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一元流鍼灸術とは何か 2016/12
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..目標および前提

一、東洋医学を気ー元の生命の観点（釈迦の菩提樹の下での悟り：禅：「万物一体の仁」

王陽明：熊沢蕃山：伊藤仁斎）から見直し、真に使える医学として提示する。言語以前の

究極のリアリティを感受することのできる意識の位置、臍下丹田を保ち、その位置で診、

感じたもので東洋医学を再構築する。

一、養生医学の基本である東洋医学を、誰でも理解実践できるように表現する。

一、東洋医学を脱構築し、体表観察を中心とした四診にもとづく養生医学として提供して

いく。

...すべての疾病は気一元の身体で起こっている。■

舞台は、気一元の身体の死生の間にあるに過ぎません。この器の中で養生し、この器の中

で生き、この器の中で病んでいるわけです。

一元流鍼灸術では、症状や疾病というものが、気一元の身体の上に起こっている矛盾に過

ぎないと考えています。そのためこれを、生命の場を観察していくことを通じて病んでい

る部位や広がり〔注：病位〕、病んでいる理由〔注：病因〕、病の勢い〔注：病勢・病状〕

が明らかになるであろうという、東洋医学の考え方に賛同しています。

そして、外傷によるものをも含めて症状とは生命が示す自己蘇生への意志であり、身体内

のバランスが崩れたとき、それを回復させようとするあがきであると理解できます。です

から、症状をとるための基礎は、体内のバランスを修復するところにあると考えているわ

けです。

体内のバランスを崩す要素には、生活習慣、考え方の癖が大きな位置を占めているわけで

すから、どのように生きていくべきかという養生指導が実は治療にとって大きな部分を占

めています。この身心の日常の行動習慣というものは実は非常に深いもので、理性的な言

葉によって変化を与えることはそもそも難しいものです。
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そのため、鍼灸を用いて身体からアプローチしたり、深層心理から動かすすなわち態度や

感情などで指導するという道をとらなければなりません。ここにおいて、治療家の器が問

われるわけです。

...事実に即して古典を書き換える■

一元流鍼灸術の個々の理論は古典にこだわって作成されています。古典に記載されている

ものを一歩も出ていないと言ってもいいものです、ただ、古典の読み方は、世間とは異な

るものと思います。その理由は、事実に即して古典を読むためです。

そのため、「脉経」のような事実に反するもの、見えていないものを採録しただけの書物

は軽んじます。

また、事実に即さない理論に会うと、それを軽んじます。それは「黄帝内経」という古典

中の古典においても是々非々でとらえることにつながっています。

けれどもこれはしかたがないことです。我々は東洋医学という宗教を信仰しているのでは

なく、事実に基づいた理論を構築しようとしているからです。ここにおいて、我々は東洋

医学を客観視しています。そして我々は東洋医学が、事実を根拠に、乗り越えられ書き換

えられるべきものであると考えています。
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..ー元流の原点

...臍下胆田を中心とした気ー元の身体観を基本とする。■

臍下丹田を中心とした気一元の身体観、その基本は「難経鉄鑑」にあります。

釈迦が菩提樹の木の下で悟りを開いたときの姿がここに重なります。インド菩提樹の木は、

数十本の幹が寄り添うようにそそり立ち、十メートル四方にもわたる枝葉をのばしていま

す。見ることはできませんが、おそらく根もそのように大きな広がりがあるのでしょう。

その根と枝葉に支えられて一点の腎気にもみえる釈迦がその根元に座り暝想を続け悟りを

開きました。その感応が空間を越え時間を越えて人々に悟りをもたらしさらに今、私たち

の中心に悟りの種を残しています。

このような臍下丹田を中心とした気一元の身体観を補強する理論や歴史は非常に多くあり

ます。中でも歴史を学んで臍下丹田を聖中心として組織しなおした偉人として肥田春充を

上げることができます。肥田春充は、自身の健康を探究することを通じて、この臍下丹田

の充実の大切さに至りました。

我々は治療を通じて、この場を充実させることが本来的な生命力を増強安定させていくと

いうことを知っています。究極の治療はこの臍下丹田を充実させることを目標とすべきで

す。けれども、患者さんの欲求はそうではないことが多いものです。このあたりの整理―

患者さんの教育が、実は治療において非常に大切なこととなります。

...「場」を二五の観点からみる。■

上記したとおり臍下丹田を中心とした気一元の身体観が基本です。それをより詳細にかつ

バランスよく眺めるために、陰陽というモノサシ、五行というモノサシを用います。陰陽

五行が組み合わさって気一元の身体ができあがっているのではなく、陰陽というモノサシ

五行というモノサシを使用して、気一元の身体を見ているわけです。
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そのような意識を持ってみると、陰陽五行という分類が大切なのではなく、分けられない

