
科 種別 症状 書籍名 頁 性 本治法 陽経補法 補中瀉 その他
肝炎 不眠 114女 脾虚肝実 右豊隆、左光明 右列欠左照海 左太衝左通里

肝炎 慢性 112男 肝虚肺虚 胃経に補法 左光明、飛揚 外関臨泣 太衝通里

肝炎 慢性 よくわかる奇経治療 158男 肝虚脾実 外関臨泣 太衝通里
132女 肝虚 右曲泉、陰谷 左足三里 外関臨泣 照海列欠

肝機能障害 104男 左太衝左通里 右列欠左照海 肝兪、脾兪、腎兪の左右調整、右肝兪に知熱灸と皮内鍼
よくわかる奇経治療 157 通里太衝、太衝通里、外関臨泣に照海列欠を加える

胆嚢炎 85男 通里太衝

よくわかる奇経治療 157 通里太衝、太衝通里、外関臨泣に照海列欠を加える
うつ症状 81男 脾虚 鍉鍼で行う 右公孫左内関
顔が吸い込まれる 19男 肺虚 ※
胸つまり呼吸困難 49○ 肝虚 大敦、湧泉 右足三里 外関臨泣
胸脇苦満 89男 肝虚 左曲泉、陰谷 豊隆、光明 通里太衝 仙腸関節を合わせる
胸脇苦満 90男 肝虚 申脈後渓 太衝内関 内関太衝や通里太衝に推移
胸脇苦満 91女 脾虚 左太白、太陵 右外丘、豊隆 外関臨泣

88 太衝通里
全身倦怠感 130女 脾虚 左足三里

全身倦怠感 79男 脾虚 右太白、大陵 左照海右列欠 右申脈左後渓 背部置鍼

全身倦怠感 119男 脾虚 右太白、大陵 右豊隆、左外丘
電磁波過敏症 よくわかる経絡治療 164女 脾虚陽虚 右太白、大陵 両足三里 光明 通里太衝 列欠

頭が鳴る 143女 脾虚 右太白、大陵 豊隆、光明 内関公孫

癲癇 9女 脾虚 左後谿右申脈 通里太衝 陽経、手、足、肩、背、頭部に小児鍼
精神不安定 143女 腎虚 右陰谷、尺沢 左足三里 光明

寝つきが悪い よくわかる奇経治療 163女 公孫内関
不眠 うつ病 よくわかる経絡治療 95男 腎虚 右復溜、経渠 豊隆、光明、飛揚 列欠照海

よくわかる奇経治療 163 外関臨泣、照海列欠、公孫内関、太衝通里
よくわかる奇経治療 157 照海列欠、内関公孫、公孫内関、太衝通里

胃痛 90女 肺虚 太衝内関 公孫 公孫内関と太衝の場合がある
142 左内関で胃部の圧痛軽減、右公孫を加える

下腹部痛 55女 脾虚 右太白、大陵 陥谷合谷
97

過敏性大腸症候群 96男 肺虚肝虚 公孫内関 太衝通里

よくわかる奇経治療 159 照海列欠と公孫内関。または列欠照海
大腸炎 過敏性 よくわかる奇経治療 159男 肺虚 公孫内関 照海列欠
大腸炎 潰瘍性 92男 肝虚 曲泉、陰谷 照海列欠 申脈後渓、後溪申脈も加えることがある

よくわかる奇経治療 159 照海列欠と公孫内関。または列欠照海
虫垂炎 よくわかる奇経治療 159女 陥谷合谷 気海に灸

よくわかる奇経治療 158 陥谷合谷、気海に施灸
腸閉塞 59男 脾虚 右太白、大陵 公孫内関 照海
腹痛 急性 89男 脾虚肝実 左梁丘 左太衝

99
糖尿病 下肢だるさ 65女 腎虚 陰谷 太衝 外関臨泣
糖尿病 血糖値下げる 64女 左右の意舎と然谷に灸
糖尿病性腎症 67男 腎虚 湧泉 脉が浮いて堅いと木穴を使う
膵臓炎 よくわかる奇経治療 157男 外関臨泣 照海列欠

よくわかる奇経治療 155 太衝通里。外関臨泣と照海列欠もある
咳 81女 肺虚 右尺沢、陰陵泉 左偏歴、豊隆

咳 長期 115女 肝虚 右曲泉、陰谷 大杼、風門、肺兪に知熱灸

咳 長期 116男 腎虚 左復溜、尺沢 肩背部に知熱灸

咳 長期 117女 肝虚 右曲泉、陰谷 右豊隆、左光明 大椎、大杼、風門、肺兪に知熱灸

陰経補法 (瀉法) 奇経1 奇経2
1内科 1肝胆 臨床こぼれ話1 右太白、大陵、        

左太衝瀉法
MP鍼置鍼、百会10壮、完骨付近置鍼、首肩の凝りは接触鍼。肺虚肝実、肺虚
肝虚に推移

1内科 1肝胆 臨床こぼれ話1 左曲泉、陰谷、        
右太淵

MP鍼7分置鍼、右腰部ステンレス3番4-7mm置鍼、知熱灸、首から肩に散鍼

1内科 1肝胆
1内科 1肝胆 肝炎 慢性 下肢だるさ 臨床こぼれ話2 背腰部に切皮置鍼、両足三里5壮。太衝通里に推移
1内科 1肝胆 臨床こぼれ話2
1内科 1肝胆 肝疾患(総)
1内科 1肝胆 臨床こぼれ話2 兪府付近の胸鎖乳突筋腱の二頭の起始部付近にナソ治療。右は胆嚢炎、胆石、

肝臓、左は膵臓、心臓、胃の疾患に
1内科 1肝胆 胆嚢疾患(総)
1内科 2心療 臨床こぼれ話3
1内科 2心療 臨床こぼれ話3 左太淵、太白(鍉) 両足三里、合谷(鍉)に補法。背部鍉鍼補法、円鍼、百会7壮、大椎に知熱灸1壮
1内科 2心療 臨床こぼれ話3 ナソ(鍉)、背部基本穴に置鍼
1内科 2心療 臨床こぼれ話2
1内科 2心療 臨床こぼれ話2
1内科 2心療 臨床こぼれ話2 右背部に3番、左に1番鍼置鍼、右側背部の凹部に円皮鍼
1内科 2心療 胸脇苦満 心下満(総) 臨床こぼれ話2 通里太衝もある。太衝内関、内関太衝、通里を神門に変える
1内科 2心療 臨床こぼれ話2 右太白、大陵            

(銀を接触)
肩背部補的散鍼、至陽、霊台圧痛部に3壮、乳様突起の硬結に留置針、百会に7
壮、失眠に灸

1内科 2心療 臨床こぼれ話3 右豊隆、左光明
(瀉)

1内科 2心療 臨床こぼれ話3 A型肝炎劇症型。背部左補、右瀉的散鍼
1内科 2心療 背部補的散鍼、石門、三陰交に知熱灸。アレルギー確認で裏内庭に灸15壮→1

壮で熱感に推移
1内科 2心療 臨床こぼれ話3 頭の後ろがブーンと鳴る。百会に置鍼、肝兪、脾兪、腎兪に切皮置鍼。内関太

衝のときもある
1内科 2心療 臨床こぼれ話3 右太白、大陵(鍉)
1内科 2心療 臨床こぼれ話2 頭部の寒さ。関元に知熱灸1壮、肓兪、膈兪、肝兪の左右を調える。右復溜尺

沢、復溜経渠に推移
1内科 2不眠
1内科 2不眠 背部柳下鍼、至陽、霊台、腎兪に知熱灸。寝つきは脾、寝たようにないは腎、

夜間覚醒は肝、全く眠れないは心
1内科 2不眠 不眠(総)
1内科 3胃 胃疾患(総)
1内科 3胃 臨床こぼれ話1
1内科 3胃 胃潰瘍痛(総) 臨床こぼれ話2
1内科 3腸 臨床こぼれ話3 豊隆(瀉)
1内科 3腸 下痢(総) 臨床こぼれ話1 右大鍾に金30番、左外曲池8分灸2-3壮、あるいは築賓と上巨虚に知熱灸
1内科 3腸 臨床こぼれ話1 左尺沢、陰陵泉、      

右曲泉、陰谷
右偏歴、右豊隆、
左光明、左飛揚

奇経は8分間置鍼、自宅灸、百会灸10壮、肝兪、脾兪、腎兪に銀鍼2番で補法

1内科 3腸 過敏性腸症候群(総)
1内科 3腸
1内科 3腸 臨床こぼれ話1
1内科 3腸 大腸炎(総)
1内科 3腸
1内科 3腸 虫垂炎(総)
1内科 3腸 臨床こぼれ話3 豊隆、光明(瀉)
1内科 3腸 臨床こぼれ話3 右隠白、右中衝、      

左太衝(補中瀉)
百会置鍼、左太衝15壮

1内科 3腸 便秘(総) 臨床こぼれ話1 上前腸骨棘と第12肋骨の線上の上1/3
1内科 3膵臓 臨床こぼれ話1
1内科 3膵臓 臨床こぼれ話1
1内科 3膵臓 臨床こぼれ話1
1内科 3膵臓
1内科 3膵臓 膵臓疾患(総)
1内科 4呼吸 臨床こぼれ話2 先に治喘（C7）左右に置鍼7分。背部に補的散鍼。咳：肺虚は喉先、脾虚は痰

あり、肝腎は腹の底からで大きい
1内科 4呼吸 臨床こぼれ話2 右豊隆、左外丘

(瀉)
1内科 4呼吸 臨床こぼれ話2 右豊隆、光明、    

飛揚(瀉)
1内科 4呼吸 臨床こぼれ話2



科 種別 症状 書籍名 頁 性 本治法 陽経補法 補中瀉 その他陰経補法 (瀉法) 奇経1 奇経2
よくわかる奇経治療 155 列欠照海、照海列欠、内関公孫、太衝通里

気管支炎 61男 肝虚肺実 右曲泉、陰谷 大杼、風門、肺兪、心兪に置鍼、右に五分、左に八分灸
気管支炎 62男 腎虚脾虚 大杼から膈兪の硬結部に置鍼

気管支炎 62女 肝虚 右中封、復溜 光明、豊隆 大杼から膈兪の硬結部に短く置鍼し直ぐ抜鍼、右尺沢に灸
よくわかる奇経治療 154 列欠照海、公孫内関、内関公孫、太衝通里

喘息 77○ 脾虚肝虚 外関、豊隆 内関公孫 百会と身柱の灸、発作のない時は足三里にも灸

喘息 79男 肺虚肝虚 列欠照海 喘息には腎虚証もある

よくわかる奇経治療 154 内関公孫、公孫内関。または列欠照海、照海列欠
喘息 小児 よくわかる奇経治療 155男 脾虚肝虚 内関公孫 列欠照海、公孫内関は効果なし
かぜ 107女 肺虚 右太淵、太白 左偏歴、豊隆 大椎に知熱灸三壮

