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その患者の「太極」は、その五臓六腑の究極
の調和（過不足ない健全な営み）によって支え
られており、患者が現わすトラブルや症状は五
臓六腑の調和に歪みが生じた時に発生すると考
えられる。

患者を太極的に捉えていく上で重要なポイント
は、澤田流太極療法では①患者の上焦 ・中焦・ 
下焦を３種類の熱源として体温を確保するとい
う健康観と②患者の脾 ･ 胃（手足陽明経）の
機能を重要視することの二点である。

この①と②は、最近の現代医学においても指摘
され始めた「正常体温の確保」であり、また、
その個体の免疫力の中心は「腸管免疫」であり、
後天的な胃腸機能の在り方が大きく関連すると
考えられること、この二つのセオリーを前提に
して澤田流太極療法を学ぶことは、患者の健康
保持、治未病を目的とする鍼灸臨床に有用であ
ると考える。

この報告は、このような視点から、澤田流太極
療法を捉え、それに後天的な脾 ･ 胃のケアとし
て中医学的な考え方として患者の情志による影
響にも触れた内容になっている。

Ⅱ．澤田流太極療法とは
澤田流太極療法は、1930 頃に日本において
澤田健先生によって創られたものである。その
詳細は医道の日本社刊『鍼灸真髄』代田文誌
著）を参考のこと。

1. 澤田流太極療法における人体の健康観
について

１. 体温保持のために必要な上焦・中焦・下焦
の健全性が維持されて保たれること。

この上焦、中焦、下焦の三部位をそれぞれ「人
体の体温発生源」と捉えている。この三焦の各々
の部位から産生される気は人体の「生命力」で
あり「療病力」であり重要である。

澤田流では、太極の調和状態を、三種類の「気」
（宗気・営気・原気）が良好な状態と捉えて
いる。それは、身体を上焦・中焦・下焦という
三区間のエリアに分けて、それぞれのエリアに
おいて熱（体温）を生み出すためのエネルギー
源として、この三種類の気が身体を循環し体温
保持を営む「調和」に注目した。

この上焦・中焦・下焦という表記は、上から下
という垂直的な関係がイメージされる。しかし、
この三種の区分には、それぞれの五臓六腑が
配置されている。つまり、人体の生理機能が
三つのエリアにすべて配置されている。このた
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はじめに
東洋医学の臨床は、古来より患者の「機微」
を重要視した。日本には『醫は仁術』という言
葉があるが、その「仁」の根本的な意味は、『患
者の心情に寄り添い、患者の立場になって考え
ること』である。それは、施術者の主観とセオリー
から脱却し、改めて患者の心と身体に立ち還り、
見つめ直してみることであり、医療に携わる者
の心構えであろう。この視点は、正しく澤田健
先生の患者観なのである。

患者が訴える症状はその患者の心と身体の不調
和であり、その治療に際しては、身体に現われ
た症状のみを捉えるだけでは片手落ちと考えて
いる。すなわち患者の訴えは必ず目に見えない
その患者の心情が関わっていると認識しておく
ことが重要であろう。

今、現代医学において健康維持の根幹を成す
「予防医学」、また鍼灸臨床における究極の目
標としての「治未病」という二大テーマは患者
の１）自然治癒力（ｈｏｍｅｏｓｔａｓｉｓ）と２）
免疫力の維持と向上に集約することができると
考えている。このような視点を澤田流太極療法
の考え方に置き換えて患者を見つめて行くこと
は、中医学の身体観とは異なったものになり、
鍼灸臨床に有用であると考えている。

私が実践する鍼灸臨床は、澤田流太極療法の
考え方を基本にし、それに中医学と現代医学の
よる考察を加え、さらにその患者の独自の体質

（気質 ･ 器質 ･ 機質）を治療に加味した鍼灸
治療に加え①心補②食補③薬舗の生活支援を
加えた臨床を展開している。

Ⅰ．「太極」の考え方
澤田流太極療法における「太極」とは、大宇
宙を生み出した根源的エネルギーともいえ、東
洋医学における病理論としての陰・陽という二
つの相対する要素・エネルギーに分かれる以前
の状態と考えられる。それを人体に置き換える
と、「太極」とは患者の心と身体そのものであり、

め、上か下といった縦方向きの関係だけではな
く、五臓六腑間の水平方向のつながりを含んで
おり、あらゆる角度からの「調和」を図ってい
るくのが澤田流の基本的なアプローチなのであ
る。

