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講師：日本鍼灸研究会代表　篠原　孝市　先生
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● 日　時：令和３年 12 月 12 日（日）
● 会　場：大阪府鍼灸師会館　３階　
● 出席者：会員 22 名（うち Web16 名）　一般 13 名
　　　　　（うち Web5 名）学生 15 名（うち Web15 名）　

○『黄帝内經靈樞』
　　邪氣藏府病形第四・第三章 

（解説） 

○０１　黄帝曰。　
　０２　邪之中人。　
　０３　其病形何如。　 

　０４　岐伯曰。　
　０５　虚邪之中身也。　
　０６　灑

さいせき

淅動形。 

 

【０１　黄帝曰
いわ

く、　０２　邪の人に
中
あた

るに、　０３　其
そ

の病形、何
い か ん

如、と。　 

０４　岐
き は く

伯曰
いわ

く、　０５　虚
きょじゃ

邪の身
に中

あた

るや、　０６　灑
さいせき

淅として形
けい

（か
たち）を動ず。】 

＊「病形」とは「病
びょうしょう

證」のこと。 

＊ここでは「邪」というものを「正
邪」と「虚邪」に分けている。本書に

「九
きゅうきゅうはっぷう

宮八風第七十七」という篇がある。
東西南北とその間の四方向、あわせて八
つの方角から吹く風について述べてい
る。それによると風には季節に見合った
吹く方向があり、その通りに吹けば、も
のはよく生育し、人は病気になることが
ないという。しかし季節に見合わない方
向からの風がある時、これを虚邪六風と
いうのだが、これが病気の原因になると
いう。「風の病因論」と言っても良いか
も知れない。かつて石田秀美氏が「風の
病因論」についての論文を書かれていた
が、この立場から書かれたものである。 

＊季節によって吹くべき方角からの風が
ある。それと異なる方向からの風は人の
からだに悪い影響を与える。これが「虚」
である。 

 ＊「灑
さ い せ き

淅」というのは「そんせき」と
言う場合もある。ぶるぶると震えるよう
に寒いさまを指す。「灑

そ ん そ ん

灑」と「灑」の

＊１２月度は会場１４名、ネット配信での
受講が３６名でした。

字を重ねる場合もある。ここでは郭
かくあいしゅん

靄春
氏の解釈にしたがって「悪

お か ん せ ん り つ

寒戦慄」のこ
ととしておきたい。 

＊まずなにしろ虚邪に当ると震えるんだ
と言っている。邪気には色々な表現が
あり、わけがわからないと思うかも知
れない。しかし、後の時代の人がこう
いうものを整理して「五邪論」にして
行ったのであり、その原型であるので
議論は様々に展開されよう。 

○０７　正邪之中人也。　
　０８　微先見于色。　
　０９　不知于身。　
　１０　若有若無。　
　１１　若亡若存。 

　１２　有形無形。　
　１３　莫知其情。 

【０７　正
せいじゃ

邪の人に中
あた

るや、　０８　微
すこ

しき先
ま

ず色に見
あら

われて、 

０９　身に知られず、　１０　有るが
若
ごと

く無きが若
ごと

く、　 

１１　亡
ぼう

するが若
ごと

く存
そん

するが若
ごと

く、　
１２　形有れど形無くして、　１３　
其
そ

の情を知るもの莫
な

し、と。　 

１４　黄
こうてい

帝曰
いわ

く、　１５　善きかな、
と。】 

 

＊「正
せ い じ ゃ

邪」は「虚邪」とは異なり “灑
さ い せ き

淅と
して形

け い

（かたち）を動ず ” ことはしない。
「正邪」は正常なる邪気、つまりは重くな
い邪気、症状がすぐに治るものである。
この場合は「色にあらわれる」のである。
中国医学で「色」という場合は顔面の色
を指す。特に眉

み け ん

間の部分の色を指す。「身
に知られず」ということで、顔の色とし
てあらわれているが自覚症状的なものは
ないのだと言っている。「有るがごとく無
きがごとく」ということであるから、症

