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INTERVIEW 王承徳先生に聞く
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第1回

傷 寒 論 講 座



傷 寒 論 講 座

第 2 回

社団法人老人病研究会会長・川並汪一先生に聞く
INTERVIEW



傷 寒 論 講 座

第３回

　　　

新
企
画

❶



傷 寒 論 講 座

第 4 回
北京中医薬大学東直門医院・趙吉平先生に聞く

INTERVIEW

杏林
春秋

  88   1515   1818   2121

  2323   2525   2727



傷 寒 論 講 座

第 5 回

杏林
春秋

❷

巻 頭 企 画



第 6 回

眞
杏林
春秋

巻 頭 企 画 傷 寒 論 講 座

鍼 灸 百 家 園

中医鍼灸 実践へのみちすじ



中医鍼灸 実践へのみちすじ

第 7 回

杏林
春秋

傷 寒 論 講 座

食 医 同 源 ❶



中医鍼灸 実践へのみちすじ

杏林
春秋

傷 寒 論 講 座

食 医 同 源 ❷

～その１：陰虚内熱は古代からあったのか？～

❸

■唐容川の『血証論』を読む　



食 医 同 源 ❸

傷 寒 論 講 座

～その２：清熱の方法と意義の変遷～

■唐容川の『血証論』を読む　

第 8 回　

杏林
春秋

巻 頭 イ ン タ ビ ュ ー



食 医 同 源 ❹

杏林
春秋

❹

運気論から
傷寒論を読み解く



❺

運気論から
傷寒論を読み解く

杏林
春秋

１



　
杏林
春秋

巻 頭 企 画

運気論から
傷寒論を読み解く

朱氏頭皮針京都講演会

朱氏頭皮針講習会

前篇



 40
　中医診察ナビゲーション◇難治性疾患の弁証論治

   　平肝・熄風・扶脾・柔肝による土虚木旺の腹瀉を伴う偏頭痛治療

　  　 杏林春秋

 50　精神疾患の漢方治療
 62　五行理論について＜８＞～五行と五臓の相互関係―心肺同病～

 67　舌診の成り立ち　第７回　中西医 通による舌診の発展〈１〉～西洋医学との融合～

 70
　漢方エキス製剤の中医学的運用　

　　　小児の心因性咳嗽に漢方エキス製剤を合方した 1 例

 74　中医病証の源流考　第２回　消渇

 80　中医精神科学　第５回　精神疾患の弁証論治　鬱証

 86　運気論から傷寒論を読み解く  第４回 五運六気で少陽病を解読する

 90　国医大師・朱良春先生の臨床⑫　鼻療方による慢性頭痛の治療

 93　傷寒論歴史考８　日本安政本『傷寒論』考〈前篇〉

100　内経入門　第 11 回　蔵象って何？―その 2

  2　 座談会 　慢性・難治の疾患に活用する温病学

 20　 基礎知識① 　温病とは何か

 23　 基礎知識② 　衛気営血弁証

 27　 基礎知識③ 　三焦弁証

 32　 基礎知識④ 　温病における代表処方

日本で活かす温病学
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特　集

中医学

丁元慶

江部洋一郎

土方康世

梁　嶸

河﨑文洋ほか

姜徳友ほか

王彦恒

 

田合禄

邱志濟邱志濟

銭超塵銭超塵

斉藤宗則

編集後記　152     　投稿規定　147

鍼　灸

128　穴の主治と弁証論治［後篇］　 穴主治の標準化と鍼灸の弁証論治

134
　穴性論　いま，穴性を問う　～日本の臨床に適合した穴性構築に向けて～

　　  第９穴　陽陵泉

140
　仮免鍼灸臨床からの脱皮  その17 「 血＝舌下静脈の怒脹」を検証する

　　 舌下静脈を考える

144　中医鍼灸研修生奮闘記　臨床の現場で学んだ特殊診察法

148　鍼灸百話　第 20 話　五行相克経に沿って悪化する？！

150　近況雑感　膈兪穴はバネ指（弾撥指）に効くのか ?