澤田流太極療法のこの解釈は、 このところ現代
医学で EBM が得られ重要視されてきた正常体
温保持＝免疫力保持に繋げて考えると、このよ
うに人体の捉えた健康観は、澤田健先生の素
晴らしい先見の明であったといえる。つまり澤
田流太極療法は、上焦（肺からの宗気）と中焦

（脾・胃からの営気）と下焦（腎・からの原気）
を身体の三大熱エネルギー発生源＝体温の確
保として重要視し、それらは「自然治癒力の向
上」、すなわち現代医学的な homeostasis の
向上に関連しているものと考えている。

この考え方を基に取穴をし、そこに３～４回／
週の継続的な透熱灸をするという養生法は、現
代医学的には HSP (Heat Shock Protein) に
関連すると考えられ、homeostasi を向上させ
ることによる健康保持や疾病の予防と意義が同
じであると考えられる。

２．澤田流太極療法の取穴は陽明経を中心と
した養生法

澤田流太極療法は、免疫力・自然治癒力向上
を目的として「後天の気」を重要視したもので
あったと考えている。原則的に後天の気は脾・
胃の機能に左右されるが、澤田流太極療法で
は多数の陽明経への経穴の配置がある。現在
の日本において、鍼灸師の 70% が養生を目的
として取穴する経穴に足三里、化膿性疾患の
面疔←合谷、麦粒腫←澤田流二間、瘭疽←局
所灸と曲池、歯痛←澤田流温留など、手・足
の陽明経の経穴が多用されてきた意味を考える
と、手・足陽明経はそれぞれ大腸と胃に所属
し、胃は脾とともに東洋医学における後天の気
生成における最重要の臓器であり、大腸は前述
したように、現代医学的にも「免疫機能の拠点」
とされてきていることから、この点においても澤
田流太極療法の真の狙いは、体温の保持と共
に健康保持に最重要とされる「免疫力の確保と、
その機能向上」であったと考えられる。

「免疫」については、『腸内細菌は腸管免疫に
大きく関与するだけでなく、身体全体の免疫の
70% に関与する』という EBM の視点から澤
田流太極療法を捉えてみると、先述した後天の
気の一翼を担う脾・胃の機能の根本的な役割と
しての腸管免疫の保持向上にあったと言い換え
ても良いと考えている。

３．澤田流太極療法の基本穴

澤田流太極療法の基本穴とされているのは①中
脘②気海 ( 関元 ) ③身柱④膈兪⑤肝兪⑥脾兪

上焦…肺 ･心…宗気
中焦…脾・胃…営気
下焦…腎・膀胱…原気

患者の太極
（心・身）の
乱れを治すこ
とが真の治癒

太極
人体
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⑦腎兪⑧京門（志室）⑨次髎⑩左陽池⑪曲池
⑫足三里⑬太谿（照海）の十三穴である。こ
れらの配穴は、先天の気の保持と、後天の気
の生成としての三焦、肺と心 ( 上焦 )、脾と胃 ( 中
焦 )、腎 ( 下焦 ) と、それらの気の取入れと全
身への循環の役割を担う使別系としての三焦を
重要視して配穴されている。

日本においては、抗生剤が一般的に普及する
1960 年頃までは、透熱灸による治療は、半
米粒大艾炷 3~5 壮を原則とした施術法が民間
で広く行われていた。

４．澤田流太極療法の取穴とその臨床応用に
おける考察

ａ）四診（望・聞・問・切）合参による「証」
の決定

「証」は、四診の合参によって決定する。

四診には望診・聞診・問診・切診（脈診、腹診、
背候診）がある。患者が現わす症状に対して証
を決定する場合、各々の項目のみで決定しては
ならないと考える。それには、先天の気と後天
の気が組み合わさった結果構成される患者の体
質（気質・器質・機質）が重要な意味を持つ。

ｂ）山田勝弘の鍼灸臨床における体質の考え
方 ･･ 体質は時系列的な経過によって成り立
つ。

患者の治療において大切な事は、体質（患者
の心・身体）と愁訴との関連である。そこで、
先ず考える必要があるのは、その患者が両親か
ら受け継いだ先天体質であり、また後天体質で
ある。

その患者の訴えが、どのような経緯により体質
（心・身体）が変遷し現在の発症に至り、こ
の愁訴に至ったのかを考察する際に以下のよう
な体質の捉え方を提案したい。それは、鍼灸
臨床における治療や生活支援や体質改善にも
大いに関係するものとなり得ると考えている。

このように、鍼灸師が患者と対面し、訴えを聴
き、症状を把握するのは、急性体質による訴え

（症状）であり、それはその患者の日常とは全
く異なる体質の場合も考えられる。また、慢性
体質がそのまま現症状を呈することがある。こ
のような判断をする上で、患者の体質を先天の
体質、後天の体質に分けて考えること、また後