状が少しあったり無かったりすると言っ
ている。「形有れど形なし」というのは表
面のわずかな症状を言う。「その情を知る
ものなし」というから、はっきりわから
ないものだと言っているのだろう。 

○中国医学にとっての大きな課題 

人のからだにあらわれる具体的な症
状、たとえば背中や腰が痛い、肘・膝が
痛い、寒気・熱が出てきたなどの諸症状
を、どのように病態論に組み替えるかと
いうことが一番の課題だと思う。中国医
学では、からだの中のことは全くわから
ない。尿検査も血液検査も中国医学には
ない。症状と脈状、それらの所見しかな
い。そうした場合にまず考えたことは、
このようなものだ。ひとつは「邪

じ ゃ

」とい
う概念である。これは季節によって吹い
てくる風、つまり春夏秋冬の季節と関係
のあるところが病気の原因になるのであ
ろうということである。もうひとつは季
節の考えかたとは関係なく、邪があたる
一般的な法則として邪のしるしになるも
のは上半身、特に頭に症状が起こるとい
うことである。頭というものは陰陽のう
ち陽に属するという規定がある。陽の部
分に来るものがひとつの邪の典型であ
る。しかし、そうではなくて､ 邪という
ものは上半身にも下半身にもあたる。そ
の場合に「天の邪」つまり「風」と「地
の湿」、湿気であるが、これらがからだに
影響を与える。中国医学には、このよう
な認識がある。 

 また中国医学では、からだの中に蔵府
と経脈という機構が、すでに用意されて
いる。経脈は「陰経」と「陽経」とに分
れている。「陰経」に邪が入る場合は陰経
から「蔵」に入る。この場合の邪の入口
はおなかでも、背中でもなく、上肢や下
肢で陰の位置にある皮膚の薄い部分から
という認識がある。陽の部分は、足の太
陽経に所属するような、つまり、からだ
の表面すべてである。陰経に影響するの
は、とくに手足の陰の部分にある。この
部分から邪が陰経に入って蔵に入ったら
重大だという認識がある。手足の陰の部
分は特別に重要である。体幹部の背中、
おなか、わきはそれに準ずるものである。
さほどでもないとは言わないが、そうい
うものである。 

そういうふうにして陰経と陽経、それ
ぞれ中

あ た

る症状があり、そういうふうな区
別というものは、すでにこの文章が書か

れた段階で認識されている。 

 
○陰の経脈から五蔵に邪が行った場合は 

私が思うには「蔵
ぞ う ふ

府」と「経
けいみゃく

脈」は別々
に成立したのだと思う。「経脈」は成立の
最初の段階から「蔵府」に紐付けされか
かっていたものが、次第に完全な形で紐
付けされたものと思う。経脈が蔵府と紐
付けされることによって次第に経脈病證
のほうが力を失って蔵府病證と一体化し
て蔵府経脈病證となった。経脈といえば
常に蔵府が前提のものとなった。蔵府・
経脈は後の時代には区別されなかった。
ただし「経脈」は鍼灸を実践しない者に
とってはあまり問題にされずにいた。実
は、鍼灸を行う人々にもあまり問題にさ
れなかった。「経脈を昔から問題にし続け
ていたのだ」それを現在、私は疑う。経
穴ばかり重要視されて蔵府とくっついた
経脈は、経脈を忘れて蔵府ばかりが問題
となった。経脈が問題になる時も常に「蔵
府」と紐付けされた形で問題にされたの
ではと思う。 

【さらに勉強したい方のために】 

京都大学貴重資料デジタルアーカイブ
（https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp） 

渋江抽斎　⇒　検索　黄帝内経霊枢
２４巻首 1 巻で『靈樞講義』のﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ
画像を見ることが出来ます。 

＊『霊枢』の森を歩いてみませんか。
毎月休まず第二日曜、午前１０時から
１２時まで大阪府鍼灸師会館３階で
す。ＣＯＶＩＤ－１９感染予防対策
の下、勉強会のご案内につきまして
は本会ホームページをご確認下さい。
２０２２年２月１３日（日）は「根結　
第五」です。お楽しみに。 