ところ、交わり方、関係のし方こそが大切であるということが理解できるようになります。

そして再び大きな気一元の観点である、気一元の身体観こそが大切だったということに理

解が戻ってきます。この全体的な視野をまた「生命力」と呼び「胃の気」と呼ぶわけです。

一元流ではこのように、陰陽五行という概念を捨てるのではなく、利用できる道具である

と考えています。

ただし繰り返しますが、気一元の身体を詳細にかつバランスよく診るための道具であって、

気一元の身体を構成しているものであるとみているわけではありません。これが大切なこ

とです。

...「場」には個性がある。それを器という。■

臍下丹田を中心とした気一元の場を設定することではじめて、陰陽五行という言葉がその

生命を吹き返します。

その場が設定されてはじめて、その内側を陰陽という観点、五行という観点から眺めるこ

とができるのです。一を定めてはじめてその内側をバランスよく分析できるようになるわ

けです。

臍下丹田を中心とした気一元の場、を内側からバランスよくみていくために陰陽五行を用

います。現状における生命力の強い部分と弱い部分とを見分けていこうとしているわけで

す。

これに対してすでにでき上がっている場、そのものを外側から評価していく方法がこの

「器」の特性という考え方です。伝統的な東洋医学では、これが語られてはいません。私

の独創です。これは、気一元の場を陰陽という観点、五行という観点から把えるのではあ

りません。気一元の場の性質を、外から三つの方向から評価していこうとするものです。

この気一元の場の性質は、陰陽五行のモノサシで捉えられる生命力によって構成されてい

きます。その現在の生命力の状態を、モノサシを使って外側から眺め評価しようとしてい

るわけです。この気一元の場は成長や疾病などによってもまた変化します。
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「大小」基礎的なイメージは、子どもと大人の肉体の大きさです。大きな乗り物は安定し

ています。小さな乗り物は不安定です。

「粗密」基礎的なイメージは、生命力が充実しているのか希薄なのかということで、皮膚

の密度の細かさ粗さです。密度が密だと外邪に対する抵抗力が強く、簡単には内部に入れ

ません。密度が粗いと外邪に対する抵抗力が低くなり、簡単に外邪に侵されて気付くこと

もできません。そのため深く生命に関わるような危機に瀕することとなります。

「敏鈍」基礎的なイメージは、環境の変化に対して敏感か鈍感かということです。この環

境の中には外部環境が入ります。また、内部環境も入ります。敏感な人は変化しやすく不

安定であり順応性が高く、鈍感な人は変化しにくく安定していて順応性が低くなります。

...陰陽五行は、その器の中を観る方法。■

「一」は生命ですから、当然その表情があります。自分の家の子どもと隣の家の子どもと

は違う生きものです。全身の強さも違いますし、身体の大きさも性格も異なります。その

各々が生命状況をもって生きているわけです。その各々の与えられた生命の場を、陰陽五

行というモノサシを用いて探り、生命のバランスを調整していく。この作業を個別具体的

に行うことが、弁証論治を行うということです。

疾病は、そのような生命のバランスの内側に起こる渦のようなものです。疾病をみても生

命状態は見えません。けれども、生命状態をみていくと、疾病が起こる以前の生命の揺ら

ぎ歪みこわばりが見えてきます。そのため、疾病が起こる以前にそれを治療することがで

きるわけです。東洋医学ではこのことを未病を治すとも呼んでいます。また、いったん起

こった疾病の予後も、このような角度―生命の器の状態から判断していくわけです。

この個々の身体状況を内側から見ていく方法が、陰陽五行です。生命がどのようなバラン

スで構成されているのかとらえつつ、その動的な変化を予測して治療に結びつけていくわ

けです。



- 7 -

...見える範囲で論を立てる■

勉強会にきていると、人に見えないものが見えてきたり、人に理解できないことが常識に

思えてきたりします。そしてそのような先輩を見て尊敬したりもします。

また、古典と言われるものの中にも自分が見えてもいないものを収集したものや、頭で考

えた微細な状態を、見えてもいないのに書いたものがたくさんあります。

生命には揺らぎがあり、言葉化して固定化すると、意味をとり違える場合がよくあります。

そのような生命の揺らぎを無視して言葉を作ることもできますけれども、そのような詳細

さは生命そのものを見ていく自由さを失わせるため、臨床においては役に立ちません。実

際には見えないし、大いなる生命の変化の範囲内なので手を入れる意味がないからです。

中医学の詳細さや、見えてもいないのに詳細な脉論を説く人々は、まさにこのような言葉

のワナにかかって、がんじがらめになっているのです。そのような固定観念から脱し、言

葉にがんじがらめにされている場所から抜け出すために、もっとも大切なことは、今自分

が見えているものを大切にするということです。

見えないこと判らないことは、積み重ねられません。修練を積んでいる人にできることが、

初心者にすぐできるわけもなく、修練を積んでいる人に見えることが、初心者にすぐ見え

るわけはありません。見えないものを追いかけると見えているものも誤解してしまうもの

です。また、その人の体質や人生経験によって見やすいこと見えにくいことがあったりも

します。

ですから、判ることを確認していく、見えるものをどう解釈していくのか自分の頭で考え

ていく。そのように心を定めることが大切です。そのようにすると、見える範囲が少しづ

つ増え、見え方が少しづつ深くなります。

「人間がそこに生きている」という基本的なことが見えない人はいません。その人間を少

しだけ詳しく見ていく。腹があり背があり、生きてきた歴史がそこに刻まれている。その

あたりから少しづつより詳細に、「確実に」見える範囲だけを集めて、その人をより深く

理解していくわけです。

そこに借り物ではない人間理解の端緒があります。確実なところを集めてそこから理解を

深めていく。そこから借り物ではない臨床への道が開けてくるわけです。そしてその積み

重ねが、古典を乗り越え文字の糟粕を乗り越えさせてくれます。生きた生命に日々触れ、

それを解釈して患者さんに返すことのできる、自由自在な臨床を築くことが、その日々の

積み重ねを通じてできるようになっていくわけです。
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見るということを中心に置き、見える範囲で地味に論を立てていくことが、臨床の第一歩

であり、究極の臨床であると言えるでしょう。
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..ー元流の到達点

