　たいそう 
生地黄　しょうじおう 
麦門冬　ばくもんどう 
阿膠　　あきょう 
麻子仁　ましにん 
桂枝　　けいし 
生姜　　しょうきょう

益気養心・生津

陰血を滋養

潤腸通便
温陽通脈

心肺の気虚、陰虚に使われる漢方薬です



阿膠　あきょう
ウマ科のロバの除毛した皮を煮て製したニカワ塊

性味　甘、平 
帰経　肺・肝・腎　

①補血 
血虚による顔色に艶がない・頭のふらつき・めまい・動悸などの症候に、 
当帰・熟地黄・白芍・黄耆などと用いる　 
②滋陰　 
陰虚火旺による焦燥・不眠・熱感などの症候に、 
芍薬・鶏子黄・黄連などと用いる 
③止血 
鼻出血・喀血・吐血・血尿・血便・不性器出血・月経過多など多種の 
出血に単味であるいは、蒲黄・生地黄・当帰・白芍などと使用する 
④清肺潤燥 
燥熱傷肺の乾咳・呼吸促迫・無痰・口渇・鼻咽の乾燥などの症候にも 
石膏・桑葉・麦門冬などと用いる



鶏血藤　けいけっとう
マメ科ナツフジ属の蔓茎
性味　苦・微甘、温 
帰経　腎・肝

①活血補血 
血虚による月経不順・月経痛・無月経に当帰・熟地黄・赤芍 
川芎などと用いる 

②舒筋通絡 
風湿痺の疼痛・しびれなどに、羌活・独活・防風・威霊仙 
などと使用する。血虚の肢体のしびれ・運動麻痺に、黄耆 
・当帰・川芎・紅花などと使用する



②心と脾の関係（生理）
[１]　血の生成と運搬  
        心：血脈を主る　 
　　  脾：気血生化の源、運化を主る、血を統摂する 

[２]　精神活動（神）の維持 
　　　心：神を蔵す、神志を主る　 
　　   脾：後天の本、気血生化の源（血・後天の精を生む） 

水穀精微
営気
津液

血
脾 生化 心 赤色



②心と脾の関係（病理）

脾気虚
血の生成不足 
或いは 

統血不足による出血
心血虚

心血虚 血の脾への滋養作用不足 脾気虚

心脾両虚

脾気の不足と心血の不足は、相互に影響し合って心脾両虚に 
発展し、消化活動と精神活動を共に低下させる

治法　方薬　益気健脾、養心安神　　帰脾湯　きひとう



帰脾湯　きひとう
黄耆　おうぎ 
人参　にんじん 
白朮　びゃくじゅつ 
茯神　ぶくしん 
炙甘草　しゃかんぞう 
生姜　　しょうきょう
当帰　とうき 
竜眼肉　りゅうがんにく 
酸棗仁　さんそうにん 
遠志　　おんじ 
大棗　たいそう
木香　もっこう

補気の組み合わせ 
四君子湯＋黄耆&生姜

補血の組み合わせ 
心血を補います

中焦の理気



③心と肝の関係（生理）
[１]　血の運搬と貯蔵 
        心：血脈を主る　 
　　  肝：血を蔵す、疏泄を主る
[2]   精神活動の調節 
        心：神を蔵す、神志を主る 
　　  肝：疏泄を主る、血を蔵す

心・血を主る

肝・血を蔵す

目が覚めると 寝ると



③心と肝の関係（病理）
①心血の不足と肝血の不足は、相互に影響し合って進展すると 
　心神への栄養と目や筋への滋養を共に低下させる心肝血虚となる。

心血虚 肝血虚
補充不足

滋養不足
どちらも心肝血虚に発展

②ストレスで肝の疏泄が障害されると、心神の機能が調節できなくな
り、精神活動や血脈の運行に異常が現れる

肝気鬱滞
火に化す

肝火の上炎
「心肝火旺」

心火の上炎

心血の渋滞 肝の陰血消耗 心の陰血消耗
「心肝血虚」



酸棗仁湯　さんそうにんとう
酸棗仁　さんそうにん 
川芎　　せんきゅう 
茯苓　　ぶくりょう 
知母　　ちも 
甘草　　かんぞう

養肝血・安心神
肝気を疏達する
寧心安神
滋陰清熱・除煩

諸薬の調和

養血安神・清熱除煩の効能があります 
心肝血虚に使います



竜胆瀉肝湯りゅうたんしゃかんとう　
竜胆草　りゅうたんそう 
黄芩　おうごん 
山梔子　さんしし 
沢瀉　たくしゃ 
木通　もくつう 
車前子　しゃぜんし 
柴胡　さいこ 
生甘草　なまかんぞう 
生地黄　なまじおう 
当帰　　とうき

大苦大寒
瀉火清熱　三焦通利

湿熱を小便として排泄する

全体の調整、緩急を緩める

諸薬を肝胆系に引導し、肝気を疎通して 
化火を防止する

滋陰養血

日本の方剤では柴胡が入っていないものが多く注意が必要です



加味逍遙散　かみしょうようさん
柴胡　さいこ 
薄荷　はっか 
当帰　とうき 
白芍　びゃくしゃく 
白朮　びゃくじゅつ 
茯苓　ぶくりょう 
炙甘草　しゃかんぞう 
生姜　　しょうきょう 
牡丹皮　ぼたんぴ 
山梔子　さんしし

