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21 世紀時代の東洋医学における整体療法、吸玉療法と井穴刺絡法
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ABSTRACT
This research is a part of a comprehensive academic survey aimed at clarifying the history of
Oriental medicine and preparing materials to be the foundation of the heritage of oriental medicine.
In Oriental medicine of this article, we examined fields related to the structure and function of the
human body in order to pursue human inevitability and safety. Here, treatment methods will be
examined, mainly concerning chiropractic treatment, chiropractic treatment, and seiketsu-shiraku
method.
Oriental medicine has inevitability and safety. Oriental medicine is more important than
harmony with nature above all. Human consists of 60 trillion cells in nature. If things disturbing
harmony invade into the body, they will kick out in haste and try to restore harmony. However,
even if it harmonizes harmony, it does not attack but kills, it throws out to the outside of the body
quickly. In other words, Oriental medicine can be said as "excretion medicine". As a way of oriental
medicine, keep resistance, keep healthy, restore early as soon as you cause a failure that does not
accumulate fatigue.
The body takes a burden on the other to try to balance it, even a part of nothing goes bad. For
example, in order to have bacteria and viruses go out early, always the inside of the body must be
in a beautiful state. Always, in the mind and body, if it is always cleaned up beautifully, it is difficult
for dirt to stick in the body, and even if it gets dirty it can be washed away immediately.
Here, mainly treatment methods such as chiropractic treatment, cupping (glass) therapy and
seiketsu-shiraku etc are considered.
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１.はじめに
本研究は、東洋医学の歴史を明らかにして、東洋医学の遺産基礎となる資料を作成することを目的としてい
る総合学術調査の一部である。本稿は、東洋医学には、人間の必然性と安全性を追及するため、人体の構造
と機能にかんする分野を考察した。昨今、健康情報に何々に効果のある情報がテレビ、ラジオ、本などのマ
スメディアで取り上げられ、健康リテラシーに戸惑う昨今、整体療法・吸玉療法・井穴刺絡療法を健康管
理にお役に立てることを願って纏められた。

東洋医学には、必然性と安全性がある。東洋医学は、自然との調和を何よりも大切である。人間は、自然界
の 60 兆の細胞からなっている。もし、調和を乱すものが体内に侵入したら大急ぎで追い出し、調和を取り戻そ
うとする. しかし、調和を乱すものであっても攻撃して殺すのではなく、体の外へ早く追い出す事をする。すな
わち、東洋医学は「排泄の医学」とも言える。東洋医学の考え方として、健康を保つには、抵抗力をつけておき、
疲れを溜めない故障を起こしたら早めに修復する。身体は、バランスをとろうと他に負担がかかり、なんでもな
い部位までもが悪くなる。例えば、細菌やウィルスに早く出て行ってもらう為には、常に体の中が綺麗な状態で
なくてはなりません。人体は，常に綺麗に磨き上げられた状態でいれば、体の中に汚れがつきにくく、もし汚れ
がついても、すぐ洗い流す事が出来る。 ここでは、主として、整体療法・カイロプラクティク、吸玉療法と井穴刺
絡法の治療方法について考察する。

2.整体療法
脊椎・骨盤・肩甲骨・四肢（上肢・下
肢）など、からだの全体の骨格や関節
の歪み・ズレの矯正、骨格筋の調整
などを、手足を使って手技と補助道
具で行う技術および行為をいう。医学
の原点である手当を手技で行うことで
手に伝わる異常を素早くキャッチで
き、適切な施術ができる。
背部の指圧姿勢（図 2-1）は、以下の
目的をもって、対象となる筋を個別に
ストレッチ・指圧・マッサージをする。
すなわち、①筋緊張の低下、②可動
域（柔軟性）の改善、③筋痛の緩和、
⑤血液循環の改善、⑥障害予防、⑦
パフォ―マンスの向上である。
図 2-1.背部の指圧姿勢
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図 2-2.経絡膀胱経

図 2-3.脹肋筋ランドマーク

図 2-4.長趾伸筋ランドマーク

経絡は人体に縦にからまる生命現象の系統で、任脈、督脈を入れて、14 本の経絡があるとされています。
経穴はこの経絡上の点を表示できる。膀胱経に両親指を背骨の左右の筋肉に当て、四指は支えに使いま
す。上背部から腰まで順々に指圧することで膀胱経（図 2-2）の指圧、マッサージで腸肋筋ランドマーク（図 23）のコリの解消、リラックス効果が得られる。（図２-4）の長趾伸筋ランドマークゾーンに脚三里ツボラインがあり
指圧・ストレスで筋肉のコリやはりを解消する。
腰痛では、背骨の異常が腰痛の原因とみなすが、真の原因は骨盤に繋がる筋肉の異常により仙腸関節や
背骨・椎間板の変位をきたし腰痛になるケースが多い。整体では骨盤に繋がる各々の筋肉のストレッチや指
圧施術を行うことで関節、背骨の矯正ができ腰痛改善が出来る。