75 肺虚 太淵 金門 大椎の刺針
76 腎虚
76 肝虚
76 肺虚陽実 肺虚陽虚もある
76 脾虚肝実陽実

夜尿症 36女 脾虚腎虚 排尿障害の特効穴は中極

夜尿症 37男 脾虚 左陰陵泉、曲沢 後渓申脈上反応点に銀粒、全身小児鍼
夜尿症 75男 脾虚 中極に知熱灸、仙骨部調整、至陽、霊台、身柱の圧痛に知熱灸
夜尿症 76男 脾虚 背部と仙骨部に鍉鍼で補法、中極に銀粒
夜尿症 77男 腎虚 下肢の左右差調整、中極補法、次髎、中極に銀粒
パーキンソン よくわかる経絡治療 64男 肝虚脾虚 右曲泉、左太白 両足三里 左光明 外関臨泣 左通里 足三里に知熱灸、背部に補的散鍼、両委陽から下を補 。脾虚肝虚に推移㵼
パーキンソン よくわかる奇経治療 129男 脾虚肝実 太衝通里 申脈後渓

よくわかる奇経治療 129

小脳変性症 51男 肝虚 左曲泉、陰谷 右足三里 背部に補的散鍼、腎虚に推移：左復溜、尺沢
よくわかる奇経治療 130 後渓申脈、申脈後渓、太衝通里

頭痛 後頭神経 7男 肺虚肝実 照海列欠 内関公孫 金門瀉。頭部瘀血刺絡
頭痛 後頭神経 よくわかる経絡治療 131男 肝虚 左太衝 右外丘、豊隆 右外関左臨泣

頭痛 後頭神経 よくわかる経絡治療 132女 肺虚肝実 左太衝左通里

頭痛 三叉神経 よくわかる経絡治療 131男 肺虚肝実 右光明、豊隆 肝虚に変更。

よくわかる奇経治療 130女 肺虚 陥谷合谷
よくわかる奇経治療 130 外関臨泣か陥谷合谷。女性は照海列欠を加える
よくわかる奇経治療 130

124女 肝虚 右曲泉、陰谷 豊隆、外丘 頭頂部患部、両睛明切皮置鍼、右肩点血灸、骨盤調整。脾虚証に変更
頭痛 頭頂部 よくわかる奇経治療 130女 肝虚 太衝内関 血の道症。

よくわかる奇経治療 130 後渓申脈、太衝通里
頭痛 片頭痛 右 146男 腎虚脾実 臨泣外関 照海列欠

頭痛 慢性 9女 肝虚 太衝内関 百会に灸、ブヨブヨは刺絡、末端經絡置鍼、局所の置鍼
動作困難 76男 肺虚肝虚 左陽池 照海列欠 後渓申脈

よくわかる奇経治療 128 後渓申脈、申脈後渓。太衝通里、照海列欠、通里太衝を加える
ホットフラッシュ よくわかる経絡治療 104女 腎虚 右復溜、経渠 両足三里、右陽池 左光明 太衝通里

甲状腺機能亢進 よくわかる経絡治療 143男 左太白、右大陵 左外丘 太衝内関 左公孫 全身倦怠感。背部補的散鍼。前頚部甲状腺肥大部、中脘に知熱灸
よくわかる奇経治療 166 バセドー病、クレチン病。太衝通里、照海列欠と公孫内関

熱感 112女 脾虚陽虚 右大都、労宮 足三里 火穴を補うと熱が引く。浮数実、沈虚微、浮数虚
熱感 手掌 112女 脾虚 右大都、労宮 光明
微熱 113女 脾虚 右大都、労宮
微熱 慢性 92男 脾虚肝実

むくみ 右上肢 よくわかる経絡治療 118女 脾虚腎虚 右陰陵泉、左陰谷 左豊隆、左光明 左通里左太衝 左臨泣右外関

68 下部胸椎、上部腰椎の円皮鍼や灸、水分、また水泉、陰谷、尺沢反対側の水泉

1内科 4呼吸 咳嗽(総)
1内科 4呼吸 臨床こぼれ話2
1内科 4呼吸 臨床こぼれ話2 左復溜、尺沢、        

右太白(鍉)
足三里、光明、    
飛揚

1内科 4呼吸 臨床こぼれ話2
1内科 4呼吸 気管支炎(総)
1内科 4呼吸 臨床こぼれ話1 左太白、大陵、        

右中封
1内科 4呼吸 臨床こぼれ話1 右太淵、太白、        

左中封
偏歴、豊隆、    光
明

1内科 4呼吸 喘息 気管支(総)
1内科 4呼吸
1内科 4風邪 臨床こぼれ話2
1内科 4風邪 かぜ (総) 臨床こぼれ話1
1内科 4風邪 かぜ 少陰病(総) 臨床こぼれ話1
1内科 4風邪 かぜ 少陽病(総) 臨床こぼれ話1
1内科 4風邪 かぜ 太陽病(総) 臨床こぼれ話1
1内科 4風邪 かぜ 陽明病(総) 臨床こぼれ話1
1内科 5夜尿 臨床こぼれ話2 右陰陵泉、曲沢、     

左陰谷
1内科 5夜尿 臨床こぼれ話2 右足三里(鍉)
1内科 5夜尿 臨床こぼれ話3 右陰陵泉、曲沢(鍉) 豊隆、光明(鍉)
1内科 5夜尿 臨床こぼれ話3 左太白、太陵(鍉) 豊隆、外丘(鑱)
1内科 5夜尿 臨床こぼれ話3 左陰谷、尺沢(鍉) 豊隆、飛揚(鑱)
1内科 5神経
1内科 5神経
1内科 5神経 パーキンソン(総) 後渓申脈、申脈後渓。脾虚は通里太衝か内関太衝または太衝通里。肝虚は外関

臨泣か太衝内関
1内科 5神経 臨床こぼれ話2
1内科 5神経 頭痛 後頭部(総)
1内科 5神経 臨床こぼれ話1
1内科 5神経 子午：左通里金30番接触、10壮。右ナソ補鍼、天柱風池完骨に補的散鍼。入浴

飲酒禁止。右外関右臨泣に変更
1内科 5神経 右太淵(鍉)、              

左太衝(補中瀉)
1内科 5神経 右太淵、                   

左太衝(補中瀉)
右外関右臨泣

1内科 5神経 頭痛 前頭部
1内科 5神経 頭痛 前頭部(総)
1内科 5神経 頭痛 側頭部(総) 外関臨泣、臨泣外関、照海列欠。月経痛関連では、照海列欠に外関臨泣か臨泣

外関を加える
1内科 5神経 頭痛 頭頂部 臨床こぼれ話3
1内科 5神経
1内科 5神経 頭痛 頭頂部(総)
1内科 5神経 臨床こぼれ話2 左陰谷、尺沢、         

右陰陵泉(補中瀉)
飛揚、光明、       
豊隆

腰背部の外虚は1番、外実は3番を切皮置鍼10分。左復溜尺沢や復溜経渠に推移

1内科 5神経 臨床こぼれ話1
1内科 5神経 臨床こぼれ話2 右尺沢、陰陵泉、      

左曲泉、陰谷
脳梗塞後遺症。神闕に知熱灸、背部補鍼、左三角筋に切皮鍼。右経渠、商丘、
左曲泉に推移

1内科 5神経 脳神経系疾患(総)
1内科 6内分泌 足先のほてりに然谷の補中瀉、足三里、三陽絡、大椎、三陰交に知熱灸。肝虚

に推移、右曲泉、陰谷。筋腫の取り巻き灸。
1内科 6内分泌 脾虚(陰虚)
1内科 6内分泌甲状腺疾患(総)
1内科 6熱 臨床こぼれ話3
1内科 6熱 臨床こぼれ話3
1内科 6熱 臨床こぼれ話3
1内科 6熱 臨床こぼれ話3 右太白、大陵、         

左太衝(補中瀉)
豊隆、光明、       
飛揚

微熱は脾虚。背腰部左は補的散鍼、右は瀉的散鍼。右大都、労宮補法、左行間
、豊隆、飛揚に補中瀉

1内科 6浮腫 乳がん手術後遺症。背部補的散鍼、右天宗、膏肓、両委陽、委中に切皮刺鍼。
脾虚腎実、脾虚肝実和法、脾虚肝虚に推移、ナソ。左太白左大陵、左陰陵泉右
曲沢に推移。

1内科 6浮腫 むくみ(総) 臨床こぼれ話1



科 種別 症状 書籍名 頁 性 本治法 陽経補法 補中瀉 その他陰経補法 (瀉法) 奇経1 奇経2
結節性多発動脈炎 94女 脾虚 右太白、大陵 通里太衝 撫でる程度の散鍼。鍉鍼に推移
精神異常 140女 肝虚 右曲泉、陰谷 豊隆、光明 外関臨泣 頭の後ろを引っ張られる。背部補鍼、至陽に知熱灸

血圧 高血圧 56女 腎虚 陰谷、尺沢 豊隆 後溪申脈 内関 頭痛、左肩痛
血圧 高血圧 56男 肝虚 左曲泉 後溪申脈 内関太衝 後頚部痛
血圧 高血圧 よくわかる経絡治療 135男 肝虚脾実 左曲泉 肝兪、脾兪、腎兪の左右調整、膏肓に捻鍼

血圧 高血圧 よくわかる経絡治療 136女 脾虚 左太白、右大陵

血圧 高血圧 よくわかる経絡治療 146女 腎虚 左陰谷、右尺沢 肩こり。硬結部に接触捻鍼

血圧 高血圧 よくわかる経絡治療 157女 肝虚 左曲泉、陰谷

血圧 高血圧 よくわかる奇経治療 131女 腎虚 後渓申脈 左内関 頭痛
血圧 高血圧 よくわかる奇経治療 131男 肝虚 後渓申脈 内関太衝 後頚部痛
血圧 58

血圧 よくわかる奇経治療 131 後渓申脈、または申脈後渓と照海列欠
血圧 よくわかる奇経治療 131 照海列欠と公孫内関
心臓 よくわかる奇経治療 154 公孫内関、内関公孫、太衝通里、通里太衝
心臓 狭心症発作 62男 脾虚肝実 豊隆、光明 太衝通里