...器の概念。括られた場を見ることの大事■

歴代、この器の概念に関して触れられていないことが、私にはとても疑問です。言葉だけ

で語る人々は、リアリティを離れるため、この器の概念を理解することができません。そ

のような人々が、鼻尖智と呼ばれるのでしょう。存在のリアリティを根底に置かなければ

いかなる言葉も存立の根拠を疑われるということは、本来的には深く理解されなければな

りません。そして、誠実にその立ち位置を確認して言葉を発していかなければならないも

のです。けれども実際には、思いつきや傲慢な断章取義が行われており、古典の息吹がま

さに古典研究家を自称する人々の手で殺戮されているというのが現状です。何という悲惨

な現場であることか。強い憤りを私はもっています。

それはともかく、この場の概念は、Ｓ.ｉ,ＨＡＹＡＫＡＷＡという日系アメリカ人による、

「一般意味論」（岩波大学叢書）によっているものです。一般意味論というのは一言で言

えば、場の設定の範囲によって言葉の持つ意味が変化するというものです。ですから表現

されている理論も、設定している場によってその意味するところ―内容が変化します。

東洋医学者のほとんどは安易に陰陽という言葉を使用しますけれども、その際に場の設定

を意識できている人を私はこれまで知りませんでした。そういう意識が言葉を使う人々の

中にないためなのでしょう。それは実は、場の設定によって陰陽論は大きく変化するとい

うところまで考察を深めていないところに帰因しています。

一元流では場の設定によって陰陽論の意味することは異なるのだということを明確にして

います。このことは何重にも大切なことであるということを表明しておきます。

人生のステージである生成病老死において、場は徐々に変化していきます。そしてそれに

したがって、その舞台における陰陽五行もまた変化していくものであるということは明確

に理解されなければなりません。

このことは、東洋医学の歴史上注目されなかったことですけれども、何度も申しますが、

たいへん重要なことです。
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...気血一如、陰陽一体。課題は生命力とその偏在。■

気血陰陽という言葉にとらわれると、そこにあるものは分けてみようとする考え方、分別

知となってしまいます。

言葉というものは、見ようとする行為を促すものであり、見るということが始まる場所で

す。けれども、その最初の時点ですでに分別が入っているということに気をつけなければ

なりません。分別が入るということは、生命が一体の隆々たる流れであるということを無

視して、分析的に眺めているということを意味しています。あたかも生命と離れて気があ

り血があるような、陰があり陽があるような感覚を、言葉は持たせてしまうのです。

けれども実はそこにあるものはただ生命だけでしかないということ。ここに思い至らない

限り、東洋医学的な治療は成り立ちません。ましてや、西洋医学を超える東洋の叡智がど

こにあるのかという理解に及ぶことなど到底できるものではありません。

一元流鍼灸術のもっとも大切にしているところはここにあります。言葉以前に生命がある

ということ。気一元の生命体が目の前にあるということ。このことがもっとも大切なこと

だということを、何度でも確認していきましょう。

そして、気一元として、まるごと一つとして生き生きと存在している状態が「正常」であ

るということもまた大切なことです。脉であれ経穴であれ筋肉であれ、弱ってくると分か

れてその輝きを徐々に失っていくものです。生命の充実は、その一体であることの中にあ

るということ。これも何度でも強調しておきます。

...診察部位は、小さな気ー元の場。■

診察ができるということは、そこに全身の生命力が投影されているということを意味しま

す。そこに全身の生命力が投影されているとはどういうことかというと、全身状況がある

程度バランスよくその部位に表現されているということです。

この部位のことを、診察部位と呼んでいます。診察部位は、その範囲が明らかにされなけ
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ればなりません。範囲が明確にされなければ、全身が投影されているとは言えないためで

す。診察部位には明瞭な範囲がなければならないのです。

この明瞭な範囲をもった診察部位を、気一元の場とも表現できます。全身が気一元の生命

力の場であるのと同じように、全身を投影している診察部位も、気一元の生命力を表現し

ている場でなければならないからです。ですからこれを、小さな気一元の場と呼びます。

...行灯図＋六六難図→肝木図■

【図 1 行灯の図】

ここには長方形の筒が描かれ

ています。それが縦に三層に

分かれています。三階だてて

中が空洞の筒なのです。床も

天井もありません。ただの筒。

これは身体を表現しています。

三焦という意味ですね。その

底部には油を入れる小さな皿、

その中に注がれている油、油

に浸された灯芯灯芯の先に燃

えている火が描かれています。

これは先ほどの筒の一番下に

置かれています。下焦の部分

に置かれているわけです。下

焦に置かれていますけれども

この灯りは筒全体を照らしさ

らには外に溢れ部屋を照らす

大元になっています。この皿

が腎の器であり、油が腎精です。そしてこの燃えている火が命門の火とされているわけで

す。灯芯についてはとくに記載はありません。

この長方形の筒の上部には大きな帽子のような蓋がされています。この蓋には、華蓋とい

う名前がつけられており、肺に該当するとされています。肺で上部を閉じておかないと、

どんなに命門の火が強くてもその内部に蓄められることなく洩れていってしまうため、生

命力が充実しないのです。
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行灯の図はこのように腎と三焦と肺で構成されている全身像です。腎間の動気を命門の火