黄龍祥

金子朝彦・岩渕浩司・

田辺義典・髙士将典・李昇昊

近江國宏

 

坂牛惠理子

篠原昭二

浅川要

弁証論治トレーニング

110　弁証論治トレーニング 81 　〈習慣性流産〉
116　回答へのコメント　
123　次回出題

呉澤森

呉澤森・高橋楊子

高橋楊子

EXTRA

106　未病を治す智恵⑱　 使用の機会増える単味エキス剤

 60　中医ニュース　 肝線維化を抑制する中成薬・扶正化 錠，FDA第 2 相臨床試験終える

108108　中医ニュース　 2013 年中医十大ニュース

　　　　 ◎書籍紹介 ◎書籍紹介

 48　『基本としくみがよくわかる東洋医学の教科書』（平馬直樹・浅川要・辰巳洋監修）

 69　 69　『わたしの東洋医学―自分で見分ける婦人科疾患』（早稲田中医臨床研究会・執筆グループ）

藤田康介

［司会］平馬直樹・林賢濱・
加島雅之・板倉英俊

［解説］菅沼栄

 



 2　 リード  編集部

 4　 インタビュー
　上海市中医医院中医睡眠疾病研究所・王翹楚先生に聞く 

　　　　　　　　不眠症の中医治療でユニークな研究を続ける老中医 
編集部

10　 概　説 　不眠症の弁証論治 王翹楚

16　 臨床経験 　王翹楚教授の不眠治療経験 厳暁麗

20　 考　証 　歴代医家の不寐の認識と治療 姜徳友ほか

26　 老中医の経験 　顔徳馨教授の不眠症治療 斌ほか

不眠症の中医治療―名老中医の経験に学ぶ―
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特　集

32　興味深い論文　中医思想の魂を取り戻せ 顧植山

38　
中医診察ナビゲーション◇難治性疾患の弁証論治 

　　疏肝涼肝・活血熄風による肝経 熱証の片頭痛治療 
丁元慶

46　興味深い臨床報告　アトピー性皮膚炎102例における複方苦参製剤の外用効果 李頌華ほか

　　 杏林春秋  　
52　五行理論について＜ 9＞～五行と五臓の相互関係―心腎同病～ 土方康世

57　陰陽五行学説と五臓循環図―肝の生理作用を中心に― 曺桂植

62　虚証における圧痛（脾胃の研究Ⅲ） 川又正之

67　高齢不妊症に対する中医治療 張立也

72　中医精神科学　第６回　精神疾患の弁証論治　薬剤性疾患 王彦恒

78　運気論から傷寒論を読み解く　第５回［最終回］　五運六気で陽明病を解読する 田合禄

82　国医大師・朱良春先生の臨床⑬［最終回］　帯下治療 邱志濟

86　舌診の成り立ち　第８回［最終回］   中西医匯通による舌診の発展〈２〉～舌診の集大成～ 梁嶸

90　傷寒論歴史考９［最終回］　日本安政本『傷寒論』考〈後篇〉 銭超塵

 