写真 2-1.ハムストリングスのストレッチ

写真 2-2.中殿筋のストレッチ

写真 2-1 は、ハムストリングスのストレッチである。写真 2-2 は、中殿筋のストレッチである。
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3.吸玉療法
表皮に吸着具を吸着し減圧することで血液の流れ、瘀血の解消を行う療法。中国では紀元前から使われ、
現在でも抜罐療法と呼ばれ親しまれている。また、ギリシャ国立考古学博物館には、紀元前 5 世紀頃の吸玉
（青銅製）が展示されている。古代エジプトでも用いられています。吸玉を医師の紋章とする習慣もみられ、こ
れは紀元前のパビロニアから中性ヨーロッパにまで広がっていたようです。まさに伝統医学の王様といえる。現
在でも、韓国、台湾、カンボジア、ベトナム、などの東南アジア諸国、ロシア、ドイツ、フランス、イギリス、ギリシ
ア等のヨーロッパ諸国、ブラジル、アルゼンチンなどの中東南米諸国 13 カ国でも愛用されている。
スポーツ大会(オリンピック）でも選手が吸玉療法をした丸いしるしを付けた場面が見受けられる。日本でも
「日本書紀」の記述や、日本最古の医書「医心方」にも「スイフクベ」と紹介されています。江戸時代まで盛んに
使われていましたが、明治時代以降の医療は西洋医学一辺倒となってしまいました。現在は民間に伝わる医
療として伝えられてきました。
吸玉療法は、皮膚につけた吸着具（ガラス、焼き物、青銅、真ちゅう製や竹筒、動物の角）の内部を減圧し
（カップ内にアルコールや紙などを入れ、点火して減圧する仕方や、直接口で吸引する仕方や手動や電気に
よる真空ポンプで減圧する方法がある）、皮膚に吸着させ、体内からのガス（二酸化炭素など）が排出、真皮層
の毛細血管の拡張、瘀血を表皮近くまで引き寄せ瘀血の解消を行うことが出来る。

3-1.吸玉の特徴：（電動真空ポンプ使用の場合）
① 電動真空ポンプを使用で真空に近い圧まで吸引（減圧）することができる。
② 吸引ダイヤルによって吸引圧を
自由に調整できる。
③ 火を使わないので誰でも安全に
施術できる。
④ 毛髪部位も施術出来る。
⑤ 皮膚にあらわれる「色素反応」
「水泡反応」
「コリ反応」
、（背部
色素反応から臓腑の瘀血の有無