（霊枢のテキストは現在５冊の在庫が
あります。１冊１，６００円です。受
講申し込み時、または当日、受講受付
けにてお問い合わせください） 

素問勉強会世話人　　東大阪地域　
松本政己
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研修会（講座）案内
（公社）大阪府鍼灸師会　主催
　２月・３月研修事業のご案内

２・３月度研修事業のお知らせです。
今回も事前申込制で会館受講と
WEB 受講を選択できるハイブリッ
ド形式となっております。（状況に
よりましては、WEB 受講のみとな
る場合もございます）
下記の要綱をご覧いただき、会員の
先生方におかれましては、万障繰り
合わせの上、ご参加お待ちしており
ます。詳細は、研修会案内をご参照
下さい。

【日時】
令和 4 年 2 月 13 日 ( 日 ) 
10:00 ～ 12:00　霊枢勉強会

13:30 ～ 16:45　学術講習会
（全日本鍼灸学会 C 講座）

【演題】
・霊枢勉強会　

第１０回「邪気蔵腑病形篇第四」
講師：篠原　孝市　先生　
　　　日本鍼灸研究会　代表
・学術講習会（全日本鍼灸学会 C 講
座）

「眼科専門漢方医が教える眼科疾患
～白内障・緑内障の東洋医学的治療」
講師：山本　昇伯　先生
　　　山本眼科医院　院長

「眼科領域における山元式新頭鍼療
法ＹＮＳＡの臨床」（実技供覧）
講師：冨田　祥史　先生
　　　康祐堂あけぼの漢方鍼灸院　院長

【日時】
令和 4 年 3 月 13 日 ( 日 ) 
10:00 ～ 12:00　　　　　　　　　　　　　　   

【演題】
・霊枢勉強会　
第１１回「邪気蔵腑病形篇第四」
講師：篠原　孝市　先生　
　　　日本鍼灸研究会　代表

【受講料】
会　員：1,000 円（日鍼会・大鍼師会・
柔整師会・全日本鍼灸学会の会員含む）
会員外：2,000 円　　
学　生：無料 
※会費種別は自己申告制です。運営か

ら種別の確認があった場合、速やか
に確認できる様にご準備下さい

【参加申し込み方法】
先着順：会館参加　20 名　　
　　　　WEB 参加　100 名
・会館受講希望
フレッシュ申込用紙の FAX・QR コー
ド（Google フォーム）・当会ホーム
ページから事前参加申し込みを行って
ください。（受講料は当日お支払いく
ださい。）

・WEB 受講希望
QR コード（Google フォーム）・当会
ホームページから参加申し込み後、受
講料をお振り込みにてお支払い下さ
い。

※お申込み・お振込み締切：２月度　
２月１０日 ( 木 ) ※お申込み開始済

　３月度　３月１０日 ( 木 )　※お申
込み開始は２月２０日より

【振込口座】受講料は、下記の口座へ、

お振り込みにてお願いいたします。
ゆうちょ銀行　　
００９５０−３−１４５６７７
口座名義：
公益社団法人　大阪府鍼灸師会

（↓他金融機関からの振込用口座番号）
〇九九（ゼロキュウキュウ）店（０９９）　
当座　０１４５６７７
口座名義：
公益社団法人　大阪府鍼灸師会

※手数料は参加者負担となります。ご
了承ください。

※申し込みは、グーグルフォームに
よる参加申し込みと、入金の確認

（WEB 受講）で完了となります。
　WEB 参加の方は、参加申し込みと

受講料お支払い後、運営からメール
にて当日の「ZOOM ミーティング
URL」と「講義資料」、「Web セミ
ナー利用手引き書」をお送りいたし
ます。手続きに多少のお時間を頂き
ますので早めのご入金にご協力く
ださい。

　資料につきましては必要に応じて各
自印刷を事前に行っていただくよ
うお願いいたします。

【取得単位】
（公社）大阪府鍼灸師会生涯研修〈2
単位〉

（公財）東洋療法研修試験財団生涯研
修講座〈2 単位〉
※ WEB セミナー会場へのセキュリ

ティ強化と入室をスムーズに行う
ため、申し込み時の氏名と料金振り
込み時の氏名および ZOOM 入室時
氏名を統一して本名にてご登録い
ただきますようお願い致します。