中医学

編集後記　160     　投稿規定　102

鍼　灸

120　 INTERVIEW 　上海中医薬大学・李鼎先生に聞く　鍼灸教材の変遷と弁証論治の鍼 編集部

128　周楣声の鍼灸弁証［前篇］　臨床における弁証と治症の意義 周 声

134　 INTERVIEW 　呉澤森先生に聞く　治療効果を高めるために，いかに経穴を使うか 編集部

140　
穴性論　いま，穴性を問う　～日本の臨床に適合した穴性構築に向けて～ 金子朝彦・岩渕浩司・

　　 第 10 穴　外関　 田辺義典・髙士将典・李昇昊

146　
仮免鍼灸臨床からの脱皮　その18「補気＋行気」について検証する 

　　 気虚証だから補気をする……だけですか？ ―「入口と出口」を意識した行気の加味― 金本貴行

152　中医鍼灸研修生奮闘記　臨床研修を経て思ったこと 米谷友佑

154　鍼灸百話　第 21 話　足背の温度と経絡の異常（その２） 篠原昭二

156　近況雑感　「胃の大絡」はどこから始まるのか？ 浅川要

104　弁証論治トレーニング 82　〈兎糞便，ガスが溜まりお腹が苦しい〉 高橋楊子

110　回答へのコメント 高橋楊子・呉澤森

116　次回出題 呉澤森

弁証論治トレーニング

EXTRA

 99　ニュース　東京薬科大学で中医学オープン講座始まる 編集部

100　未病を治す智恵⑲　中医文化を活かした街づくり 藤田康介

　　　◎書評

150　『針灸治療大全』（張文進ほか編著） 浅川要

159　『開業鍼灸師のためのガイドBOOK 日本人が書いた中医鍼灸実践マニュアル下巻』（若杉寛著）　菅沼栄

　　　◎書籍紹介

 29　『漢方薬の考え方，使い方』（加島雅之著） 

 81　『日常外来の漢方 380 例』（中川良隆著） 

133　『中國醫書の文獻學的研究』（浦山きか著） 



 2　 リード 　「鍼を知り，薬を知ってこそ良医である」 編集部

 4　 インタビュー
　上海交通大学医学院附属仁済医院・秦亮甫教授に聞く 

　　　　　　　  「一鍼，二灸，三服薬」国医大家の鍼薬併用 
編集部

11　 臨床経験 　痿証に対する秦亮甫教授の鍼薬併用 劉艶艶ほか

15　 史料研究 　古代における鍼薬併用の認識と方法 王耀帥ほか

20　 総　説 　鍼薬併用における鍼灸と中薬の関係 韓彬

26　 日本の現況 　日本における鍼薬併用療法の現状と意義 関隆志

鍼薬併用
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特　集

　　 日中経方サロン

36　論考　日本漢方と中医学の思考法 黄煌

40　論考　日中の方証相対の異同 加島雅之

44
　中医診察ナビゲーション◇難治性疾患の弁証論治 

　　清熱利湿・活血熄風による湿熱に を兼ねた片頭痛治療 
丁元慶

　　 杏林春秋

52　五行理論について＜ 10 ＞［最終回］～五行と五臓の相互関係―脾腎同病～ 土方康世

58　心下痞・心下痞 の頻度・虚実および心下圧痛との関係（脾胃の研究Ⅳ） 川又正之

66　経方医学臨床録〈12〉 江部洋一郎

　　 脈学の新展開

72　系統弁証脈学　第１回　系統弁証脈学の特徴と価値 呉慧慧・斉向華

76　伝統脈学と系統弁証脈学 呉暁迪ほか

80　中医病証の源流考　第３回　汗証 姜徳友ほか

86　中医精神科学　第７回　中医心理治療 王彦恒

92　内経入門　第 12 回　蔵府って何？ 斉藤宗則

 

中医学

編集後記　160     　投稿規定　34

鍼　灸

114　 INTERVIEW 　
上海中医薬大学附属龍華医院・陸焱垚先生に聞く

　　　　　　　　現代中医鍼灸の復興に力を尽くした陸痩燕 
編集部

122　名医の経験　李鼎教授の経絡弁証施治の特色 陳端瑩ほか

127　周楣声の鍼灸弁証［後篇］　鍼灸弁証と湯液弁証の相似と相違 周 声

134　
穴性論　いま，穴性を問う　～日本の臨床に適合した穴性構築に向けて～ 金子朝彦・岩渕浩司・

　　 第 11 穴  関元 田辺義典・髙士将典・李昇昊

139　特別寄稿　薬性と穴性（前篇） 何金森

147　症例報告　尿閉症に対し鍼と推拿を用いて全治した１例 王霊芝ほか

150　
仮免鍼灸臨床からの脱皮　その19「夜間痛」を検証する

 　　血 と夜間痛 
北上貴史

154　鍼灸百話　第 22 話　歯槽膿漏による歯茎の痛み 篠原昭二

156　近況雑感　胞脈（胞絡）について考える 浅川要

 