写真 3-1.電動真空ポンプ・カップ

写真 3-2.吸玉施術

を判断する）の反応の状態で診断、施術方針を決めることが出来る。写真 3-1 は、電動真空ポンプ・カ

ップである。写真 3-2 は. 吸玉施術である。

3-2.瘀血（おけつ）
厚生労働省の統計によると、2015 年の死因の第一位はガン（悪性新生物）、2 位は心臓病（心疾患）、３位
は肺炎、4 位は脳卒中（の意血管疾患）でした。こうした疾患にはいわゆる病原菌は見当たらない。今日の西
洋医学の病理観は細菌病理学である、特定の病原菌が特定の疾患をつくるといった前提に立っている。しか
し、このような病理観は今日国民病の死因の大部分を占めている、成人病には通用しない。成人病にはその
疾病を発生させる、特定の病原菌を発見できないからである。
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西洋医学の病理観に対して対称的な病理観が、古来、東洋に伝承されている東洋医学の病理観である。
その病理観をもっとも端的に表現しているのが、江戸時代中期の漢方医、𠮷益東洞の“万病一毒説”である。
即ち、“留滞は毒にして、毒は水穀の濁気の成す所なり、その毒動いて万病は発するものにて、外邪もまた毒
なきときは、則ち感ぜず、故に万人同じ風にあたれども、傷ぶられざるものあり、また同物を食しても食傷する
人あり、食傷せざる人あり、天の気に感じて腹中の毒動く故なり”、吉益東洞のいう留滞とは、いわゆる東洋医
学でいうところの、“瘀血”を指すもので、瘀血をもってすべての疾患の根源とみるのが、西洋医学と異なるとこ
ろの東洋医学の病理観である。
人は血液によって生かされている。人は細胞と共に生き、細胞と共に老化する。細胞は正常なバランスによ
る血液によって養われている。もしも血液が正常なバランスを失ったら、細胞もまた正常なバランスを失い、人
は老化と不健康と滅亡への道をたどる。正常な血液のバランスこそが健康への条件である。血液の酸性・アル
カリ性の平衡のバランスを失ったら、健康な細胞の維持は困難で、生命の存続が危険な状態となる。血液の
酸・アルカリのバランスこそ健康の基本である。人の血漿中の正常な㏗は 7.0 より低くなることはなく、また、7.8
よりも高くなることはない。人の血漿中の正常な㏗は 7.3～7.5 で動脈の血漿は通常 7.44 とされている。もしこ
の正常値がわずか 0.2 でも変動することがあれば、健康に重大なる支障が生じる。正常な細胞が腐敗する場
合、必ずその㏗値は本来の㏗値を失いアルカロージスに傾く、それは乳酸が発生しアンモニアが生じるからで
ある。それが東洋医学の病理観でいう“瘀血”そのものである。東洋医学的病理観として、次のような瘀血病理
観を提唱する。万病が瘀血によって発生する条件として、
1.病巣部には常に病的なアルカロージスの体液（瘀血）が採取できること。
2.その病気が治ると病巣部の病的アルカロージスは消失して、本来の㏗値に戻ること。
3.病巣部付近から病的アルカロージスの体液（水泡）が採取できること。
などの条件を提唱したい。
更に水泡液の特長を立証する例として、乳酸脱水素酵素（ＬＤＨ）をとりあげられます。乳酸脱水素酵素は、
乳酸を分解する酵素で、乳酸から水素が失われた時、乳酸をピルビン酸に分解する特長をもった酵素である。
乳酸が分解される状態とは細胞組織が破壊される状態である、

4.東洋医学的な病理観
古代人はその考え方を文字に象徴し、“病“の文字はすべての病気に関係した文字に使われて、病の文字
の病の中にある文字こそ、その各々の病気の意味をあらわしている。病の文字の”丙“の文字こそ、東洋人の
持つ病理観を表している。丙の文字は古代東洋でものの順序や、数をあらわした十干の第三位の丙の文字で
ある。即ち、十干の甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸の丙である、この十干の丙に意味は”内にこもって
いる”の意味である。病気が体内にこもり、それが外に出ないで、いろいろな症状があらわれているのが病気で
あるという考えである。内の上に一（ふた）をかぶせてまだ内にこもっている、という意味である。その内にこもっ
ているもの、それが“瘀血”である。そして病気を治す学問、学術が医学であることは古今東西それに変わりは
ない。東洋ではそれを、“医”の文字に象形して後世に残している。医とは病を治す道であり方法であり手段で
ある。どのような方法で昔は病を治して来たか、それが医の文字に象形さている。それは薬物でもなければ、
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針や灸やアンマなどでもない。医の主流をなした手段と方法は、医そのものの文字に象形されている。“吸玉”
そのものである。吸玉は矢（黒曜石で作った矢）で傷をつける瀉血による吸玉を行ったもので、矢を大切に箱
に保管した象形である。
東洋医学では病気の原因を万病一元となし、その一元を瘀血におき、医の文字をつくり出している。その瘀
血を体外に取り去る手段、方法を医の本質として、医の文字を象形している。古来より、“刺絡”なる言葉を使
い、経絡を利用して瘀血を、体外に取り出して病を治して来た。世界最古の医学書である中国の、“黄帝内経”
は全巻八十一編よりなっているが、第七十二編は刺絡編になっていて、数千年の昔から、東洋に刺絡が行わ
れて、経絡が利用されていたことがわかる。わが国の日本書記などに出てくる“砭石の術”などその原点ともい
える。

写真 4‐1.健康的な色素反応

写真 4-2.腰痛の色素反応

写真 4‐1 は、健康的な色素反応である。写真 4-2 は、腰痛の色素反応である。

図 4―1 は、背部色素反応部である。吸玉療法で適切な治療点を
求めるのに背部色素反応部が重要です。色素反応による診断法
は、瘀血の存在箇所や程度を判断するもので、必ずしも現代医学
でいうところの病名にこだわる必要はありません。瘀血を解消し
て健康になることが吸玉療法の目的です。背部色素反応により、
適切な治療経絡や経穴（局所治療点）を導きだすことが出来ま
す。「部色素反応部」はほぼ脊柱（背骨）上に並び、各内臓の名称
がつけられ。内臓の疾患が現れる箇所で治療点です。吸玉療法で
は色の濃淡だけでなく、ムラになったり、固くなったり、水泡