心臓 胸痛 左 よくわかる奇経治療 154男 太衝通里
心臓 よくわかる奇経治療 154
心臓 よくわかる奇経治療 154 内関公孫
心臓 不整脈 60男 腎虚 復溜、経渠 公孫内関か内関公孫。太衝通里、通里太衝、太衝内関。膻中
心臓 不整脈 46○ 腎虚 右復溜、尺沢 左足三里 左内関右公孫
心臓 47○ 肺虚 右太淵、太白 左豊隆 左内関左照海
心臓 よくわかる奇経治療 154 内関公孫、公孫内関。照海列欠を加える
癌 悪性リンパ腫 99男 腎虚 左陰谷、尺沢 豊隆、光明、飛揚 太衝内関 背部切皮鍼、下腿膀胱経の委陽より下への切皮鍼
癌 悪性リンパ腫 よくわかる経絡治療 174男 腎虚 咽喉、口腔、舌根の経絡の末端の原郄絡穴で症状を軽減
癌 肝臓がん よくわかる経絡治療 175男 肝虚 太衝通里 免疫力を付けたい
癌 抗がん剤副作用 よくわかる経絡治療 110女 肺虚 右太淵、太白 足三里 光明 内関太衝

癌 抗がん剤副作用 よくわかる経絡治療 112女 脾虚肝実 右足三里 光明 内関公孫 陥谷合谷 嘔気。背部の虚に補的散鍼、実に瀉的散鍼

癌 よくわかる経絡治療 174男 肺虚 内関公孫 陥谷合谷 大腸がん後の転移
癌 乳がん よくわかる経絡治療 173女 脾虚 陥谷合谷 照海列欠
癌 脳腫瘍 よくわかる経絡治療 174女 肝虚 後渓申脈 金銀粒
癌 脳腫瘍 よくわかる奇経治療 128女 後渓申脈 通里太衝
癌 肺がん よくわかる経絡治療 175男 肺虚 列欠照海 陥谷合谷 間質性肺炎手術後
癌 肺がん よくわかる経絡治療 176女 肝虚 太衝通里 食道がん、肝臓がん術後に発生。
癌 よくわかる経絡治療 174女 肺虚 太衝通里 陥谷合谷 金銀粒
癌 腹膜がん よくわかる経絡治療 175女 腎虚 左陰谷、尺沢 太衝通里 外関臨泣 腹水の苦痛。胃癌後の転移。水分、水泉、水道に施灸。照海列欠に推移
顔 顔面皮下出血 左 53女 肝虚 中封、復溜 左陥谷左合谷 足三里、右蠡溝、皮下出血周囲の刺絡
肛門 いぼ痔 106男 肺虚肝虚 左後渓右申脈 右外関左臨泣

肛門 痔核 よくわかる奇経治療 160男 脾虚 照海列欠 百会、孔最、陶道、陽関に自宅灸
肛門 痔核の疼痛 104男 脾虚肝虚 左飛揚、外丘 照海列欠

肛門 102

肛門 よくわかる奇経治療 160 列欠照海、照海列欠、後渓申脈、孔最昭海
肛門 痔出血 103○ 腎虚脾虚 ※ 左飛揚

肛門 痔出血 よくわかる経絡治療 149男 腎虚 右陰谷、左尺沢
リウマチ よくわかる奇経治療 166女 脾虚肝虚 太衝通里 公孫内関
リウマチ よくわかる奇経治療 166女 後渓申脈 太衝通里 公孫内関や照海列欠もある
リウマチ 関節 169女 脾虚肝実 右申脈左後谿 左太衝左通里

58

よくわかる奇経治療 166 後渓申脈、申脈後渓、太衝通里、公孫内関、照海列欠
71 血欝：関節の経絡上で上下の皮膚が張った所にゴマ灸を行う

1内科 6膠原病 臨床こぼれ話3
1精神 臨床こぼれ話3
2循環 臨床こぼれ話1
2循環 臨床こぼれ話1
2循環 右地機、左豊隆、

左光明、左飛揚
2循環 豊隆、光明、       

飛揚
肩甲間部と腰背部の硬結に置鍼、両翳風に知熱灸。皮膚のかゆみには両曲池、
両三陰交の灸

2循環 左豊隆、外関、    
光明

2循環 豊隆、光明、       
飛揚

動悸と咳。両耳の降圧溝に刺絡。背部兪穴左右差調整。咳は百会や治喘。咳が
止まらないので、肝虚肺実に推移、左曲泉補、右尺沢補中瀉

2循環
2循環
2循環 高血圧(総) 臨床こぼれ話1 後渓申脈か申脈後渓。照海列欠、公孫内関。手三里か曲池、足三里、陽輔の左

右6箇所、仙骨部を弛める、天柱と風池に置鍼、後頚部か耳介後面降圧溝の刺
絡、塩分などの生活指導も重要

2循環 高血圧(総)
2循環 低血圧(総)
2循環 狭心症(総)
2循環 臨床こぼれ話1 右太白、大陵、        

左太衝(補中瀉)
背中の硬結をゆるめる、少沢刺絡(61)、郄門灸

2循環
2循環 心筋梗塞(総)
2循環 動悸(総)
2循環 臨床こぼれ話1
2循環 臨床こぼれ話2 大椎の脂肪腫に5分灸
2循環 不整脈(見直し) 臨床こぼれ話2
2循環 不整脈(総)
3外科 臨床こぼれ話3
3外科
3外科
3外科 指趾痺れ。両天宗、両臀部に補鍼、手足の痺れ部に温灸。脾虚肝実に変更。灸

を金銀粒に変更。脾虚、照海列欠と陥谷合谷に推移。
3外科 右太白、大陵、        

左太衝(補中瀉)
3外科 腎臓がん 肺がん
3外科
3外科
3外科
3外科
3外科
3外科 肺腫瘍 骨盤腫瘍
3外科
3外科 臨床こぼれ話3
3外科 臨床こぼれ話1 左太淵、太白、        

右太衝、太渓
右偏歴、豊隆、    
左光明、飛揚

奇経抜鍼後、灸、百会と左孔最に各10壮、右腎兪、志室、両次髎、大腸兪、腰
兪、陽関、右環跳ステンレス1番3mm刺入

3外科
3外科 臨床こぼれ話1 左太白、太陵、        

右太衝
奇経置鍼5分、腎兪、陽関、腰兪、次髎、下髎にステンレス1番切皮置鍼し温布
帯10分、百会20壮、孔最10壮、陶道30壮、白環兪、陽関3壮

3外科 痔疾(総) 臨床こぼれ話1 列欠照海、後渓申脈。百会、孔最、腰兪、陽関、八髎穴の中から、痛みには陶
道の多壮灸

3外科 痔疾(総)
3外科 臨床こぼれ話1 右陰谷、尺沢、        

左陰陵泉
両陽池、左支正、右合谷、右足三里、左陽陵泉に補法。頚部、肩上部、腰背部
の硬結に1-2mmの補鍼、ゴマ灸を百会10壮、孔最7壮、足三里5壮

3外科 百会、孔最に灸10壮。右陰陵泉、左曲澤に変更。
3整形 0全身
3整形 0全身
3整形 0全身 臨床こぼれ話2
3整形 0全身 リウマチ(総) 臨床こぼれ話2 井穴刺絡、患部近傍の血絡、患部には刺絡をしない。快癒力（忘れる、考えな

い、人に尽くす）
3整形 0全身 リウマチ(総)
3整形 0全身 関節の腫れ(総) 臨床こぼれ話2



科 種別 症状 書籍名 頁 性 本治法 陽経補法 補中瀉 その他陰経補法 (瀉法) 奇経1 奇経2
上下肢痺れ 52女 脾虚 足三里 百会置鍼、至陽、霊台に知熱灸、天宗に補鍼
上下肢痺れ よくわかる経絡治療 122男 肝虚 左太衝、太渓 右外丘 申脈後渓 通里太衝 通里太衝か照海列欠。頚椎ヘルニア。後頚部刺絡、背部に補的と瀉的散鍼
半身麻痺 右 よくわかる経絡治療 115女 肺虚肝実 ※ 光明 右申脈左後谿

むち打ち症 6女 肺虚 右太淵 後渓申脈 照海列欠 列欠。後頭部刺絡
頚肩こり 右 よくわかる経絡治療 154女 肝虚肺実 左曲泉、右尺沢 豊隆、光明、飛揚 乳がん後の肺がんの疑い。肝兪、腎兪、膏肓、肩外兪に捻鍼。左太衝に推移
頚肩痛 111女 脾虚 右豊隆、外丘 肩甲間部と背腰部に切皮、右消濼、左楽枕切皮。全て鍉鍼に推移
頚肩痛 24男 脾虚 通里太衝 後頚部分界溝線切皮置鍼、知熱灸。外関か申脈を追加に推移

12 手三里外側、消濼、中渚、外関
131男 脾虚肝実 豊隆、光明 左通里左太衝 右申脈 仙腸関節調整に水平鍼置鍼、凝りに切皮。知熱灸に推移

頚椎症 188男 肝虚 左大敦、湧泉 外丘、豊隆 申脈後渓
頚椎症 96男 肝虚 右 太衝通里 左申脈左後渓 刺絡
頚椎症性脊髄症 97男 腎虚 左 太衝内関 申脈後渓

14 肝虚 申脈後渓

よくわかる奇経治療 145 申脈後渓。列欠照海や照海列欠を加える
よくわかる奇経治療 145 照海列欠、太衝通里、外関臨泣
よくわかる奇経治療 135 後渓申脈、申脈後渓、列欠照海、照海列欠

頚部痛 後屈 よくわかる奇経治療 145男 申脈後渓 ジャクソン＋
よくわかる奇経治療 135 外関臨泣、臨泣外関、申脈後渓
よくわかる奇経治療 145 後渓申脈、申脈後渓、外関臨泣

後頚部 重だるさ 133男 脾虚 左太白、大陵 右豊隆、左光明 後頚部のブヨブヨの部位に接触鍼で補法。刺鍼すると気が抜けるので良くない
後頚部 張り 27○ 腎虚 右湧泉
後頭部 こり 69女 腎虚 右陰谷、尺沢 左足三里 照海列欠
肩こり 19女 肺虚肝虚 後頚、肩上、肩甲間部の虚に補法

肩こり 20男 脾虚肝虚 外関臨泣 足三里、支正、外関、光明に補法、こりの中心に切皮置鍼

肩こり 22女 肝虚脾虚 左右光明、右豊隆

肩こり 24女 腎虚脾虚 列欠照海 補法は深めに刺入し長めに補う、中極置鍼

肩こり 136男 脾虚 右太白、大陵 背部に置鍼。左に変更、置鍼を散鍼に変更
肩こり 137女 腎虚 右復溜、右経渠 骨盤調整、背部散鍼
肩こり 138女 脾虚 右太白、大陵 骨盤調整
肩こり よくわかる奇経治療 135男 肝虚 外関臨泣 肩痛