100　弁証論治トレーニング 83　〈大腸がん術後の頻便としぶり腹〉 呉澤森

106　回答へのコメント 呉澤森・高橋楊子

111　次回出題 高橋楊子

弁証論治トレーニング

EXTRA

　◎書評 

 79　書を手に，ケースカンファレンスをしよう『問診のすすめ』（金子朝彦・邱紅梅著） 石川家明

 98　未病を治す智恵⑳　夏の刮  藤田康介

159　読者の声　『経穴の臨床実践　40 穴の徹底活用術』への声 

　　　◎書籍紹介

 51　『生薬春秋』（伊藤敏雄著） 

 57　『家庭で楽しむ薬膳レシピ』（辰巳洋監修） 
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16　 リード  編集部

18　 概説 　風の概念とその治療 丁元慶

24　 概説 　『黄帝内経』における風・風邪・風病 張安玲

30　 治療 　慢性・難治の疾患に 風法を活用した治療 張振賢ほか

33　 治療 　老中医・胡国俊教授の雑病における風の治療 張玉ほか

38　 臨床報告 　内風（風気内動）の病機と治療 ―「肝陽化風」の２例― 滝沢健司

42　 臨床報告 　アトピー性皮膚炎に対して 
　　　　　　　 中・長期的な内因外因の併治が奏効した症例 

緑川沢樹

百病の長「風」とその治療

特　集

50
　中医診察ナビゲーション◇難治性疾患の弁証論治 

　　益陰養血・平肝熄風による陰虚肝旺の片頭痛治療 
丁元慶

　　 杏林春秋

58　伏火外達を経て治癒した骨髓異形成の１例 木田正博

62　生脈散の出典と『医方考』について 小野正弘

66　経方医学による皮膚疾患治療〈前篇〉 江部洋一郎

72　興味深い臨床報告　大破格救心湯による鳥インフルエンザの治療 馮小燕

76
　脈学の新展開　系統弁証脈学　第２回 

    脈診技術の礎―系統弁証脈学における脈象 
史俍元・斉向華ほか

82　日中経方サロン　随想　張仲景から処方を聞き書きすることを夢想して 黄煌

中医学

編集後記　160     　投稿規定　71

鍼　灸

120　
穴性論　いま，穴性を問う　～日本の臨床に適合した穴性構築に向けて～ 金子朝彦・岩渕浩司・

　　 第 12 穴  豊隆 田辺義典・髙士将典・李昇昊

125　特別寄稿　薬性と穴性（後篇） 何金森

130　興味深い論文　エビデンスにもとづく足三里・支溝穴の効能〈前篇〉 渡邉大祐

138　
仮免鍼灸臨床からの脱皮　その 20「気候変化」を検証する 

　　 気温差と病位の移行性 
内山実

142　中医鍼灸研修生奮闘記　鍼灸研修現場の見どころ聞きどころ 村上真人

148　鍼灸百話　第 23 話　ド・ケルバン病は手の太陰経筋病？ 篠原昭二

150　近況雑感　膈について考える 浅川要

104　弁証論治トレーニング 84 　〈体外受精を何度も失敗している不妊症〉 高橋楊子

111　回答へのコメント　 高橋楊子・呉澤森

117　次回出題 呉澤森

弁証論治トレーニング

EXTRA

 98　未病を治す智恵 21　「土方」の価値 藤田康介

     リポート

100　第４回日本中医学会学術総会　なにわの中医学 編集部

136　石学敏教授来日講演　醒脳開竅法の応用と可能性 編集部

146　再始動！　TCMN 編集部

157　「朱氏頭皮針」集中講習会 編集部

 2　 巻頭インタビュー
　ニッポンの中医臨床　小髙修司先生に聞く 

　　　　　　　　    中国医学でがん治療に挑む 
編集部

10　 INTERVIEW 　
上海中医薬大学・劉平教授に聞く 

   　　　　　　　FDA 臨床試験進む 肝線維化を抑制する中成薬「扶正化 片」 
編集部

巻頭企画

86　中医病証の源流考　第４回　頭痛 姜徳友ほか

94　中医精神科学　第８回（最終回）　中医精神科学の臨床例 王彦恒