※受講時ビデオ on をもって単位認定

いたします
※取得単位は、講習会終了後に当会に

て登録作業を行います
※単位認定は講習前後 15 分以上の遅

刻・退室により付与致しかねます。
また受講状況により付与できない
場合がございますのでご了承くだ
さい

《WEB セミナー受講上の諸注意》　
詳細は「WEB 聴講利用手引書」をご
覧下さい
※撮影ならびに録画・録音はお断りい

たします。
※当日使用する ZOOM ミーティング

のソフトウェアをご自身が使用す
るデバイス（PC・タブレット・スマー
トフォン）に事前インストールをお
願いいたします。また、最新版への
更新をお済ませください。

※当日は参加者確認に時間を要するた
め、準備が出来た方は早めに受付を
行って頂きますようご協力お願い
いたします。20 分前から入室がで
きるよう準備いたします。

※最後に質疑応答の時間を設けます
が、講義中もチャットにて随時質問
をお受けいたしますので、主催者の
指示に従って頂きますようお願い
申し上げます。

※ 講 習 時 は ビ デ オ on、 マ イ ク off
（ミュート）にご協力ください。

ご不明な点やお問い合わせは『大阪府
鍼灸師会』まで
連絡先：
TEL 06-6351–4803
 FAX 06-6351-4855
E−MAIL： study@osaka-hari9.jp 

研修委員会　荒木 

◆講習会に関する問い合わせ先
■（公社）大阪府鍼灸師会
　〒 530-0037　
　大阪市北区松ヶ枝町 6-6
■ T E L：06-6351-4803　
　（土・日・祝休み）

受講方法：　会館   ・   オンライン
受講科目：   午前  ・  午後  ・  午前午後
共

地域： 氏
フ リ ガ ナ

名：

e-mail: 電話番号：

区分：会員　（正会員・準会員・協賛会員・提携先会員）　・　会員外　・　学生 

提携会員（○で囲んでください）
【　日本鍼灸師会　・　大阪府鍼灸マッサージ師会　・　大阪府柔道整復師会　・
　　全日本鍼灸学会　・　学校協会教員　】

Web より申込み

2 月度 3 月度（2/20 ～）

上記様式を満たして送付してください
FAX　０６－６３５１－４８５５

FAX 用申込み用紙      　□ 2 月度　□ 3 月度（2/20 より受付）

Web 配信利用手引書

日　時
令和 4 年 2 月 13 日（日） 令和 4 年 3 月 13 日（日）
10:00~ 12:00　　　　　 ① 13:30~15:00　② 15:15~16:45 10:00~ 12:00

場　所 大阪府鍼灸師会館３F　または　WEB 配信（ZOOM ミーティング）  

研修会名 令和 4 年 2 月度霊枢勉強会

令和 3 年度 第 5 回（2 月度）学術講習会　　　
①眼科専門漢方医が教える眼科疾患～白内障・緑内障の東洋医学的治療

「眼科で漢方（鍼灸含む）ですか？」というのは今でも言われます。全身は繋がっているという事実が未だあ
まり理解されていないことが眼疾と東洋医学を疎遠にしているのかもしれません。眼科医は眼症状を眼の所
見だけで説明しようとする癖があります。そして、手術と目薬しか武器を持ちません。我々東洋医学の治療
者は全身治療と対話という武器を持っています。今回は眼科疾患における漢方治療の適応と実際についてお
話します。

②眼科領域における山元式新頭鍼療法ＹＮＳＡの臨床（実技供覧）
臨床上遭遇することの多い眼精疲労や眼振など眼科領域の鍼灸治療についてのセミナーです。脳梗塞後の目
の疲れ、眼振に対する山元式新頭鍼療法ＹＮＳＡの実際や、臨床上の注意点など、眼科領域に対する山元式
新頭鍼療法ＹＮＳＡについて実際の症例を交えてお話します。