天の体質の変遷を考えることが重要である。鍼
灸臨床においては、先天体質は骨格（骨髄＝
腎）を、後天体質は骨格筋（肌肉＝脾胃）、急
性体質は脈と局所所見を重要視している。

ｃ）八綱（八証候）についての考察

患者の体質は個々様々である。それを東洋医学
的な病証として①八綱（八証候・病証）に分
けた。

私は鍼灸臨床をしていく中で、患者の中にこれ
らの病証に属さない患者が多く存在することを

しばしば経験し、②のように八綱分類を改変し
て臨床をしている。

① 八綱 ( 現行 )   

陽証　実証　表証　熱証
･･････････････････････
陰証   虚証   裏証   寒証

② 八綱 ( 改変 )

八綱分類はいわゆる病証であり、各々が平常で
はない異常な状態である。私はその各々の病証
の間に、そのいずれにも属さない患者の証があ
ると考え、それを「平証」とした。

「平証」とは、患者自身が「特に愁訴が無く健
康である」という実感がある者、現代医学的に
いえば臨床検査などの数値が正常値の領域に
あり、四診においても陽気がその個体に相応し
た状態にある者で、どの病証にも属さない患者
を平証と考えた。　　　　　　　　　　　　

ｄ)四診における陽気の在り方「平」について

前項で病証としての「平
証」の想定を考えたが、
患者の東洋医学的診察
法である四診（望・聞・
問・切）をする場合、ま
ず診察すべきは、その患
者の「陽気の在り方」で
あろう。陽気は八綱の各

病証の基準となるものでもある。陽気の在り方
は患者によって個々に異なるのは当然であるが、
その個人にとって過不足のない範囲の中で陽気
の在り方である場合を「平」と考えた。　その

「平」を基準として「実証」と「虚証」を想定
し、図示すると以下のようになる。

① 例）患者の「陽気」の在り方

② 患者の「陽気」の総和の考察

私これまで述べた患者の「体質」や「平」につ
いて、私の師匠の代田文彦先生はこういわれた。

『ミニカ―にはそれなりの、ダンプトラックなら
ばそれなりのいい走りがあるはずである』と。

これを鍼灸臨床のどのように活かすのかを考え
てみると、与えられた「体質」の中でその「「平」
を最大限に活かし、養生していくことであろう。
大切なことは、このことを患者に気付かせること
である。

ｅ)東洋医学的な診察と澤田流太極療法の取
穴について

東洋医学的診察は四診合参により決定される
が、この考え方の基本は陽気の在り方であり、
臨床的に捉えるならば、その患者の脾の在り方
であろう。 澤田流太極療法の基本穴とされて
いるのは､

1) 中脘　2) 気海 ( 関元 )　3) 身柱　4) 膈兪  
5) 肝兪　6) 脾兪　7) 腎兪　8) 京門（志室）  
9) 次髎　10) 左陽池　11) 曲池　12) 足三里 
13) 太谿（照海）の 13 穴であるが、いずれの
患者に全ての経穴を配するのではなく、その患
者にもっとも必要な経穴を配し、継続的なケア

（自宅施灸）が可能なものを選択する。

約１ヶ月程度の経過の後、反応点を再度検索し
必要に応じて取穴の位置を変える必要がある。

●	患者の体質：	先天体質→	後天体質	→	慢性体質	→	急性体質	→	現症状（訴え）
↑

↓

↑

↓

生活環境（土
地 ･職業 ･
家庭など）

外因、七情
など

食生活 ･嗜
好 ･趣味・
環境など

	鍼灸臨床
(体質改善・
生活支援 )

＊平証　

正 気 ( 陽 気 )
の幅が相応

＊実証

正気(陽気)
の幅が過剰

＊虚証

正気(陽気)
の幅が不足

←瀉法

←補法

先天の気 ･･･ 原気 ･･･ 腎（骨格）
「平」＝陽気の総和

（恒常性維持機能）

後天の気 ･･･ 宗気と営気 ･･･ 肺・脾・胃（肌肉）

＊加齢による変遷（生
･ 成 ･ 病 ･ 老 ･ 死）

鍼 灸 臨 床 
に よ る 養 生

↑

（恒常性維持機能の幅
の維持・拡大）

陽証　実証　表証　熱証
･･････････････････････
 　　平証
･･････････････････････
陰証   虚証   裏証   寒証
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代田文誌先生は『経穴は動くものである』と言っ
た。