よくわかる経絡治療 88

肩関節周囲 よくわかる奇経治療 146女 肺虚 太衝通里
よくわかる奇経治療 145 五十肩。共通は、外関臨泣か太衝通里
よくわかる奇経治療 145

肩前面痛 142女
よくわかる奇経治療 135 外関臨泣、申脈後渓。太衝通里、照海列欠、内関公孫も関係する

肩夜間痛 右 40男 肝虚 少衝、商陽、少沢刺絡、局所に補鍼。腎虚に推移
13 手三里外側、消濼、中渚、外関

よくわかる奇経治療 145 申脈後渓
よくわかる奇経治療 145 列欠照海
よくわかる奇経治療 145 外関臨泣

三角筋痛 35男 肝虚 外関臨泣
尺骨神経麻痺 よくわかる経絡治療 79男 脾虚 左太白、右大陵 豊隆、光明 左通里太衝 右外関 右背部、肩甲間部、棘下筋に切皮置鍼、小海刺絡、ナソ

12 上肢帯の筋肉のこり
よくわかる奇経治療 147 腱鞘炎。太衝通里。母指は列欠照海、示指は合谷陥谷もある

手根管症候群 12男 肺虚 右列欠左照海
上肢 動かない 28女 肺虚 経渠、商丘 太衝通里 申脉後渓 大椎知熱、背部鍉鍼補法、ナソ鑱鍼、奇経はその後昭海列欠公孫
腕痛 だるさ 26○ 肝虚 右中封 右委陽、左足三里 張りに鍉鍼補法、夜間痛には刺入しない
橈骨神経障害 19男 肺虚肝虚 陽池、足三里

142男
よくわかる奇経治療 147女 肝虚 外関臨泣
よくわかる奇経治療 146 外側上顆炎。外関臨泣、太衝通里、時に合谷陥谷、照海列欠を加える

3整形 0全身 臨床こぼれ話3 太白、大陵(鍉)
3整形 0全身
3整形 0全身 右太淵、太白、        

左太衝(和)
右曲池、外関、足三里に補法。脳内出血後遺症、失語。右肩甲周囲と腰殿部に
接触鍼。肺虚に推移

3整形 1頚 臨床こぼれ話1
3整形 1頚
3整形 1頚 臨床こぼれ話2 右太白、大陵(鍉)
3整形 1頚 臨床こぼれ話3
3整形 1頚 頚肩痛 寝違い(総) 臨床こぼれ話1
3整形 1頚 頚椎ヘルニア 臨床こぼれ話3 右太白、大陵、          

左太衝(和)
3整形 1頚 臨床こぼれ話2 頚椎棘突起外側切皮置鍼、5分と8分灸。左太衝、太谿に推移。曲泉、陰谷に推

移3整形 1頚 臨床こぼれ話3
3整形 1頚 臨床こぼれ話3 頚椎5-7番の細絡に刺絡と吸い玉
3整形 1頚 頚椎変形(総) 臨床こぼれ話1 申脈後渓か後渓申脈。切皮＋灸。刺絡。消濼、手三里外側。夜間痛は酒と風呂

をやめる
3整形 1頚 頚椎変形(総)
3整形 1頚 頚部 側部(総)
3整形 1頚 頚部痛 後(総)
3整形 1頚
3整形 1頚 頚部痛 側(総)
3整形 1頚 頚腕症候群(総)
3整形 1頚 臨床こぼれ話2
3整形 1頚 臨床こぼれ話1
3整形 1頚 臨床こぼれ話2 下肢の冷え。左に推移
3整形 2肩 臨床こぼれ話1 右太淵、太白、        

左太衝
左偏歴、豊隆、    
右光明

3整形 2肩 臨床こぼれ話1 左太白、太陵、        
右太衝

3整形 2肩 臨床こぼれ話1 右太衝、太渓、        
左太白

拒按に1番鍼切皮、喜按に3番鍼5-7mm刺入

3整形 2肩 臨床こぼれ話1 右陰谷、尺沢、        
左陰陵泉

飛揚、偏歴、       
豊隆

3整形 2肩 臨床こぼれ話3
3整形 2肩 臨床こぼれ話3
3整形 2肩 臨床こぼれ話3
3整形 2肩
3整形 2肩 肩こり(総) 脾虚か+肝実 落枕の圧痛側、側屈は三焦経、左右は小腸経、前後は肝経と身柱刺鍼、原郄絡

穴押圧で楽な所に接触鍼か和法、後頚部膀胱経の痛みは健康側列欠。もみ、温
め、風呂、酒禁止。

3整形 2肩
3整形 2肩 肩関節周囲炎(総)
3整形 2肩 肩関節痛(総) 内臓病変のある場合は、太衝通里、通里太衝（肝臓疾患）、照海列欠、公孫内

関3整形 2肩 臨床こぼれ話2 右肩関節脱臼後。左飛揚で痛み軽減、金30番灸10壮
3整形 2肩 肩部(総)
3整形 2肩 臨床こぼれ話3
3整形 2肩 五十肩結滞痛(総) 臨床こぼれ話1
3整形 2肩 三角筋後縁痛(総)
3整形 2肩 三角筋前縁痛(総)
3整形 2肩 三角筋中央痛(総)
3整形 2肩 臨床こぼれ話1 スポーツ障害。後に太衝通里に変更、少商刺絡
3整形 2手
3整形 2手 手 痺れ(総) 臨床こぼれ話1
3整形 2手 手関節痛(総)
3整形 2手 臨床こぼれ話3 左太淵(鍉)
3整形 2手 臨床こぼれ話1
3整形 2手 臨床こぼれ話1
3整形 2手 臨床こぼれ話2 右太淵、太白、        

左太衝
左太衝は鍉鍼、左ナソ、手三里、四瀆に灸3壮

3整形 2手肘 肘痛 外側 右 臨床こぼれ話2 左公孫で痛み軽減、金30番と灸
3整形 2手肘 肘痛 前腕痛
3整形 2手肘 肘痛(総)



科 種別 症状 書籍名 頁 性 本治法 陽経補法 補中瀉 その他陰経補法 (瀉法) 奇経1 奇経2
よくわかる奇経治療 147 突き指（捻挫）、弾発指。太衝通里

中指基節関節痛 よくわかる奇経治療 147女 肺虚 太衝 外関
中指薬指関節 51女 肝虚 行間、然谷 照海列欠 右申脈右後渓 リウマチ様症状→肩甲棘下筋、患部に一点灸
母指腱鞘炎 よくわかる奇経治療 147女 肝虚 太衝通里
脊髄空洞症 よくわかる経絡治療 169男 右足三里 左後渓右申脈 金銀粒。右後渓左申脈、両側の後渓申脈に推移
脊柱側弯症 100女 腎虚 左復溜、経渠 足三里 照海列欠 申脈後渓 棘突起の曲っている側の脊際に五分灸、仙腸関節調整
肩甲間部 右 よくわかる奇経治療 139男 肝虚 太衝通里か外関臨泣、時に通里太衝を加える

よくわかる奇経治療 137 外関臨泣に照海列欠を加える。通里太衝か太衝通里を加える
肩甲間部 左 よくわかる奇経治療 138男 腎虚 内関太衝 後渓申脈

よくわかる奇経治療 137 照海列欠に外関臨泣を加える。太衝通里もある。心臓疾患には内関公孫
よくわかる奇経治療 145 照海列欠、太衝通里、外関臨泣
よくわかる奇経治療 139 照海列欠と外関臨泣。手厥陰脉、太衝通里もある
よくわかる奇経治療 139 照海列欠と外関臨泣、太衝通里、時に公孫内関、内関公孫を加える

ぎっくり腰 よくわかる経絡治療 166男 肝虚 前屈困難。
37 肺虚 偏歴、豊隆、光明

間欠性跛行 122男 腎虚 左復溜、尺沢 右豊隆、左光明 仙腸関節を調える刺鍼
腰 張り 83女 肺虚肝実 腰部に補的散鍼。経渠、商丘に推移

腰痛 104男 肝虚 左曲泉、陰谷 右豊隆、外丘 膀胱経に補的散鍼と瀉的散鍼にを行う
腰痛 125男 腎虚 左陰谷、尺沢 豊隆、光明 外関臨泣 照海列欠
腰痛 174男 肺虚肝実 偏歴、豊隆、光明 腰部に切皮補鍼

腰痛 よくわかる経絡治療 125女 肝虚脾実 左太衝、太渓 光明、豊隆、飛揚

腰痛 よくわかる経絡治療 167女 腎虚 立っていると痛い。座っていると痛いのは脾虚。脾虚に変更。
よくわかる奇経治療 143男 照海列欠
よくわかる奇経治療 143 照海列欠。公孫内関を加える
よくわかる奇経治療 144 公孫内関。照海列欠を加える
よくわかる奇経治療 139男 肺虚 外関臨泣 照海列欠
よくわかる奇経治療 139 外関臨泣。照海列欠を加える。まれに太衝通里
よくわかる奇経治療 144 内関公孫か臨泣外関。照海列欠を加える
よくわかる奇経治療 144 歩行痛も。照海列欠。公孫内関か申脈後渓を加える

腰痛など 12女 肝虚 右太衝 陥谷合谷

よくわかる奇経治療 148 照海列欠、申脈後渓、列欠照海、外関臨泣、臨泣外関
12

仙腸関節痛 左 141女
椎間板ヘルニア 53男 腎虚脾虚 右太渓、左太白 照海列欠 左痛部に切皮刺針、八部灸と五分灸
椎間板ヘルニア 55女 脾虚腎虚 右
椎間板ヘルニア 55女 肺虚肝実 右 肺虚に推移
椎間板ヘルニア 56男 腎虚脾虚 左復溜、右太白 左飛揚、光明
椎間板ヘルニア 168男 腎虚 右申脈左後谿 左照海右列欠 局所への切皮刺鍼
椎間板ヘルニア 47男 腎虚 復溜、経渠 右飛揚、右豊隆 外関臨泣 照海 殿部に知熱灸、皮内鍼
椎間板ヘルニア 126男 肝虚 右曲泉、陰谷 外関臨泣 申脈後渓 適応側を左に変更
椎間板ヘルニア よくわかる奇経治療 148女 肺虚 照海列欠 外関臨泣 前屈で憎悪。腎虚に推移
股関節痛 43女 肝虚 土穴が基本 照海列欠 臨泣
股関節痛 よくわかる奇経治療 149女 肝虚 照海列欠 先天性股関節脱臼

よくわかる奇経治療 148 外関臨泣、臨泣外関、照海列欠、時に太衝通里
腰下肢痛 113男 腎虚 右復溜、尺沢 右足三里 腰部に切皮鍼、腓腹筋に円鍼、左腎兪に円皮鍼、関元に知熱灸