と考えて構いません。生命力の根源である腎間の動気と、それを衛る外衛である肺がしっ

かりしていることによって、充満している三焦の生命力が充実し身体が温かくなっていく

ようすが一枚の絵で表現されているわけです。

この行灯の図は、「杉山流三部書」の中の医学節用集に出てくる、気一元の身体観を示し

ているものです。

【図 2 六十六難の図】

『難経』の解説書である『難経鉄鑑』

の六十六難は、このような図が掲示

されています。行灯の図の経穴への

展開と言えます。『鍼灸真髄』にお

いて大正の名人鍼灸師である沢田健

氏に絶賛された六十六難の図です。

氏は、毎朝この六十六難に対面し、

原気の流行および栄衛の往来を黙っ

て座ってみていれば、身中の一太極

を知ることができると述べていま

す。さらには、万象の妙契〔伴注：

森羅万象の秩序の背景に隠されてい

る真理〕にまで思い至ることができ

るであろうとも。

この六十六難の図には何が描かれて

いるのでしょうか。基本的には原穴

の意味を表現している図です。原穴

には十二ありますので、十二原とも

題されています。上段にその十二原穴の名前が配されています。太淵・大陵・太衝・太白

・太谿・兌骨（神門）・丘墟・衝陽・陽池・京骨・合谷・腕骨ですね。そして下段にはそ

れに対応する十二経絡の名前が書かれています。この両者の結びつきについて考察されて

いるわけです。

十二原穴と十二経絡の間には、「原」という文字が一字真ん中に書かれていて、その言葉

について解説されています。一つは三焦の尊号という言葉です。三焦を尊んで原という言

葉を使っているというわけです。もう一つは三焦がめぐるところの兪という言葉が書かれ

ています。三焦がめぐっている経穴、三焦の気が通っている経穴が原穴であると述べてい

るわけです。原、これは三焦と関連し尊いものであり、原穴はその三焦の生命力の表現な
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のだと述べているわけです。

十二原穴と十二経絡との間に原という文字が書かれていてその解説がされていると述べま

した。実はこの図の下にはさらにもう一つ「原」という文字が真ん中に書かれています。

この原にも解説が付されています。それは腎間の動気という言葉と、その解説としての、

人の生命という言葉、それに十二経脉の根という三つの言葉です。つまり、一番下に書か

れている原は、腎間の動気と呼ばれるもののことであり、これは人の生命の大元でありま

た十二経脉の根であると述べられているわけです。先ほどの行灯の図を思い浮かべてくだ

さい。同じことが書かれているということが理解できると思います。人の生命の大元は行

灯の図の下焦部分に置かれている灯火であり、六十六難の図ではこれを腎間の動気と呼び

原としているわけです。その原気が十二経脈を通じて表面に表れたものが原穴であるとし

ているわけです。行灯の表面に経穴という名前でその根元的な生命力が輝き出ている、そ

う書かれているわけです。

さて、この一番下の原と十二原穴を結んで線が描かれ、二つのことが書かれ解説されてい

ます。その一つは、三焦は原気の別使という言葉です。三焦は一番下の原すなわち腎間の

動気の表現であるというわけです。行灯の図における灯りそのものが三焦であると考えて

いるわけです。そしてもう一つは、三気を通行し五臓六腑を経歴すると書かれています。

三気を通行しているということはもちろん三焦の気を通行しているという意味です。そし

て五臓六腑を経歴しているという言葉の意味は、五臓六腑を経歴して、十二原として表現

されているという意味です。腎間の動気という生命力の根源とも言える最も深い位置にあ

るものが、三焦を通じ五臓六腑を経歴することを通じて十二原穴として表現されていると、

そのように述べられているわけです。

六十六難の図はこのように、人身においてもっとも大切なものとして腎間の動気をあげ、

その表現として十二原穴を捉えているわけです。行灯の図ではここに華蓋としての肺が描

かれていましたが、ここではそれは省略されています。原という言葉の解説だからですね。
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【図 3 肝木の身体観の図】