ｆ）澤田流太極療法に基づく免疫力・自然治癒
力アップの臨床理論－「心・肺」、「胃・脾」、「腎・
膀胱」の施灸による本治法―

澤田流太極療法は、免疫力・自然治癒力向上
を目的として「後天の気」を重要視したもので
あったと先述した。その患者の健康はその患者
に相応しい陽気の在り方によって左右される。
その陽気は後天の気のうち脾・胃の機能が大
方を担う。澤田流太極療法は脾・胃の機能を
保持、向上を根本的な目的としたいわゆる補の
治療法であると考えている。

１）患者の体質分類別の鍼灸治療

五蔵の相生相克の関係は、その個体の体質を
考えていく上において大変参考になる。特に脾
･ 胃の健全性に影響を与える肝の在り方が重要
な意味を持つと考えている。

２）「平証」の患者の場合

この患者は、その個体の体質に相応した陽気の
幅を持ち、患者自身が「特に愁訴が無く健康で
ある」という実感がある者、四診においても陽
気がその個体に適した状態にある者で、虚証に
も実証にも属さない者をこのように平証と考え
る。

３）「生来の脾虚証」患者の場合

この患者には生来脾・胃機能が弱いため陽気
が不足しているため骨格が貧弱であり、後天的
な肌肉 ( 骨格筋 ) も虚弱である者が多い。水穀
の気不足のため気血両虚証を呈し、気力や体
力が乏しい者が多い。東洋医学における虚証は、
この脾 ･ 胃の虚証と考えている。

４）脾は肝によって影響を受ける。　

患者の情志失調（肝の実証→肝気鬱滞）に伴
い脾・胃症状が変化することを意味する。肝気
鬱滞は情志失調の継続によって生じ、図のよう
に相克関係にある肝 ( 木 ) →克→脾 ( 土 ) によ
り脾虚証をもたらすため気血生成が不十分とな
り、また陽気不足により外衛作用の低下や、身
体保持の肌肉の不足が生じる。この「肝克脾
による脾虚証の存在」は、診断や治療、さらに

生活支援（日常生活上のアドバイス）のために
非常に重要である。

生来脾虚証の患者に情志失調が加わった場合
は、図のように五行の相克関係の肝克脾の原
則から脾・胃の機能の抑制があるので、さらに
陽気の生成が少なくなる。最近現代医学の場
で、患者は胃腸の不調を訴えるが臨床検査など
には全く異常がなく「機能性胃腸症」と診断さ
れているのは、正しくこの状況であろう。

その後、そのまま肝気の亢進を余儀なくされた
場合、相生関係から肝の親である腎の気も共
に消耗させ、腎陰虚証を招くことになる。その
状態がさらに継続されると、やがて肝腎陰虚証
をきたす。その状況がさらに進行すると心腎不
交を招き、現代医学的にいう「うつ状態」に進
行すると考えている。

５）心腎不交について　

その「うつ状態」は、東洋医学的には腎陰虚
証により心火を抑制できなくなり、腎水が心火
を抑制する「心腎相交」を保持できなくなり、「心
腎不交」招いた状態と考えている。その状態で
は「虚火」のために見せかけの心実証を呈し、
うつ病に特有な不眠などの頭部の症状がみられ
る。

６）患者が「生来実証」患者の場合

骨格が逞しく、骨格筋も充実し、油脂の多い肉
食や揚げ物、アルコール、ペッパー、ジンジャー、
オニオンなどの刺激物を多食している人である。
このタイプには「脾 ･ 胃の補法」を主目的にし
た澤田流太極療法は不適切である。治療の主
目的はいわゆる瀉法であり、その患者の体調
を「平」のするための種々のアドバイスをするこ
とである。先ずは飲食不節の改善であり、BMI
を基準にしたダイエット、節食、節飲、禁煙で
あろう。

おわりに
このたび、「澤田流太極療法の意義と特徴」と
いうテーマであったが、澤田流太極療法の内容
に私の臨床の考え方を加えて述べた。澤田流
太極療法は、透熱灸の継続的な施灸を基本と
しているが、透熱灸による HSP 産生は健康保
持に大きな意味を持つ、しかし現在は灸痕の残
るような透熱灸は日常の鍼灸臨床には事実上
用いることはできなくなっていて、この方法は日
本においても限られた患者だけになっている。

したがって、澤田流太極療法の本質的な考え方
を実際の臨床において有効に応用するにはどの
ようにすべきかを模索し、中医学の考えを取り
入れた本報告のような内容を提案する。

この内容が、皆様の日常臨床に少しでも立てば
この上ない幸せと考える。
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