39女 肝虚 右中封、復溜 照海列欠
40女 腎虚 復溜、経渠
40女 肺虚 腎兪、仙骨部、殿部の反応点、仙腸関節に皮内針

腰下肢痺れ 動作不全 16男 腎虚 左復溜、経渠 腰部と殿部に補鍼
44 胃の実熱の瀉法
44

膝腫痛 右 163男 脾虚肝実 膝周囲取り巻き急

膝痛 右 10女 肝虚 右太衝 陥谷合谷 照海列欠 頚椎ヘルニア疑い
44 土穴が基本 太衝通里 外関臨泣、臨泣外関もある

3整形 3手指 指痛(総)
3整形 3手指
3整形 3手指 臨床こぼれ話1
3整形 3手指
3整形 4脊柱 腎虚(脾実) 左復溜(鍉)
3整形 4脊柱 臨床こぼれ話2
3整形 4背
3整形 4背 肩甲間部 右(総)
3整形 4背
3整形 4背 肩甲間部 左(総)
3整形 4背 肩甲骨周囲(総)
3整形 4背 背部 右(総)
3整形 4背 背部 左(総)
3整形 5腰
3整形 5腰 ぎっくり腰(総) 臨床こぼれ話1 太淵、太白、            

中封(瀉 肝実)
皮膚表面の張り側接触鍼、反対に瀉的散鍼、子午（絡穴に金30番）、深刺しな
いこと

3整形 5腰 臨床こぼれ話2
3整形 5腰 臨床こぼれ話2 右太淵、太白、        

左太衝(瀉)
3整形 5腰 臨床こぼれ話2
3整形 5腰 臨床こぼれ話2 中極5壮、仙腸関節調整、ムノ
3整形 5腰 臨床こぼれ話2 左太淵、太白、        

右中封(補中瀉)
3整形 5腰 百会置鍼。痛点、腰部、上腕に置鍼、知熱灸。両大腿前面1点灸。大敦、湧泉

に変更。左大敦、両厲兊に刺絡。大腿部痛は左梁丘瀉
3整形 5腰
3整形 5腰 腰痛 後屈
3整形 5腰 腰痛 後屈(総)
3整形 5腰 腰痛 座位(総)
3整形 5腰 腰痛 前屈
3整形 5腰 腰痛 前屈(総)
3整形 5腰 腰痛 側屈(総)
3整形 5腰 腰痛 立位(総)
3整形 5腰 臨床こぼれ話1 虫垂炎術後後遺症。腰痛、右背部痛、右大腿前面部痛と痺れ感、右膝痛、右坐

骨神経痛、便秘、右下腹部痛
3整形 5腰 坐骨神経痛(総)
3整形 5腰 仙腸関節調整(総) 臨床こぼれ話2
3整形 5腰 臨床こぼれ話2 右通里で痛み消失。仙腸関節は胆経が通っているため。金30番、灸10壮
3整形 5腰 臨床こぼれ話2 公孫内関1穴
3整形 5腰 臨床こぼれ話2
3整形 5腰 臨床こぼれ話2
3整形 5腰 臨床こぼれ話2
3整形 5腰 臨床こぼれ話2
3整形 5腰 臨床こぼれ話3
3整形 5腰 臨床こぼれ話3
3整形 5腰
3整形 6股 臨床こぼれ話1
3整形 6股
3整形 6股 股関節痛(総)
3整形 6腰下肢 臨床こぼれ話2
3整形 6腰下肢 腰下肢痛(仙腸関節異常) 臨床こぼれ話1 外関臨泣、臨泣外関。子午は通里か列欠
3整形 6腰下肢 腰下肢痛(仙腸関節異常) 臨床こぼれ話1
3整形 6腰下肢 腰下肢痛(仙腸関節異常) 臨床こぼれ話1
3整形 6腰下肢 臨床こぼれ話1
3整形 6膝 膝腫脹(総) 臨床こぼれ話1
3整形 6膝 膝腫脹(総) 臨床こぼれ話3 陰陵泉、関節の下、井穴に刺絡、腫れた所の境界に置鍼や灸、腫れてない方向

に刺鍼。胡麻湿布（点灸を沢山）。仙腸関節、仙骨部、脊柱際も治療
3整形 6膝 臨床こぼれ話2 左太白、太陵、         

右太衝(補中瀉)
右豊隆(瀉)

3整形 6膝 臨床こぼれ話1
3整形 6膝 膝痛 外側(総) 臨床こぼれ話1



科 種別 症状 書籍名 頁 性 本治法 陽経補法 補中瀉 その他陰経補法 (瀉法) 奇経1 奇経2
よくわかる奇経治療 152 外関臨泣、太衝通里

44 公孫内関
よくわかる奇経治療 152 照海列欠、太衝通里

44 土穴が基本 照海列欠
膝痛 左 57男 肝虚 右曲泉、陰谷 太衝通里 申脈後渓 仙腸関節調整。時に外関臨泣

44 太衝通里
44 太衝通里 公孫内関

膝痛 前外側 よくわかる奇経治療 150女 肝虚 陥谷合谷
よくわかる奇経治療 149 陥谷合谷

膝痛 前内側 よくわかる奇経治療 150男 肝虚 公孫内関
よくわかる奇経治療 150 公孫内関

44 土穴が基本 陥谷合谷
膝痛 内側 よくわかる奇経治療 151男 肝虚 太衝通里 陥谷

40 大転子に皮内針固定
44 脾肝腎経 土穴が基本 公孫内関

よくわかる奇経治療 151 太衝通里
43 階段降や伸展は太衝通里、階段昇や屈曲は公孫内関、それ以外に陥谷合谷

臀部だるさ 右 125女 脾虚 殿部の幹部に知熱灸。肝虚に変更
下肢痛 右 171女 肺虚肝実 光明、飛揚 左列欠右照海 右申脈左後溪 殿部に切皮置鍼
下腿前脛骨筋痛 右 162男 脾虚
下腿部痛 両 164男 肝虚脾実 左外丘 瀉的切皮

外脛骨痛 舟状骨 48男 肝虚 右太衝、太渓 灸、血絡に刺絡
足関節痛 22男 腎虚 左復溜、経渠 右飛揚、右光明 照海列欠 申脈 腎兪、仙腸関節左右差調整、右外果刺絡
足関節捻挫 107女 腎虚 井穴刺絡、歩いて痛い部位に皮内鍼、健側の同部位に瀉法鍼、腰部調整
大腿後側痛 右 163男 肝虚 左曲泉、陰谷 右足三里 右飛揚、外丘 太衝通里 申脈後渓 補的散鍼、左列欠
大腿部痛 88女 腎虚脾実 左太衝左通里 左陥谷右合谷

痙攣 両足 138女 肝虚脾虚 左光明、右豊隆

腓腹筋痛 161男 腎虚 左復溜、尺沢 右足三里 右飛揚
よくわかる奇経治療 152 照海列欠
よくわかる奇経治療 152 照海列欠
よくわかる経絡治療 138女 腎虚 肺虚に推移
よくわかる経絡治療 138女 肺虚 腰痛やうつ症状も改善

踵痛 両 よくわかる経絡治療 139男 肺虚肝実 左
83

足底 突起 85女 軟骨。知熱灸と自宅灸
足底筋膜症 よくわかる経絡治療 139男 腎虚 肺虚肝実に変更
足底痛 よくわかる経絡治療 139男 脾虚腎実 左

84 太衝の裏側の痛み　子午：支正
土踏まず痛 94○ 腎虚 左復溜、尺沢 右飛揚 左陥谷右合谷 照海 足底に知熱灸三壮。腰背部に補鍼

83 痛い部分の取り巻き灸：点灸。甘い食べ物を止める
よくわかる奇経治療 153 外関臨泣か申脈後渓
よくわかる奇経治療 153 照海列欠

足根中足関節痛 50女 肺虚肝実 右 右外関左臨泣 リスフラン関節、腰部足背部刺絡、その後腎虚
84 骨盤調整と足底側に知熱灸

中足趾関節痛 よくわかる経絡治療 139男 脾虚肝実 通里太衝 照海 母指裏の痛みも。痛むところに知熱灸、腰部刺鍼。
痛風 39男 肝虚脾実 子午：右母趾痛は左外関、右足関節痛は左孔最、右隠白に刺絡

痛風 41男 肝虚脾実 右大敦、湧泉 左地機、左光明 子午：左小趾は右通里
痛風 左 よくわかる経絡治療 70男 脾虚肝実 豊隆、光明 左太衝通里 左隠白に刺絡

よくわかる奇経治療 153 公孫内関、照海列欠
痛風 母趾 よくわかる奇経治療 153男 腎虚脾実 公孫内関

妊娠 逆子 よくわかる経絡治療 67女 肝虚 右曲泉、陰谷 豊隆、光明

妊娠 逆子 よくわかる経絡治療 151女

妊娠 自然分娩 69女 肝虚脾実 右曲泉、陰谷 足三里 太衝通里

3整形 6膝 膝痛 外側(総)
3整形 6膝 膝痛 屈曲 階段上昇(総) 臨床こぼれ話1
3整形 6膝 膝痛 後側(総)
3整形 6膝 膝痛 後側(総) 臨床こぼれ話1
3整形 6膝 臨床こぼれ話3 光明(瀉)
3整形 6膝 膝痛 伸展 階段降下(総) 臨床こぼれ話1
3整形 6膝 膝痛 伸展屈曲(総) 臨床こぼれ話1
3整形 6膝
3整形 6膝 膝痛 前外側(総)
3整形 6膝
3整形 6膝 膝痛 前内側(総)
3整形 6膝 膝痛 前面(総) 臨床こぼれ話1
3整形 6膝
3整形 6膝 膝痛 内側(総) 臨床こぼれ話1
3整形 6膝 膝痛 内側(総) 臨床こぼれ話1
3整形 6膝 膝痛 内側(総)
3整形 6膝 膝痛(総) 臨床こぼれ話3
3整形 6腰臀 臨床こぼれ話3
3整形 7足 臨床こぼれ話2
3整形 7足 臨床こぼれ話2 左太白、大陵、肝(瀉) 右豊隆(瀉) 左郄門金30番、皮内鍼
3整形 7足 臨床こぼれ話2 右曲泉、陰谷、        

左陰陵泉(補中瀉)
3整形 7足 臨床こぼれ話1
3整形 7足 臨床こぼれ話3
3整形 7足 臨床こぼれ話3
3整形 7足 臨床こぼれ話2
3整形 7足 臨床こぼれ話3 右復溜、右経渠、     

左陰陵泉(瀉)
豊隆(瀉)