図 4-1.背部色素反応部

（水ぶくれ）が現れ、治療方針を決定する重要な反応現象であ
る。その個所は診断点であると同時に治療点でもある。
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表 4-1.人体の五臓の色体表

表 4-1 は、人体の五臓の色体表
である。五臓の色体表は、「黄帝内
経」から抜粋したもので、吸玉療法
では、人体の五臓六腑に関連づ
けて、病気の症状を診断する。人
体の五臓の色体表の読み方は、
最上段の五臓と２段目の下の各項
目はその属している上の各臓器密
接な関係がある。左から縦 2 行目
は肝臓・胆、3 行目は、心臓・小腸、
4 行目は脾臓・胃、５行目は肺臓・
大腸、６行目は腎臓・膀胱と関連し
ています（陰陽関係）。東洋医学は
西洋医学のように、病気を単なる
局所的な疾病とみなさない。人体
を全体像、特に五臓六腑との関連
を中心に、すべての病気の発病個
所と症状や季節、色彩、匂、味、気
候、感情、食物、声、分泌液などと
結び付けて、治療方針をたててい
る。

5.井穴刺絡
各指趾の爪角より 2～３㎜はなれた部位（東洋医学用語で井穴という）に注射針を刺して点状出血させるこ
とをいう。この点状出血を約３０～４０滴位行うとそれにより発生した刺激は自律神経及び体制心経（運動、知
覚神経）の異常亢進を抑制し生体の恒常性を維持する作用の事実を認めることが出来る。この作用を臨床的
に用いると病状を改善或いは治癒させることが出来る。これを応用した治療を井穴治療という。

5-1.井穴刺絡の実際
①刺針の要領：必ず井穴部位を消毒すること。患者の指趾をもんだり、暖めたり、鎮痛処置などをする必要は
ない。井穴に刺針するときは垂直に、深さは１～２㎜位で、血球計算時に耳朶から採血する要領と思えば良い。
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②井穴刺絡の治療回数
病状によるが、初め５日
間は毎日、次に一日お
きに行う。しかし治れば
一回ですむこともある。
③井穴刺絡の副作用
主に交感神経抑制の井
穴刺絡を多く行った場
合、時に脳貧血症状を
おこすことがある。そのと

図 5-1a. H1 肺経、 Ｈ2 心包経、 H3 図 5-1ｂ.F1 脾経、F2 肝経、F3 腎経、

きは、左右のＨ５とＦ５を

心経、H4 小腸経、 H5 三焦経、 H6 F4 膀胱経、F5 胆経、F6 胃経

行う。

大腸経
図 5-1.人体の五臓の色体表の指先と足先

5-2.経穴
血は通常東洋医学では穴といわれているもので、これを真皮層理論で解明すれば、経穴は真皮層内に存
在し、毛細血管不全と同時に交感神経が異常緊張しているので、言いかえれば、血流不全の集塊を成し、真
皮層内を上下に圧迫しているものと考えられる。しかも、此の経穴を、針、灸、マッサージ、指圧等で適度の物
理的刺激を与えることにより、皮膚―内臓反射機構を通して、経穴部位に相当して内部臓器に刺激を与え、
同時に内部臓器の交感並びに副交感神経異常緊張を抑制或いは毛細血流不全を改善し、諸症を治す治療
点と考えられる。病巣症状の原因を追求して行けば最後は毛細血流不全によるものと推定できる。毛細血管
の内皮細胞と組織液と組織の細胞膜の物理化学的変化によって病的現象が生じ、それを自覚症状として感
ずるのではないかと思う。すなわち、吸玉施術で内臓の特定の場所（病的箇所）に現れる吸玉療法の色素反
応いわゆる瘀血の現れ方と同一ではないかと思う。

図 5-2.井穴部位と名称の刺針の仕方

図 5-3.井穴部位と名称の点状出血
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図 5-2 は井穴部位と名称の刺針の仕方である。図 5-3 は、井穴部位と名称の点状出血である。