そして一元流鍼灸術における肝木

の図があります。行灯の図は命門

の火と三焦および心心包の灯りと

で表現された生命力です。六十六

難の図は、それに三焦のルートお

よび原穴を加えて腎間の動気が守

護の神であるということを明らか

にしたものです。

これらに対して肝木の図は、気一

元の生命として身体を見ることは

同じですが、その観方を五臓にま

んべんなく配して構造的にバラン

スよく把えようとしているもので

す。

肝木の図では、心腎の自然の交流をするその柱に三焦や心包ではなく、木をおいています。

天地の交流という心腎の自然さに加えて、生きる意志としての肝木を配して人間の意志の

大切さを位置づけているわけです。

人身の構造をバランスよく捉え、そこに志を置いた。ここが、肝木の図のたいせつな所で

す。

この図の表面に原穴を配していくと、肝木の図と六六難の図の統合図ができあがります。

けれどもそこまで入れ込んでしまうと、繁雑になりすぎますので行ってはいません。また、

腎の位置に灯明をおくと行灯の図にもなりますけれども。これもまた理論として少し不足

があるためやりません。腎は一義的にはあくまで水であり、心は一義的にはあくまで火で

す。このあたりをきちんと押さえた上で図にしたものが、この肝木の図になっていくわけ

です。
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...一体としての奇経ー経脈観■

一元流鍼灸術においては奇経についての見方も歴代のものとは大きく変化しています。こ

とに奇経を動かすとされている経穴である奇経八穴は、奇経を考慮する際には用いません。

経穴というものは、そこになんらかの特徴があるとして用い続けていくと、目的とする個

性が発揮される場合がでてきます。いわゆる理論通りの効果が得られる可能性があるわけ

です。そういう結果を集めていけば、それらしい体系ができ上がりますが、これは理論先

行で実験結果を歪めているものです。奇経八穴はそのような発想によるものなので用いな

いわけです。

奇経八穴は、奇経という範疇ではなく、特効穴の一種として捉える方が、豊かな発想を得

ることができるでしょう。また、四肢末端に配して全身の生命力を動かそうとしていると

いうことから、子午の発想と合わせて、空間的な生命力の偏在を調整する方法として考え

ていくと、より自在な運用をすることができます。

奇経八脉特有の病証とされているものについてみていくと、奇経で解かなければならない

ものは特別ありません。五臓で弁証していくことによって解釈できるものです。ですから、

奇経は五臓の余りであり、五臓の間をつなげる綱であり網であるという『難経』の認識が

正解であると考え、一元流ではこれを採用しています。

また、一元流では病因病理を通じて五臓の関係性について述べていきますので、その間（あ

わい）の表現が奇経的なものとなる可能性があります。ここはこれからの研究に委ねられ

るところでしょう。

奇経を動かすためには奇経の存在する位置に直接手を入れる。このような局所治療的な発

想も大切にしています。
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...補瀉一体、虚実ー如。■

虚実補瀉を知れば医学はこれに終わるといわれています。虚実補瀉はまさに鍼灸師の要諦

です。けれども私が出会った鍼灸師・鍼灸書のなかに、これをきちんと理解し解説できて

いたものは皆無でした。驚くべきことです。

生命力というものを見ていく時、虚というものが存在し実というものが存在しているので

は「ない」ということ。このことがまず最初に理解されなければなりません。気一元の生

命がそこにあり、さまざまな気の濃淡を現している生命がそこにあるだけなのです。虚実

とは、その近隣の気の状態との比較に過ぎないわけです。

虚実というモノサシが近隣との生命力の濃淡の違いであるということが理解できれば、補

瀉の理解も変化してくるでしょう。補瀉の手技というものはない。処置部位の状態をよく

見て、その生命力の向上を図ること。それだけが治療家のなすべきことであるということ

が理解できるでしょう。このことを気の濃淡を調えると私は呼んでいます。

経穴とは、気の濃淡の分かれ目に生じている渦や断裂です。その部位に処置することによ

って生命力の疎通を図ることが治療家の眼目であるということにまたなります。

一点に「触れる」こと、それは、その行為だけでそのままその部位に気血を集めることに

なります。気血を集めるということは、その部位を補うことです。すなわち気血を集める

ことによってその部位に生命力を集めるということが、治療処置の基本的な目標となりま

す。

虚実の濃淡の境目にある経穴を見つけ、それを補うことが、その部位の生命力を補い、生

命力の疏通をうながすわけです。生命力が充分に補われることによって、その部位が修復

され、生命力が自然に流れるようになります。これを、生命力が疏通されると表現してい

ます。これは、川の水が増えることによって、川の水が流れやすくなるということとまさ

に同じことを意味しています。疏通というのは瀉で得られる効果であるといわれています

から、補は瀉なり、という言葉がここにおいてまさに活き活きと生きてくることに気がつ

かれるでしょう。

鈍感な生命力の、問題の大きな経穴には、それなりの強い手を入れる必要があります。敏

感な生命力の、問題の小さな経穴は、触れようとして指を近づけるだけで変化していきま

す。体表観察をしてから治療の手を入れようとする我々は、変化の遅い経穴に強めの手を

入れてその生命力の賦活を促すということを目標とするということになります。
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最終的な治療目標は、臍下丹田を充実させ、それを中心とした全身の生命力がさわやかに

気持ちよく流れるようにする、というところに置かれています。

...症状治療→気一元の身体観に基づく養生治療。■

根を付けることを大事にするということはすなわち、症状取りをねらうのではなく養生を

助ける治療をねらうということを意味しています。養生をすることで生命力を充実させて

いくことをめざしているわけです。そのような治療をすることによって、さまざまな症状

が発生する前に生命力を調えていこうとしているわけです。

とは言っても、死なない人はいません。バランスを崩さない人はいないのです。そのバラ

ンスをあまり崩さないで「豊かな安定した死」を迎えることができるように、今、治療の

手を入れていくこと。これが一元流鍼灸術の治療ということになります。

ですから一元流では局所治療の問題を中心には語りません。その理由は、全身の生命力の

中に手足頭などの局所が存在していると考えているためです。

これはあたりまえのことだと思われるでしょう。けれども、病院を覗いてみてください。

内科や外科や皮膚科や眼科、歯科や耳鼻咽喉科などもあるではありませんか。そう。病院

の先生はこの当たり前の考え方をあまり重視していないんです。どうしてかというと、そ

れぞれの専門科目で治療技術がそれぞれ発展してきたからです。そしてその理由は、患者

さんの痛みや違和感などの訴えがその局所に限定しているためでした。

患者さんは素人ですから局所の問題に着目するのは当然と言えます。それに即応しようと

するお医者さんたちも、局所の問題の解決に血道を上げてきました。これが現状なのです。

東洋医学を実践していると思われる鍼灸師などでも「治った」ことを強調する先生は、こ

のように患者さんを見ているため、症状が取れたら治せた気がしているわけです。

痛みが取れても治ったのではない。鼻水が止まっても治ったのではない。痒みが取れても

治ったのではない。生命をまるごと一つのものとして観るとき、実は治るということは有

り得ないのです。治るという言い方はおかしい。生命力が向上して新たなステージで生き

られる状態となった。生活の質が高まった。こう言わなければならないはずなのです。

このように考えてみるとよく理解できると思います。
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全身状態をよく見てそれを高めることを目標とする治療においては、患者さんの生活態度、