令和 4 年 3 月度霊枢勉強会

内容
講師名

「霊枢」邪気蔵腑病形篇
日本鍼灸研究会代表 　　　
篠原孝市先生

①山本眼科医院　院長　　山本昇伯先生　　　　　　　　　　
②康祐堂あけぼの漢方鍼灸院　院長　　冨田祥史先生

「霊枢」邪気蔵腑病形篇
日本鍼灸研究会代表 　　　
　篠原孝市先生

午前午後通し
の聴講料 本会会員　￥1,000　　会 員 外　￥2,000　　学　　生　無料

申　込 申込みフォームまたは FAX よりお申し込みください。3 月度研修会については 2 月 20 日より受け付けます。※会場は先着 20 名、WEB 受講は先着 100 名　　
備　考　 GK カード持参
主　催 公益社団法人　大阪府鍼灸師会
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第2回 WMG研修会
ワールドマスターズ
ゲームズに向けて

2022年
３月13日 9:30-16:15
大阪医療技術学園専門学校 第4校舎８F

9:30～12:30

講師：平松勇輝
(阪南大学サッカー部トレーナー、アスレティックトレーナー・鍼灸師)

「サッカーにおけるスポーツ現場での対応」
～応急処置と下肢のテーピング～

13:15～16:15

講師：阿児嘉浩
（関西学院大学・高等部ラグビー部S＆Cコーチ、アスレティックトレーナー）

「ラグビーにおけるスポーツ現場での対応」
～応急処置と上肢のテーピング～

公益社団法人 大阪府鍼灸師会

TEL:06-6351-4803（土日祝休）
FAX:06-6351-4855お問合せ

日時
日

http://www.osaka-hari9.jp

受受講講料料：：無無料料（（先先着着３３００名名・・会会場場参参加加ののみみ））
申申込込みみ：：下下記記QRココーードド・・大大鍼鍼会会HPよよりりおお申申込込みみ下下ささいい

①

（１２：３０～１３：１５ 昼食休憩）

①③

主催：公益社団法人大阪府鍼灸師会
助成：公益財団法人日本財団

会 場

②

お申込み
QRコード

大阪市北区東天満2丁目１
最寄り駅：大阪メトロ南森町駅

JR大阪天満宮駅
9番出口から徒歩6分

※※実実技技（（テテーーピピンンググ等等））をを行行ええるる服服装装（（短短パパンン等等））ををごご準準備備下下ささいい
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令和４年２月
日時　　　　 主要行事 場所

 　６日 （日）　  ９：００～ ろうあ者スポーツ大会 長居障がい者スポーツセンター
 　７日 （月）１５：００～ 生保労災審査会・相談会 会館２階
 　７日 （月） 会費引き落とし日
 １３日 （日）１０：００～ 霊枢勉強会 会館３階 +WEB 配信
 １３日 （日）１３：３０～ 第５回学術講習会 会館３階 +WEB 配信
 ２0 日 （日）　  ９：００～ スポーツ鍼灸マラソン研修会 会館３階 +WEB 配信

令和 4 年３月
日時 主要行事 場所

 　７日 （月）１５：００～ 生保労災審査会・相談会 会館２階
 １３日 （日）　  ９：００～ 第 2 回 WMG 研修会 会館 3 階 +WEB 配信
 １３日 （日）１０：００～ 霊枢勉強会 大阪医療技術学園専門学校　第 4 校舎８階
 １７日 （日）１９：３０～ 第７回正副会長会議 会館２階
 ２０日 （日）１０：００～ 第８回理事会 会館４階
 ２０日 （日）１５：００～ 第３回地域代表連絡会 会館３階

令和 4 年４月
日時　　　　 主要行事 場所

 　５日 （火）　 会費引き落とし日
 　７日 （木）１５：００～ 生保労災審査会・相談会 会館２階
 １０日 （日）１０：００～ 霊枢勉強会 会館 3 階 +WEB 配信
 １４日 （木）１９：３０～ 第１回正副会長会議 会館２階
 １６日 （土）１８：００～ 監査会 会館２階
 １７日 （日）１０：００～ 第１回理事会 会館４階
 １７日 （日）１５：００～ 第１回地域代表連絡会 会館３階

  公益社団法人 大阪府鍼灸師会主要行事予定表 
( １月１７日現在 )
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