3整形 7足 臨床こぼれ話1 右太衝、太渓、        
左太白

肝兪、腎兪の虚に銀2番1-2mm、後頚部肩上部の虚に補的散鍼

3整形 7足 臨床こぼれ話2
3整形 7足踵 アキレス腱痛(総)
3整形 7足踵 踵骨痛(総)
3整形 7足踵 踵痛 足底痛
3整形 7足踵 踵痛 足底痛
3整形 7足踵
3整形 7足踵 踵痛(総) 臨床こぼれ話2 踵の失眠に5分灸七壮。踵は腎、表面の痛みは肺、踵骨と皮膚の間は脾。
3整形 8足底 臨床こぼれ話3
3整形 8足底
3整形 8足底 尾踵穴(白環穴と白環穴下外側尾骨先端外方1.5寸)の反応がなくなるように治療

。腰殿部に治療。
3整形 8足底 足底痛(総) 臨床こぼれ話3
3整形 8足底 臨床こぼれ話2
3整形 9足趾 外反母趾(総) 臨床こぼれ話3
3整形 9足趾 足関節捻挫 外側(総)
3整形 9足趾 足関節捻挫 内側(総)
3整形 9足趾 臨床こぼれ話1
3整形 9足趾 中足指節関節痛(総) 臨床こぼれ話3
3整形 9足趾
3整形 9足趾 臨床こぼれ話2 左大敦、湧泉、        

右公孫(補中瀉)
3整形 9足趾 臨床こぼれ話2
3整形 9足趾 右太白、大陵、        

左太衝(補中瀉)
3整形 9足趾 痛風 足(総)
3整形 9足趾
4産科 両至隂を鍉鍼の頭（細い側）で2-3分叩く。右側で動くので、長めに叩く。両

三陰交に知熱灸、至陰右15壮、左10壮
4産科 左至陰に小里鍉鍼頭を穴に当て、尾を叩く、右至隂も叩き良く動く方の至陰に

灸10壮、右三陰交に10壮。
4産科 臨床こぼれ話3 左光明(瀉) 背部に補的散鍼、肝兪に知熱灸。知熱灸は、至陽、霊台、肝兪、脾兪、次髎、

至陰に推移。肩井、築賓を追加。



科 種別 症状 書籍名 頁 性 本治法 陽経補法 補中瀉 その他陰経補法 (瀉法) 奇経1 奇経2
妊娠 早産 127女 肝虚脾虚

妊娠 妊娠時静脈瘤 125女 脾虚肝虚 陽池 左照海右列欠

不妊 不妊症 121女 肝虚 曲泉、陰谷 照海列欠 公孫

不妊 不妊症 よくわかる経絡治療 180女 肺虚肝実 右太淵、太白
不妊 不妊症 よくわかる経絡治療 181女 肝虚
不妊 不妊症 よくわかる経絡治療 181女 肺虚肝実 時に脾虚肝実
不妊 よくわかる経絡治療 182

月経 月経痛 118女 脾虚肝実 左飛揚、光明 左照海右列欠 右外関左臨泣

月経 66女 脾虚 右太白、大陵 右豊隆、左光明 臨泣外関 照海列欠

月経 月経痛 よくわかる奇経治療 161女 照海列欠 金銀粒。三陰交、次髎
月経 66 臨泣外関、照海列欠、列欠照海、公孫内関、太衝通里がある
月経 よくわかる奇経治療 161 照海列欠、列欠照海、公孫内関、時に臨泣外関
月経 36女 肝虚 右曲泉、陰谷 照海列欠 公孫
月経 よくわかる奇経治療 162 公孫内関、照海列欠、列欠照海
月経 無月経 116女 脾虚肝虚 ※ 右列欠左照海 右公孫左内関

子宮 よくわかる奇経治療 162 公孫内関、照海列欠、列欠照海、太衝通里
子宮 よくわかる奇経治療 162 照海列欠、列欠照海、公孫内関、後渓申脈
乳腺 乳腺炎 よくわかる奇経治療 161女 肝虚 陥谷合谷 照海列欠
乳腺 乳腺炎 左 68女 脾虚 陥谷合谷
乳腺 よくわかる奇経治療 160 陥谷合谷または合谷陥谷に照海列欠か公孫内関を加える
乳腺 乳腺症 129女 脾虚肝虚 右陽池 左豊隆 陥谷合谷 照海列欠

乳腺 乳腺症 130女 脾虚腎虚 右陽池 右豊隆 陥谷合谷

乳房 乳房のしこり痛 38女 脾虚肝実 左光明、左豊隆 左陥谷左合谷 脾虚肝和法に推移。乳頭から下は陥谷合谷、上は合谷陥谷
眼球 黄斑変性 34男 肝虚 右大敦、右湧泉 左豊隆、光明 申脈後渓 左太衝左通里 肩背部に置鍼、太陽刺絡
眼球 黄斑変性 166○ 肝虚 申脈後渓 左太衝左通里 背部に置鍼、太陽に刺鍼
眼球 よくわかる奇経治療 132 外関臨泣、照海列欠に公孫内関を加える
眼球 飛蚊症 164女 太衝通里 網膜剥離。外関臨泣と照海列欠に推移
眼球 複視 158男 肝虚脾実 両光明 後溪申脈

眼球 複視 161女 脾虚 外関臨泣 照海列欠 肝虚に推移
眼球 緑内障 右 157男 肝虚 左曲泉、陰谷 光明、飛揚 臨泣外関 列欠 右肩甲骨周囲と背部に置鍼、右後頚部に刺絡。脾虚に推移
眼球 緑内障 右 165男 肝虚 臨泣外関 列欠
眼球 よくわかる奇経治療 132 太衝通里、外関臨泣に照海列欠を加える。臨泣外関と陥谷合谷もある
眼瞼 眼瞼下垂 よくわかる奇経治療 132女 肺虚肝虚 後渓申脈
眼瞼 よくわかる奇経治療 132 外関臨泣、公孫内関、後渓申脈
視力 仮性近視 よくわかる奇経治療 132男 肝虚 外関臨泣
視力 よくわかる奇経治療 132 外関臨泣。照海列欠を加える
視力 視力改善 163女 照海列欠 臨泣外関
視力 視力低下 170女 腎虚 申脈後渓 太衝通里 公孫内関
視力 視力低下 162男 太衝通里 列欠照海 角膜ヘルペス。列欠照海のみに推移
視力 よくわかる奇経治療 132 外関臨泣に照海列欠を加える。公孫内関の事もある
視力 弱視 内斜視 152女 肝虚 臨泣外関

160

160

顎 額関節炎 31女 脾虚 左太白、太陵 右胆経 右豊隆 左養老に補、顎関節付近を刺絡、
顎 歯ぎしり よくわかる経絡治療 107男 肺虚肝実 豊隆、光明、飛揚 百会置鍼、背部水平鍼、至陽、霊台に知熱灸、肩こりに捻鍼

歯 下歯痛 よくわかる奇経治療 133女 肝虚か肺虚 列欠照海か合谷陥谷。太衝通里を加えて膝や肩こりに対応
歯 よくわかる奇経治療 133 合谷陥谷、列欠照海
歯 よくわかる奇経治療 133 陥谷合谷、後渓申脈

4産科 臨床こぼれ話1 右太衝、太渓、        
左太白、大陵

三陰交10壮

4産科 臨床こぼれ話1 右太白、大陵、         
左太衝、太渓

左豊隆、光明、    
飛揚

MP5分鍼置鍼、腎兪、志室、次髎、中髎に1mm刺針、左次髎に皮内針

4産科 臨床こぼれ話1 奇経は最初は蠡溝通里、気を巡らす針、石門に知熱灸、石門-関元間の虚に皮
内鍼

4産科
4産科
4産科
4産科 不妊症(総) 瘀血体質と冷えを治療。臨泣外関、外関臨泣、太衝通里、照海列欠に自宅灸、

三陰交にも自宅灸、刷新で知熱灸、関元か石門と子宮に施灸、仙骨部も治療
4婦人 臨床こぼれ話1 右太白、大陵、        

左太衝(補中瀉)
MP鍼7分置鍼、中脘、天枢、関元、脾兪、腎兪、志室、次髎に補鍼。脾虚肝虚
に推移、右太白、大陵、左太衝、太渓

4婦人 月経痛 臨床こぼれ話3 右三陰交3壮、次髎に知熱灸。通里太衝に推移。右陰陵泉、曲沢、両足三里の
補法に推移。肝虚、外関臨泣、照海列欠に推移、右蠡溝5壮、次髎知熱灸

4婦人
4婦人 月経痛(総) 臨床こぼれ話3
4婦人 月経痛(総)
4婦人 月経不順 臨床こぼれ話2 左足三里(鍉) 中極、三陰交3壮
4婦人 不正出血(総)
4婦人 臨床こぼれ話1 右太白、大陵、        

左曲泉、陰谷
小腸、胃、三焦の絡穴に補法。MP鍼置鍼、中脘、関元、天枢に補鍼、左三陰
交に皮内針、肝兪、脾兪、腎兪、次髎に2-3mm補鍼、次髎に皮内鍼。肺虚肝虚
に推移

4婦人 子宮筋腫(総)
4婦人 子宮後屈(総)
4婦人
4婦人 臨床こぼれ話3
4婦人 乳腺炎(総)
4婦人 臨床こぼれ話1 右太白、大陵、        

左太衝
MP8分鍼置鍼

4婦人 臨床こぼれ話1 右太白、大陵、        
左太渓

MP8分鍼置鍼

4婦人 臨床こぼれ話3
5眼科 臨床こぼれ話2
5眼科 臨床こぼれ話3
5眼科 白内障(総)
5眼科 臨床こぼれ話3
5眼科 臨床こぼれ話1 右太衝、太渓、        

右公孫(瀉)
頷厭、懸顱、懸釐、風池に1番3mm10分置鍼、奇経4分置鍼、肝兪、後頚部か
ら肩上部に補的刺鍼

5眼科 臨床こぼれ話3
5眼科 臨床こぼれ話2
5眼科 臨床こぼれ話3
5眼科 緑内障(総)
5眼科
5眼科 眼瞼下垂(総)
5眼科
5眼科 近視(総)
5眼科 臨床こぼれ話3
5眼科 臨床こぼれ話2
5眼科 臨床こぼれ話3
5眼科 視力低下 老眼(総)
5眼科 臨床こぼれ話1 右中封、復溜(鍉) 申脈後渓に推移。風池、完骨付近鍉鍼補法、身柱に銀粒、最初は外関臨泣
5眼科 眼科疾患(奇経)(総) 臨床こぼれ話3 眼腫痛：後渓申脈、目赤腫痛：申脈後渓、眼腫、目翳：外関臨泣、目赤冷涙、