治療への取り組みが非常に重要となるわけです。

治療家はあるときはその生命力を応援し、あるときは滞りを取り払いながら、患者さんの

生命力を上げるために、今焦点となるべき部位を定め手を入れていきます。そのようにし

て、患者さん自身の生命力が身体を立て直しやすいように調整しようとしているわけです。

生きているかぎりバランスは崩れます。人は自分でバランスを崩しながら、その生命を発

露させていきます。治療家はそのバランスを調えながら、その個人個人の生命力の発露を

手助けしていくわけです。ここがこれからの時代の治療家の目標となります。いわゆる、

生命を導く治療がこれです。

...症状の弁証論治→生命の弁証論治へ。■

東洋医学において治療するということは症状をとるということではなく、生命力を向上さ

せるということであるということは上に述べました。その結果として症状が取れればそれ

でもいいし、症状が激しく出ればそれでもいい、症状が取れなくてもかまわないのです。

目標は、生命力の向上にあります。

症状は、生命力の表れです。そして、生命力の極小部分の表れが症状です。症状は氷山の

一角なのです。治療家は、症状を通じて患者さんの内部に起こっていることを洞察しよう

とします。症状をきっかけにして来院したとしても、四診を通じてその生命に何が起こっ

ているのか考えて、矛盾の中心を探り出し、そこに手を入れていくわけです。

症状は生命力の表れですが、四診に表現されていることもまた生命力の表れです。患者さ

んが気がついていようといまいと、生命力はさまざまな表現をいつもしています。生命力

全体のうち、患者さんが違和感を持ったわずかな部分、それが症状なのです。

ですから、症状にこだわっていては人間をみることはできません。その症状がなぜ出てき

たのか理由を理解することができません。理由がわからなければその症状が取れるのかさ

らに出るのかあるいは、生命力そのものがひどい損傷を受けているのか、否か、判別する

ことなど到底できないのです。
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四診の異常も症状の一つであるということが理解できれば、症状の分析という考え方がい

かに狭小なものなのか理解できるでしょう。そして、生命力全体の状況をしっかりと見て

いくことがいかに大切なことなのかということもまた理解できるでしょう。

一元流鍼灸術ではこれを、生命の弁証論治と呼んで、中医学などの症状の弁証論治と区別

しています。考えてみると常識的なことなのですが、これができていないという現状があ

るため、敢えてその違いを呼び名の違いとしてつけているわけです。

...特効穴治療→穴性学→探索経穴から弁証を省みる■

一元流鍼灸術の経穴学は、特効穴治療の研究から始まりました。いわゆるどこの経穴はど

の症状に効果があるというあれです。これは支那大陸においても日本においても深く豊か

な蓄積があります。あたかもこれを伝承するために鍼灸の書籍が書かれているとも言える

ほどです。

でも少し立ち止まって考えてみてください。

症状に対して経穴は用意されているものなのでしょうか？

患者さんの身体は個別具体的なものです。その個別具体的な身体を理解するために弁証論

治があります。弁証論治というものは、症状を分析するためにあるのではなく、個別具体

的な身体を個々に理解するためにあります。同じ病名がついている病気であっても、同じ

症状を呈しているようにみえる病気であっても、異なる弁証が出てくることがあります。

また逆に、異なる病名、異なる症状であっても同じ弁証が出てくることがあります。この

理由について深く考えてほしいのです。

弁証論治は、病気理解のためにあるのではなく、人間理解のためにあります。症状を理解

し採るためにあるのではなく、症状を表現している人間を理解するためにあります。

このことを一元流鍼灸術では「生命の弁証論治」と呼んでいます。新しい言葉を作成する

必要はそもそもないはずなのですが、どうも中医学を中心として、弁証論治についての誤

解がはびこっています。そのため、立ち位置を明瞭にするために新しい言葉を作っておき

ました。生命の弁証論治。症状を理解するのではなく生命状況を理解するために弁証論治

を行うのです。ここにおいて、治療と養生とはシームレスにつながります。そして症状を

とるだけではなく、生きることを応援する治療が構築されることとなるわけです。
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ここで振り返らなければならないことがあります。それは、個別具体的な身体に表れてい