5-３.真皮層理論
真皮層理論とは井穴刺絡療法を研究している途上で考えついた理論で、生体に病気が発生した時、其の
病気が骨格筋痛、関節痛、心不全、喘息なんであろうとも、その病気を起こしている器官は必ず感覚神経、
即ち求心性センイを介して、そのインパルスを後根神経節。脊髄後角、測角交感神経中枢更に視床下部に
ある自律神経中枢の順にシナプスし、これがマッケンジー反射現象に従って真皮層に関連点をつくり、こ
の関連点を或る刺激でつぶすことにより新しく発生したインパルスが病的器官を支配している運動神経、
或は自律神経等に抑制的に働き、病症を改善することができる。この様に真皮層の関連点をつぶすことに
より病気が治るという理論を真皮層理論という（図 5-4）
。
㋑乳頭毛細管、感覚受容器
㋺真皮乳頭、第一働静脈網
㋩縱又は斜に走る毛細管
㋥真皮網状層、第一血管網
㋭皮下組織（小動脈、小動脈）

図 5-4.真皮相の血管網

６.病気と時間・季節・色の相関関係
東洋医学では自然の現象を長い間の観察より５つの事象
に分類して物事を考えてきました。陽五行説である。人体
（病気）にもその理論を次の表である。しかし、時代によりそ
の理論が細かい点で幾分異なっている。が細かいことは抜
きにして全体を観察することが漢方の理論を理解する上で
は大切である。著者は日常この表を元にして治療や養生指
導の元とし、実際に治療成績が上がることを研鑽している。
1. 腎臓病・耳・膀胱の方、顏色は黒く、性格は神経質で、
臆病であったりする。耳の異常を起こしやすく、塩辛い味
（鹹：しょっぱい味）が好きで、冷え性（特に足腰）である。病
気は冬に属すので、冬になると膀胱炎を起りやすい。（0 時
～5 時の間の冬に起こる）。神経痛(下肢)、腰 痛、肩こり

図 6-1.病気と時間・季節・色の相関性

(両肩)、神経衰弱、全子宮病関係、眼病(仮性近視)、冷え

症等、性的不能、難聴、夜尿症、膀胱炎、水虫に関係する。寒冬。
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2. 肝臓・胆・目の方は、青く、眼光に異様な光があり、目がつり上がり、怒りっぽい性格で、酸っぱいものを好む。
春になると病気が悪くなる。（5 時～9 時間の春に起こる）。門脈循環障害（痔核）、筋肉痛、肩こり(右)、じんま
しん、つわり等に関係する。風春。
3.脾（胃腸）が弱くなり、傷害がある人は、顏色は黄色を帯びています。日頃より物事を思い過す性格ですが、よ
く物忘れをします。唇が厚く時々熱っぽく腫れたりします。甘い味が好きで、病気は四季の土用に属し、俗にいう
季節の変わり目（季節と季節の変わり目の１８日間）に体調を崩しやすいのです。（9 時～11 時・13 時～15 時間
との土用に属する）。糖尿病、食欲不振、胃下垂、出血性疾患、肩こり(左)、低血圧症候群。土用湿。
4.心臓・小腸・舌の方は、赤ら顔で、舌がもつれて言葉尻がはっきりせず、性格は陽氣でよく笑い、苦みのあるも
のを好み、病気は夏に属します。平素陽気で多血質なひとが突然心臓麻痺や脳溢血などの循環器系の疾患を
患ってしまう。（11 時から 13 時の間の夏期に属する）。血液循環障害、心臓衰弱、息切れ。夏暑。
5.肺病・大腸・鼻の人は、顏色が白く（蒼白で）、常に憂いがちな性質です。ビリ辛い味が好きで、皮膚が弱い。
病気は秋に属すので、秋口に呼吸器病が悪化します。（19 時～24 時間の秋に起こる）。呼吸器一般、ちくのう
症、扁桃腺炎、脱腸、ひふ病、ゼンソク。秋燥。

7.おわりに
心臓に起こる病気と医学の発達は、医学にとって、心臓病は長年の敵であったといえます。心臓を外科手術で
治すためには、「一度動きを止めなければならない」ことに等しく、患部を治せたとしても心臓が再活動する保
証そのものがないのです。そのため、心臓の治療は薬物などの内科治療の方が進歩していたといえます。し
かし 20 世紀に入り人工心肺装置が発明されたことで、ようやく心臓外科手術の発達が始まります。人工心肺
装置が心臓と肺の代わりに全身に新鮮な酸素を含む血液を送ることで、心臓を一時的に停止しておけるよう
になったのが大きな要因といえます。現在は、病気で機能が低下した心臓を再生させる技術や完全な人工心
臓の開発などの心臓を巡る技術の研究が進められています。
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