眼目腫痛：臨泣外関、目黄：手陽明、眼痛：足陽明、目黄ばみ：手少陰、ぼん
やり見える：足厥陰

5眼科 眼科疾患(奇経)(総) 臨床こぼれ話3 後渓申脈、申脈後渓、外関臨泣、臨泣外関から2経を選択し、合谷陥谷、陥谷
合谷、通里太衝、太衝通里を加えることが多い

5歯科 臨床こぼれ話2
5歯科 右太淵、太白、        

左太衝(和)
5歯科
5歯科 下歯痛(総)
5歯科 上歯痛(総)



科 種別 症状 書籍名 頁 性 本治法 陽経補法 補中瀉 その他陰経補法 (瀉法) 奇経1 奇経2
歯齦 よくわかる奇経治療 134 陥谷合谷。照海列欠を加える
歯齦 よくわかる奇経治療 134 合谷陥谷。照海列欠を加える

顔面腫痛 左 37男 腎虚 左陰谷、尺沢 照海列欠 申脈後渓 腎兪、次髎に置鍼、後頚部に単刺
顔面痛 右 よくわかる奇経治療 132女 肺虚 外関臨泣
顔面麻痺 よくわかる奇経治療 131女 肺虚 外関臨泣 麻痺部は鍉鍼で補法

よくわかる奇経治療 131 外関臨泣、合谷陥谷、陥谷合谷、後渓申脈を加える
よくわかる奇経治療 132 外関臨泣、太衝通里。後渓申脈か申脈後渓も

顔面神経麻痺 165男 肺虚肝虚 ※ 右偏歴、豊隆

顔面神経麻痺 168女 肺虚肝虚 ※ 合谷、足三里、外関に補法。右欠盆から側頚部のこりに補的刺鍼

顔面神経麻痺 170女 肝虚 左外関左臨泣 顔面とナソ部を鍉鍼で補法
三叉神経痛 右 63男 脾虚 左太白、太陵 外関臨泣 三焦経の子午は左公孫。肩甲間部から背部に置鍼

よくわかる奇経治療 131 外関臨泣、陥谷合谷、合谷陥谷、太衝通里。後渓申脈、申脈後渓も
目眩 よくわかる経絡治療 128男 肝虚 左行間、然谷 光明 外関臨泣 陥谷合谷 頭がぐらぐらする。右大敦、然谷に変更。後頭部刺絡。左大敦、然谷に変更。
目眩 運転時 146男 脾虚肝虚

よくわかる奇経治療 162 外関臨泣、太衝通里
142 肺虚や脾虚

目眩 起床時 149男 腎虚脾実 豊隆、光明、飛揚 後頚部、肩背部の硬結に瀉法

142 肺虚
101 肺虚

目眩 静止時 144女 肝虚脾虚 外関 左光明、右豊隆

142 肝虚
目眩 頭を動かす 147男 脾虚肝虚 ※ 左飛揚

目眩 動作時 144女 腎虚脾虚 右復溜、尺沢
よくわかる奇経治療 162 外関臨泣、太衝通里、列欠照海を加える

101 肝虚
立眩み 101○ 腎虚 右 胃経 背部散鍼。肝、脾、腎兪置鍼、足三里の灸を追加

142 腎虚
101 腎虚

よくわかる奇経治療 162 照海列欠、列欠照海、外関臨泣
31 列欠照海、公孫内関、照海列欠、通里太衝、手陥谷合谷

よくわかる奇経治療 134 照海列欠、公孫内関。合谷陥谷や陥谷合谷もある
喉痛 109男 腎虚 左復溜、尺沢 右豊隆 背腰部切皮置鍼、至陽、霊台に糸状灸、ムノ、中極に知熱灸一壮
喉痛 148男 腎虚 左復溜、経渠

喉痛 34男 腎虚 照海列欠
喉痛 35女 列欠照海 外関臨泣
喉痛 35男 列欠照海 大椎に知熱灸

70女
86 腎虚 太渓
86 肺虚 少商、商陽の刺絡
86

食道が詰まる 44女 脾虚腎虚 太衝通里 右公孫 肩甲間部の凝りに置鍼、左胸部腎経に数鍼置鍼、膈噎（かくいつ）

声がれ 80男 肝虚 中封 列欠照海 背部鍉鍼補法、圓鍼、ナソ鍉鍼
声がれ よくわかる奇経治療 134男 肝虚 列欠照海

よくわかる奇経治療 134 列欠照海、照海列欠
よくわかる奇経治療 133 公孫内関、照海列欠、合谷陥谷、陥谷合谷
よくわかる奇経治療 133 列欠照海、太衝通里、照海列欠

花粉症 33男 左太衝左通里 右申脈
花粉症 34男 太衝内関 列欠照海

29 膈兪
急性副鼻腔炎 110女 脾虚 右太白、大陵 左陥谷右合谷 照海列欠

蓄膿症 84女 腎虚

5歯科 下歯齦炎(総)
5歯科 上歯齦炎(総)
5耳鼻 1顔 臨床こぼれ話3 光明(瀉)、左豊隆
5耳鼻 1顔
5耳鼻 1顔
5耳鼻 1顔 顔面麻痺(総)
5耳鼻 1顔 顔面麻痺(総)
5耳鼻 1顔 臨床こぼれ話1 左太淵、太白、        

右太衝
曲池、足三里、外関に補法。顔面部穴に散鍼、後頚部、肩背部に接触鍼、翳風
に皮内鍼

5耳鼻 1顔 臨床こぼれ話1 左経渠、商丘、        
右中封

右偏歴、豊隆、    
光明

5耳鼻 1顔 臨床こぼれ話1 右中封、復溜(鍉)
5耳鼻 1顔 臨床こぼれ話3 右光明(瀉)
5耳鼻 1顔 三叉神経麻痺(総)
5耳鼻 1目眩
5耳鼻 1目眩 臨床こぼれ話1 右太白、大陵、        

左曲泉、陰谷
左豊隆、外関、    
光明

左翳風、完骨、風池1番5mm置鍼、天柱、風池、左側頚部のこりに3mm刺鍼、
肝、脾、腎兪に2番1-2mm補法、肩上部散鍼、左翳風に皮内鍼

5耳鼻 1目眩 目眩 横臥時(総)
5耳鼻 1目眩 目眩 気虚血虚(総) 臨床こぼれ話1
5耳鼻 1目眩 臨床こぼれ話1 右陰谷、尺沢、        

地機(瀉)
5耳鼻 1目眩 目眩 寝返り時(総) 臨床こぼれ話1
5耳鼻 1目眩 目眩 寝返り時(総) 臨床こぼれ話3
5耳鼻 1目眩 臨床こぼれ話1 右曲泉、陰谷、          

左太白、大陵
完骨付近鬱血刺絡、天柱、風池、上天柱、両欠盆、側頚部のこりに5mm程度刺
鍼、肩上部、肩甲間部のこり、肝兪、腎兪1番鍼3-5mm10分置鍼

5耳鼻 1目眩 目眩 静止時(総) 臨床こぼれ話1
5耳鼻 1目眩 臨床こぼれ話1 左太白、太陵、        

右曲泉、陰谷
足三里、曲池、外関、支正、丘墟に補法。完骨、天柱、風池の鬱血に1番鍼4-
5mm補鍼

5耳鼻 1目眩 臨床こぼれ話1
5耳鼻 1目眩 目眩 動作時(総)
5耳鼻 1目眩 目眩(総) 臨床こぼれ話3
5耳鼻 1目眩 臨床こぼれ話3
5耳鼻 1目眩 立眩み(総) 臨床こぼれ話1
5耳鼻 1目眩 立眩み(総) 臨床こぼれ話3
5耳鼻 1目眩 立眩み(総)
5耳鼻 2咽喉 咽喉(奇経)(総) 臨床こぼれ話3
5耳鼻 2咽喉 咽頭痛(総)
5耳鼻 2咽喉 臨床こぼれ話2
5耳鼻 2咽喉 臨床こぼれ話2 右偏歴、豊隆、    

飛揚
右少商刺絡、右太渓25壮、大椎20壮

5耳鼻 2咽喉 臨床こぼれ話3 大椎に多壮灸、少商(瀉)
5耳鼻 2咽喉 臨床こぼれ話3 大椎10壮
5耳鼻 2咽喉 臨床こぼれ話3
5耳鼻 2咽喉 喉痛 胸痛 臨床こぼれ話2 夜3時に痛むので肺。雲門に皮内鍼
5耳鼻 2咽喉 喉痛 深部(総) 臨床こぼれ話1
5耳鼻 2咽喉 喉痛 浅部(総) 臨床こぼれ話1
5耳鼻 2咽喉 喉痛(総) 臨床こぼれ話1 照海列欠、列欠照海、公孫内関のなかから。唾液を飲むと痛いのは中渚、飲ま

なくても痛いのは支正、後頚部の棘突起そばの硬結、喉の痛みの部分に太い針
を押しあてる

5耳鼻 2咽喉 臨床こぼれ話2 右太白、大陵(銀)、   
左太渓(鍉)

左豊隆、光明、    
飛揚

5耳鼻 2咽喉 臨床こぼれ話1
5耳鼻 2咽喉
5耳鼻 2咽喉 声がれ(総)
5耳鼻 2口 口と口唇(総)
5耳鼻 3鼻 アレルギー性鼻炎(総)
5耳鼻 3鼻 臨床こぼれ話3
5耳鼻 3鼻 臨床こぼれ話3
5耳鼻 3鼻 花粉症(総) 臨床こぼれ話2
5耳鼻 3鼻 臨床こぼれ話3 右豊隆、右外丘、

右外関
妊婦。奇経灸3回。脾虚肝実に推移

5耳鼻 3鼻 臨床こぼれ話1 百会自宅灸10壮、肝虚は難治



科 種別 症状 書籍名 頁 性 本治法 陽経補法 補中瀉 その他陰経補法 (瀉法) 奇経1 奇経2
蓄膿症 よくわかる奇経治療 133男 肝虚 照海列欠 慢性腰痛

よくわかる奇経治療 133 列欠照海、照海列欠
31 列欠照海、後渓申脈、合谷陥谷、陥谷合谷、照海列欠、太衝通里

よくわかる奇経治療 133 列欠照海、合谷陥谷、陥谷合谷、太衝通里、照海列欠
鼻水 清涕 84 肺虚 偏歴、豊隆、飛揚

85 百会、顖会、上星から選んで灸
85 陰経と陽径を補う

鼻閉 鼻水 よくわかる経絡治療 161女 腎虚脾虚 左陰谷、陰陵泉 光明、豊隆 内関公孫 照海 子宮摘出後。中耳炎も。背腰部に補的散鍼
85 鼻背のキョロに円皮鍼