る個別具体的な症状に対処するためには、その身体にしたがった経穴をその都度、探さな

ければいけないということです。ということは、蓄積されてきた特効穴治療というのは、

たまたまその時その身体をもった人が表現している症状に対して効果があっただけのもの

であるということが理解されなければならないのです。

特効穴治療というのはいわば、守株（切り株にぶつかって死んだうさぎを手にいれた農夫

が、その後は働くことをやめ、またうさぎを得ようと切り株を見張って暮らしたという「韓

非子」の故事）そのものであるということになります。

現代中医学で盛んにいわれるようになっている「穴性学」というものは、そのように守株

されてきた経穴学の柔らかな集合体です。概念を整理しつつより高次の使いやすいものと

して考えることはできないかと工夫され産み出されてきた概念的な産物です。守株されて

きたものを統計理論的に積み上げていくと、経穴の効能に辿り着くことができるのではな

いか、そう考えて産み出されたものなのです。

穴性学なるものを、今、生きている個別具体的な患者さんにそれをあてはめていくことは

乱暴です。中医学者はそれを、経穴を探そうともせず、決まった位置に経穴があるという

前提で、補瀉の手技を用いて処置できると考えているわけです。今、生きている生命を、

それで捕まえることができるとでも考えているのでしょうか。歴史的に蓄積されたもので

あるとはいえ、過去の知識で現在の患者さんの生命を壟断しているものであると言わなけ

ればなりません。

穴性学を日本に紹介した嚆矢は実は私です。『穴性学ハンドブック』を書き、たにぐち書

店から上梓しました。けれども上記のような深い反省の下、より具体的な方へ、より生命

に寄り添う方へと、立ち位置を現在では大きくあらためています。

その立ち位置の変更とは『鍼灸真髄』を通じて沢田健先生が述べられた「今生きて働いて

いる経穴を用いよ」という言に従う立ち位置への変更です。概念から存在そのものの把握

へ、より生命に肉薄する位置へ、個別具体的な経穴学の構築へと自己変革を行ってきたわ

けです。

このような立場から、経穴学は脱構築―再構築されなければなりません。安易に伝統を踏

襲したり、過去の経穴学を集積することはできないのだということを知らなければなりま

せん。



- 21 -

...裏を建てる＝脾腎の充実＝根を付けることの大事。■

肝木の身体観を見ていただければ理解できると思いますが、一元流鍼灸術では根をつける

治療をすることが多いわけです。植物を育てる時にも、土作りから始めて根がしっかり張

るように注意するということを言います。

症状というのは表面に出ていることが多いため、枝葉すなわち経絡経筋の問題に見えるこ

とが多いものです。そして激しく出ます。けれどもその奥にひそんでいるものは、根の弱

りすなわち脾腎の弱りであることがとても多いわけです。そのあたりのことを弁証論治を

通じて考えていきます。

そして結論として、根を付けていくように、根がしっかりしていくことが必要であるとい

うことになると、そういう治療をしていきます。これが脾腎を充実させるということにな

ります。そのような処置を行うことによって、身体が自然に病を治療していくようにうな

がしているわけです。いわば自然治癒力を高めるための基本的な方法として、脾腎を充実

させて根を付ける治療を行うことが多くなっているということになります。

...永遠の未完。そこに初めて、真実を探究し続ける心が舎る。■

一元流鍼灸術では、誠実に四診をし誠実に弁証論治を行い続け、治療前後の状況を比較勘

案しながら以上のような観点をつかんできました。

これまでの東洋医学あるいは中医学と、大きな違いがあるところをここでは述べてありま

す。ですから、気がつかずに常識として一元流ではやっていることが他にもあるかもしれ

ません。気がついたらさらに加えていきます。

東洋医学の歴史は長くそして重層的ですが、誤りもまた多いということが我々は臨床を通

じて理解してきています。それを積極的に表に出し、21 世紀の医学として生き残ること

のできる東洋医学を作り出していこうと思っています。

これまでの歴史をふまえて、取捨選択すべきものを明確にし、次世代につないでいこうと

しているわけです。
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東洋医学の基本は養生医学です。養生の極みに症状が解決を迎えるということがあります。

われわれはその道を歩みながら、この鍼灸の道が永遠に続くものであることを自覚してい

ます。

今、我々は鍼灸道の正中を歩んでおり、さらにそれを磨き出すべく、養生道としての鍼灸

道を極めていく覚悟でいます。

さらにこの道を極めていくと、四診に基づく治療技術、および生活指導を基礎とした個別

具体的な養生技術の提供ということになっていくことでしょう。そのときには、東洋医学

とか鍼灸術という範疇を超え、ありのままの生活を支える医学の一領域として、その命脈

を維持することとなることでしょう。

そしてその際、その基底には、「人はいかに生きるべきか」という美学あるいは哲学が潜

むことになります。この哲学は共有されるようなものではありません。一人一人がその人

生を通じて探究していくべきものです。ともにこの道を探究し、その違いを楽しみ理解し

あえるとき、この世界は大きく拡がっていくことでしょう。

...死生観にもとづく養生とは何か―生の美学について■

いかなる養生の果てにも死があります。死を前提にして考えを深めていくと、生きるとい

うことは大いなる奇蹟、プレゼントだと気づくことができます。ここに気がついたとき人

は、「生命をいただいている」「今生かされている生命を、日々生かしていただいていく」

と人生を表現するようになります。

養生は目的ではありません。今、生かされている生命を、より生かしていくにはどうすれ

ばよいか。そのことを考え、人生の日々の過ごし方を組み立てていくための方法です。で

すからそれは時には、特攻隊に志願した若者たちのように、自分の今の生命をなげうって、

未来の日本を救おうとする、無私の使命感に燃えることにもつながるのです。

養生というものをこのように深い思いをもって考えていくこと。

生命というものをこのように広い世界で捉えて行くこと。

ここに我々の東洋医学の視座を置く必要があります。
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一元流鍼灸術の道統