疏肝解鬱　 
薄荷は柴胡の補佐で入っている

肝の陰血を補充して柔肝して疏泄を 
調節する

健脾して気血生化の源を益し 
生姜が脾気を鼓舞する

加味の部分　 
肝火を瀉す牡丹皮 
三焦を瀉す山梔子



④心と腎の関係（生理）
心と腎は協力して体温調節（陰陽調節）に関与していますが、この生理活動を理解 
するには臓器の陰陽（心陽・心陰・腎陽・腎陰）についての知識が必要になります。

臓器構成 栄養性と活動性 陰陽の相対性
気 　活動能力が高い 　血に比べて陽性が強い

血・津液・精 　栄養素としての性質が高い 　気に比べて陰性が強い

陽虚は、気虚に寒症状が加わった病証であり、 
陰虚は血・津液・精の不足に熱症状が加わった病証である。

生理 病理

腎陽＝腎気＋陽気（温熱） 腎陽虚＝腎気不足＋寒症状（陽気不足）

腎陰＝腎精＋陰気（冷却） 腎陰虚＝腎精不足＋熱症状（陰気不足）



④心と腎の関係（生理）

心

腎

心陽 心陰

腎陽 腎陰

④心陽の亢進を抑制する

①温める

②水陰を温煦し蒸化する

③滋養する

[１]　体温調節（陰陽調節、火と水の関係） 
        心：火に属す 
　　  腎：水に属す、水を主る



黄連阿膠湯　おうれんあきょうとう

黄連　おうれん 
黄芩　おうごん 
阿膠　あきょう 
白芍　びゃくしゃく 
鶏子黄　けいしおう 

心火を直清する 
黄連を黄芩で補佐している

肝血腎精を補う
心腎を滋補しかつ交通 
させ、泄火と滋陰している

心腎不交の為に焦燥、不眠を 
来たした状態に適した処方です



清心蓮子飲　せいしんれんしんいん

蓮子　　れんし 
黄芩　おうごん 
地骨皮　じこっぴ 
車前子　しゃぜんし 
茯苓　　ぶくりょう 
黄耆　　おうぎ 
人参　　にんじん 
麦門冬　ばくもんどう 
炙甘草　しゃかんぞう

【効能】益気滋陰・清心火 
【主治】心火上炎・気陰不足 
　　　　遺精淋濁



④心と腎の関係（病理）

心火独亢 陰虚火旺　

水気凌心　 心腎陽虚　

心腎の失調では、陰陽の偏盛偏衰がおこり 
「心火独亢」「陰虚火旺」「水気凌心」 
「心腎陽虚」の4つの病証が発生する

「心火独亢」　煩躁・動悸・口乾・口舌生瘡・ 
　　　　　　　失眠・精神錯乱 

「陰虚火旺」　失眠・多夢・盗汗・難聴・ 
　　　　　　　五心煩熱 

「水気凌心」　動悸・浮腫・悪心吐涎・ 
　　　　　　　胸脘の痞満 

「心腎陽虚」　息切れ・動悸・体の冷え 
　　　　　　　排尿困難・浮腫 



人参湯　にんじんとう　
人参　にんじん 
乾姜　かんきょう 
炙甘草　しゃかんぞう 
白朮　びゃくじゅつ

四君子湯の茯苓を乾姜に変えた形で 
温中散寒の効能を持ちます



真武湯　しんぶとう
附子　ぶし　 
生姜　しょうきょう 
白朮　びゃくじゅつ 
茯苓　ぶくりょう 
白芍　びゃくしゃく 

腎陽を温補し化気行水を 
強めて水気を除き、脾陽を 
温めて水湿の運化を促進する

健脾祛湿、脾運を強めて、 
水湿の産生を防止し水気を除く

斂陰によって附子の効能を裏に向かわせ 
柔肝によって三焦を通暢させて利小便 
を補佐する

温陽利水の効能があり、 
腎陽虚・水気陵心証に使う方剤です



⑤脾と肺の関係（生理）
[１]　宗気の生成 
        肺：呼吸を主る　 
　　  脾：運化を主る、気血生化の源 
[２]　水液の代謝 
　　　肺：宣発を主る、粛降を主る、水道を通調する　 
　　   脾：水液運化を主る、昇清を主る 

肺：呼吸を主る

脾：運化を主る

天の清気

水穀の清気

土は金を生む 真気



⑤脾と肺の関係（病理）
脾気の不足と肺気の不足は、相互に影響し合って肺脾気虚に 
発展し、消化・呼吸の両機能を低下させる

脾気虚

肺気虚 宣発粛降の失調 脾気虚

気の生成不足

運化水液不足生痰

肺気虚

肺脾気虚



生脈散　しょうみゃくさん　
人参　にんじん 

麦門冬　ばくもんどう 

五味子　ごみし

益気生津　止汗

養陰生津　清熱除煩

津液の外泄を止める



補中益気湯　ほちゅうえききとう　
黄耆　おうぎ 
柴胡　さいこ 
升麻　しょうま 
人参　にんじん 
白朮　びゃくじゅつ 
炙甘草　しゃかんぞう 
陳皮　　ちんぴ 
当帰　とうき 

補気昇堤　ほきしょうてい

四君子湯の茯苓を 
抜いた形

理気醒脾　りきせいひ
補血して益気を強める

中気下陥だけでなく、気虚発熱にも用いられます



次回は無料講座最終回です　

2月7日（月）　インスタライブ 
2月8日（火）　zoomセミナー