Clinical Journal of Traditional Chinese Medicine第140号（第36巻1号）2015年3月20日発行

18　 リード 	 編集部

20　 概説 	　痰の概念とその治療	 丁元慶

26　 治療 	　国医大師・周仲瑛教授の痰病治療	 趙恵ほか

32　 治療 	　国医大師・朱良春教授の「見痰休治痰」理論の臨床応用	 何迎春

36　 治療 	　王平教授の補腎化痰による老年疾患治療	 張書ほか

40　 臨床報告 	　「怪病有痰」の治療経験	 田中耕一郎

45　 臨床報告 	　漢方エキス製剤による小児の痰病治療	 渡邊善一郎

難病治療のカギ「痰」とその治療

特　集

52
　中医診察ナビゲーション◇難治性疾患の弁証論治	

　　清熱化痰・涼肝熄風による群発頭痛（痰熱生風）治療	
丁元慶

60
　漢方エキス製剤の中医学的運用	

　　不眠と出血があるうつ病患者への加味帰脾湯の役割	
河﨑文洋ほか

64　 杏林春秋 　経方医学による皮膚疾患治療〈後篇〉	 江部洋一郎

70　中医ニュース　西アフリカ・シエラレオネで中医がエボラ出血熱を治療	 杜寧

73　興味深い論文　五運六気から六経弁証を読み解く	 顧植山

78　興味深い論文　盗汗はすべてが陰虚にあらず	 劉旋

82　興味深い論文　苦寒薬の薬効と弊害〈前篇〉	 李玉潔ほか

88　脈学の新展開　系統弁証脈学　第３回　系統弁証脈学の臨床応用と実践	 史俍元ほか

中医学

編集後記　160     　投稿規定　69

鍼　灸

128　
穴性論　いま，穴性を問う　～日本の臨床に適合した穴性構築に向けて～	 金子朝彦・岩渕浩司・

　　	第 13 穴		神門	 田辺義典・髙士将典・李昇昊

134　興味深い論文　エビデンスにもとづく足三里・支溝穴の効能〈後篇〉	 渡邉大祐

140　
第４回李式伝統鍼灸日本実践検討会優秀症例報告	

　　	李式伝統鍼灸（李世珍の鍼）を用いた肩関節周囲炎に対する治療の１例	
石松祐幸

144　興味深い論文　教科書の「配穴方法」に異議あり	 劉陽陽ほか

148　
仮免鍼灸臨床からの脱皮　その21　「咳嗽＝肺」を検証する	

　　	イコール暗記の落とし穴　～「咳嗽＝肺」は臨床で使えるか～	
近江國宏

156　鍼灸百話　第24話　肺兪の熱痛感覚が消失した頻発咳嗽の症例	 篠原昭二

158　近況雑感　東京中医鍼灸センター	 浅川要

112　弁証論治トレーニング 85	　〈痔による肛門部の激痛と出血〉	 呉澤森

119　回答へのコメント	 呉澤森・高橋楊子

123　次回出題	 高橋楊子

弁証論治トレーニング

106　名医の養生道・前篇　李時珍と朱丹渓の養生	 楊璞

108　未病を治す智恵22　雲南省大理州で見つけた薬食同源の暮らし	 藤田康介

152　 REPORT 　2016年のWFAS学術大会は東京／つくばで開催	キックオフ・ミーティング開かれる	 編集部

154　 REPORT 　認知症患者に寄り添う医療・介護連携型の鍼灸専門人材の育成	 編集部

	35　書籍紹介　『黄帝医籍研究』（真柳誠著）	

	68　書籍紹介　『痛みの症状別針灸治療』（賀普仁編著）	

EXTRA

　
　　　　　　　	ニッポンの中医臨床　三浦於菟先生に聞く	

編集部	2		　　　　　　中医学と日本漢方に違いはない　両方を学び，江戸時代の医書を読み，
江戸時代の医師を目指そう　　　　

	

12　 INTERVIEW 　
上海中医薬大学龍華医院・陳以平教授に聞く

　　　　　　　		中西医結合で膜性腎症治療に光	
編集部

巻頭
インタビュー

巻頭企画

	94　中医病証の源流考　第５回　水気病〈前篇〉	 姜徳友ほか

100　内経入門　第13回　心の働きってなに？	 斉藤宗則
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