はじめに■

2015 年 12 月にお話しした、一元流鍼灸術の道統について、内容を簡単に整理しました。

でも長いです。

すると、一元流鍼灸術を磨いていくことによってみえてくる世界がより明確になってきま

したのでここに報告させていただきます。

黄老道■

黄老道から学ぶものは、「汎く知識を学び、一元の生命の中でそれを理解する」という姿

勢です。

黄老道という言葉そのものは、黄帝と老子から来ています。前漢代初期の無為自然にして

泰平をもたらすという道家による治世の姿勢の基本を定めた思想です。

その根源は、深く周代に根ざしていると言われています。

前漢中期、武帝の時代（紀元前 100 年ころ）になると董仲舒の手によって儒教が国教とな

り、黄老道は脇役あるいは後宮の思想となって表舞台の政治からは排斥されます。

次に述べる黄帝内経は、この黄老道の思想を背景に成立していた医学を、後漢に入ってか

らまとめられたものです。
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黄帝内経■

後漢時代になると、誠実に道を奉じ天地の運行に照らしつつ身体をみていく方法の「他に」、

身心を型にはめパターン化してみる思潮が生まれました、それを讖緯学説と呼びます。現

代でいう運命論、占筮の学はここから繋がってきます。黄帝内経の中では両者をそのまま

採用しています。

一元流鍼灸術では、その、讖緯学説の部分を排し、体表観察に学ぶ道を採用します。臓腑

経絡学と、治の基本が養生であるという点を主として採用しているわけです。讖緯学説に

属する部分としてことに、相生相剋理論と体質論とを批判し排除しています。

唐代にまとめられた素問の運気七篇は、讖緯学説が発展した果ての観念論です。当然、排

除します。

○臓腑経絡学。養生が治の基本

×相生相剋理論。体質論。運気七篇

難経■

難経は後漢末期（紀元 100 年頃）に黄帝内経を承けて成立した書物です。そこには特徴的

な身体観が描かれています。それは臍下丹田を中心とした気一元の身体観です。これは現

代でいう坐禅瞑想の体験に基づいているものであり、その背景には当時伝来してきた仏教

の身体観があると考えています。

江戸時代の『難経』の解説書である『難経鉄鑑』の六十六難の図はこのことを明らかにし

ているものです。この図は大正時代の高名な鍼灸師である沢田健氏に賞賛されたもので、

一元流鍼灸術でもこの図とともに、背景にある仏教的な身体観として、臍下丹田を中心と

した気一元の身体観を重視し基本においています。

また、難経の最初の二十篇で展開されている脉学は、寸口の脉を気一元のものとして措定

してその、気一元の生命力の盛衰―動きを明らかにしたものです。観念的なきらいはある

ものの後の傷寒論の展開に繋がるものとして評価しています。

難経の中で描かれている三焦論、奇経八脉論は、現代中医学で解釈され敷衍されているも
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のとは異なります。そのため、三焦論、営衛論、奇経八脉論を新たに構築しなおし、臍下

丹田を中心とした気一元の身体観の中に位置づけしなおしています。

◎臍下丹田を中心とした気一元の身体観

張仲景■

平脉法弁脉法の部分は後代に書かれた観念的な脉論であり、評価に値しません。

それに対して、六経部分はことに実際の身体における生命力の変化、正邪の闘争部位の変

化を考察することを通じて、気一元の生命力の変化を描いていることが、弁証論治を考え

ていく上で参考になるものです。

清代に入るとさらに整理されて『温病条弁』が書かれることとなります。

『傷寒論』と『温病条弁』は、外邪の侵襲とそれに対抗する生命力との闘争の仕方を、そ

の勢いと闘争部位とで分類整理したものであるということができるでしょう。

◎弁証論治

◎内傷と外感の区別

張景岳■

張景岳は、黄帝内経を事項別にまとめて『類経』を作成し、さらにそれに注釈をつけて読

みやすくしてくれています。さらに歴代の医論をまとめて整理した『景岳全書』を作成し、

それぞれの過不足を論じています。その論は多岐にわたっておりバランスが取れたものと

なっているため、現代中医学においても重視されています。いわば、東洋医学の歴史にお

ける扇の要のような位置にある医家です。

彼はまた医と易とを併せて医易学として提示し、自然科学である医学を抽象的な論理であ

る易と統合しようとしました。
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彼の思想的な背景には朱子学の観念論があります。事実を成立させる背景に、バランスの

よい理論が前提にあるという発想です。ここにおいて黄老道におけるような事実から学ぶ

姿勢が徐々に失われた、観念論の時代という負の遺産を背負ってもいます。このあたり、

文字文化が発達した支那大陸文明の限界とも言えます。

張景岳が挑んだ医と易との統合的な理解は実は、疾病や処方をバランスよく分類するとこ

ろには存在しないものです。易が生命の学として存在している理由はそこに、生命現象す

べてを易理の中で理解するという前提があります。「生命現象すべて」というのは医学に

おいては当然、人の生活や養生を含めたものということになります。ですから、疾病は生

命現象の一部であるという思想が背景に置かれなければなりません。けれども残念ながら

この部分の理解が張景岳にはなかったため、医と易との統合的な理解は中途半端なものと

なってしまいました。

○支那大陸医学知識の集成

○医と易の統合理解

×朱子学的

岡本一抱■

岡本一抱とここでは書いていますが実はこれは味岡三伯医学塾という、江戸時代初期から

中期にかけて京都に存在していた医学塾における、医学研究書作成部門の代表として岡本

一抱の名をあげているものです。この味岡三伯の係累として貝原益軒が主に養生書におい

て一世を風靡する著作活動を行っていました。この一点だけにおいても味岡三伯塾は賞賛

に値するものです。さらに銘記すべきことは、朱子学を基本としていた張景岳に比し、陽

明学―仁斎学に連なる気一元の身体観をそこに内包していたということです。この係累の

果てに国学の中心人物であり古事記を現代人が読めるようなものに蘇らせた本居宣長が存

在しているということもまた偶然ではないでしょう。

後にさらなる実践的な治病理論家である古方派を産み出すこととなる前段階としてこの味

岡三伯塾の思想大系は江戸時代の医学史において中核的な意味をもつこととなります。そ

してその結実が広岡蘇仙の『難経鉄鑑』であるということも強調しておく必要があるでし

ょう。『難経鉄鑑』では臍下丹田を中心とした気一元の身体観こそ、難経の真眼目である

ことが説かれている書物です。
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この陽明学―仁斎学に連なる気一元の身体観こそ実は江戸時代に生まれた、日本型の独創

的な東洋医学です。事実に基づいて古典を解釈しなおして気一元の身体観にいたり、それ

を基礎としてさらなる事実を積み重ねていく、そのように構築されていくべき日本医学が

構想されていました。

○支那大陸の医学集成解説

◎陽明学―仁斎学に連なる気一元の身体観（難経鉄鑑に続く）

一元流鍼灸術のめざすもの■

一元流鍼灸術では「事実に基づいて古典を解釈しなおして気一元の身体観にいたり、それ

を基礎としてさらなる事実を積み重ねていく、そのように構築されていくべき日本医学」

を、四診技術を基盤とした弁証論治に基づいて、継承発展させていきたいと考えています。

治療目標は養生にあります。養生とは基本的に、臍下丹田を中心とした気一元の身体を充

実させるところにあります。