嗅覚障害 よくわかる経絡治療 76女 脾虚陰虚 右太白、大陵 通里太衝

耳下腺炎 よくわかる経絡治療 73女 脾虚肝実 右大都 左行間 左外関左臨泣 照海
耳垢 72女 脾虚 右太白、大陵 背部兪穴に置鍼
耳痛 118男 腎虚 左復溜、尺沢 右豊隆、飛揚

119 小児は照海、大人は然谷
よくわかる奇経治療 134 照海列欠

聴神経腫瘍 16男 肺虚肝実 太衝内関 申脈後渓

耳鳴 72女 脾虚
耳鳴 153男 肝虚 左 外関臨泣 翳風、耳門に置鍼
耳鳴 153女 腎虚 右復溜、右経渠 左外関左臨泣 突発性難聴。
耳鳴 うつ病 よくわかる経絡治療 92女 肺虚肝実 左足三里 鍉鍼と鑱鍼を使用。背部補的散鍼、督脈反応点と両翳風に知熱灸
耳鳴 蚊音 137男 肝虚 右曲泉、陰谷 左胃経 左外丘

耳鳴 換気扇音 106女 腎虚 右復溜、尺沢 両足三里、支正 肩背部の補的散鍼、天柱風池に補鍼、腎兪に知熱灸
耳鳴 突発性難聴 よくわかる経絡治療 101女 腎虚 右復溜、左経渠 豊隆、光明 肩背部に補的散鍼と瀉的散鍼、腎兪、右翳風に知熱灸
耳鳴 目眩 96女 肺虚 耳鳴に変化なし

よくわかる奇経治療 134 照海列欠、外関臨泣、臨泣外関
難聴 耳鳴 96男 腎虚
難聴 突発性 161女 腎虚 復溜、尺沢 照海列欠 翳風に皮内鍼
難聴 突発性 よくわかる奇経治療 134女 腎虚 照海列欠。臨泣外関を加える。
難聴 突発性 よくわかる奇経治療 135女 腎虚 照海列欠、外関臨泣

よくわかる奇経治療 134 照海列欠、外関臨泣、臨泣外関
爪 83 対象の趾井穴、火穴、太衝に灸
皮疹 湿疹 64男 肝虚 左曲泉、陰谷 右足三里 右外丘、 右大敦刺絡、肩髃十壮。両肩髃、曲池、足三里、光明、太衝に灸
皮疹 湿疹 汗腺上 134女 肝虚 大敦 照海列欠 内関 井穴刺絡
皮疹 湿疹 手 115女 脾虚肝実 左通里左太衝 左照海 異感性湿疹。刺絡

皮疹 帯状疱疹 肋間 79女 脾虚肝実 左豊隆、外丘 左外関左臨泣

皮疹 皮疹 手掌 134男 脾虚 右太白、大陵 胃経、三焦径 列欠照海 太衝通里

皮疹 蕁麻疹 135男 肺虚肝実 右太淵、太白 裏内庭の灸、

皮膚炎アトピー性 151男 肺虚 太淵、太白 照海列欠 申脈後渓 外関臨泣や公孫内関に推移。脾虚腎虚、腎虚に推移
皮膚炎アトピー性 152女 肺虚 大腸、胃、三焦 列欠照海 太衝通里

皮膚炎アトピー性 154男児腎虚 太衝通里 列欠照海

皮膚炎アトピー性 155女児肺虚脾虚 小児鍼、肺経と脾経を鍉鍼で補法
皮膚炎アトピー性 186女 肺虚肝実 ※

皮膚炎アトピー性 172男 肺虚 太淵、太白 照海列欠 申脈後渓 脾虚腎虚、腎虚に推移

皮膚炎アトピー性 173女 肺虚 右太淵、太白 手三里、足三里 列欠照海 小児鍼
皮膚炎アトピー性 173男 脾虚 左太白、太陵 通里公孫 右太白、大陵に変更
皮膚炎アトピー性 174女 脾虚 通里太衝

皮膚炎アトピー性 174女 脾虚肝実 左豊隆、光明

皮膚炎アトピー性 176男 脾虚肝実 通里太衝
皮膚炎アトピー性 よくわかる奇経治療 164女 脾虚 通里太衝
皮膚炎アトピー性 よくわかる奇経治療 164女 脾虚肝実 太衝通里

5耳鼻 3鼻
5耳鼻 3鼻 蓄膿症(総)
5耳鼻 3鼻 鼻(総) 臨床こぼれ話3
5耳鼻 3鼻 鼻(総)
5耳鼻 3鼻 臨床こぼれ話1 大椎、風池、曲池合谷、足三里に半米粒大5-7壮
5耳鼻 3鼻 鼻水(総) 臨床こぼれ話1
5耳鼻 3鼻 鼻閉 乾き(総) 臨床こぼれ話1
5耳鼻 3鼻
5耳鼻 3鼻 鼻閉(総) 臨床こぼれ話1
5耳鼻 3鼻 豊隆、光明、       

飛揚
背部に補的散鍼、裏内庭と上星に灸、印堂、迎香に知熱灸。大都、労宮→太白
、大陵に推移。

5耳鼻 4耳 急性。局所に知熱灸2壮
5耳鼻 4耳 臨床こぼれ話3 右豊隆(瀉)
5耳鼻 4耳 臨床こぼれ話2 然谷20壮（痛み止め）、大椎30壮
5耳鼻 4耳 耳痛(総) 臨床こぼれ話2
5耳鼻 4耳 中耳炎(総)
5耳鼻 4耳 臨床こぼれ話3 右太淵、太白、        

左太衝(和)
右豊隆、左光明、
右飛揚

肩甲間部から背腰部に置鍼、1番鍼5分灸、3番鍼8分灸、天柱、風池、切皮補鍼

5耳鼻 4耳鳴 臨床こぼれ話3 少海と完骨に5壮
5耳鼻 4耳鳴 臨床こぼれ話3
5耳鼻 4耳鳴 臨床こぼれ話3
5耳鼻 4耳鳴 右太淵、太衝(鑱瀉) 光明(鑱瀉)
5耳鼻 4耳鳴 臨床こぼれ話2 翳風、胸鎖乳突筋、背腰の左右差を調える。脾虚に変更。脾虚は音が大きい、

腎虚は小さい
5耳鼻 4耳鳴 臨床こぼれ話2
5耳鼻 4耳鳴
5耳鼻 4耳鳴 臨床こぼれ話2
5耳鼻 4耳鳴 耳鳴(総)
5耳鼻 4難聴 臨床こぼれ話2
5耳鼻 4難聴 臨床こぼれ話1
5耳鼻 4難聴
5耳鼻 4難聴
5耳鼻 4難聴 難聴(総)
6皮膚 巻き爪(総) 臨床こぼれ話3
6皮膚 臨床こぼれ話2
6皮膚 臨床こぼれ話1
6皮膚 臨床こぼれ話3 右太白、大陵、        

左太衝(補中瀉)
6皮膚 臨床こぼれ話2 右太白、大陵、        

左太衝(補中瀉)
一番大きい水泡に透熱灸三壮。耳介部：右公孫に金30番、十壮（子午）。脾虚
肝虚に推移。痒みには左丘墟を補う

6皮膚 臨床こぼれ話3 太衝通里か内関。掌蹠膿疱症。背部や凝りに切皮刺鍼。本治は左に、肝虚、肺
虚陽虚に推移

6皮膚 臨床こぼれ話1 左豊隆、光明、    
偏歴(瀉)

6皮膚 臨床こぼれ話2
6皮膚 臨床こぼれ話2 右太淵、太白、        

太衝(和)
肩髃、曲池、足三里、築賓に灸、陽径は痒みが少ないと補法、強いと補中の㵼
法。外関臨泣に推移

6皮膚 臨床こぼれ話2 左復溜、経渠(鍉) 小児鍼で陽経と背部を接触鍼、痒み強い部位への知熱灸。肺虚に推移、右太淵
、太白または太淵、商丘。右尺沢、陰陵泉に推移。督兪、霊台、脊中に知熱灸

6皮膚 臨床こぼれ話2
6皮膚 臨床こぼれ話2 右太淵、太白、        

左太衝(補中瀉)
両合谷、陽池、足三里に補法。肩髃、手三里、足三里5分灸3壮

6皮膚 臨床こぼれ話3 偏歴、豊隆、       
光明(瀉)

6皮膚 臨床こぼれ話3
6皮膚 臨床こぼれ話3 豊隆、光明(瀉)
6皮膚 臨床こぼれ話3 右太白、大陵(鍉) 左外丘、右豊隆

(鍉瀉)
6皮膚 臨床こぼれ話3 右太白、大陵、        

左太衝(補中瀉)
6皮膚 臨床こぼれ話3 右太白、大陵(鍉) 豊隆、外丘(鑱瀉)
6皮膚
6皮膚



科 種別 症状 書籍名 頁 性 本治法 陽経補法 補中瀉 その他陰経補法 (瀉法) 奇経1 奇経2
皮膚炎 169 陽虚証：沈濇虚遅、肺虚陽虚証。陰虚証：浮滑虚遅、脾虚、腎虚、肝虚
痒み 痒み 49男 肩髃、曲池、足三里、築賓
痒み 痒み 49男 肝虚 手三里、曲池、足三里、外丘に灸
痒み 痒み 49女 肩髃、曲池、足三里、築賓、時に外丘か太衝
痒み 痒み 49女 腎虚 陰谷 肩髃、曲池、足三里、築賓、太衝に灸
痒み 痒み 50男 腎虚 湧泉、少商 肩髃、曲池、足三里、太衝に灸
痒み 痒み（総） 49

尋常性白斑 102男 脾虚 左太白、太陵 右陽池 右豊隆 外関臨泣 公孫内関

潰瘍 両足先 61男 腎虚脾実 右 太衝通里 糖尿病。時に、外関臨泣、照海列欠
よくわかる奇経治療 163 合谷陥谷、公孫内関、照海列欠、列欠照海
よくわかる奇経治療 160 照海列欠、公孫内関

66 腎虚脾実 右足三里 右外丘、飛揚

よくわかる奇経治療 160 太衝通里、時に照海列欠
腎臓透析 70○ 脾虚 陥谷合谷
腎臓透析 よくわかる経絡治療 82女 脾虚腎虚 右大都、左然谷 両足三里 左光明 百会灸、足三里と三陽絡知熱灸
腎臓透析後遺症 71女 肺虚 左経渠、商丘 内関太衝 照海列欠

68 腎虚 右陰谷、尺沢 左足三里 胸部腰部棘突起脊際の圧痛部の治療
よくわかる奇経治療 160 太衝通里、時に照海列欠

残尿感 109男 腎虚 左陰谷、尺沢 右豊隆

尿が出ない 128女 肺虚肝実 列欠照海 太衝通里 中極、次髎に知熱灸

頻尿 尿漏 よくわかる経絡治療 98女 腎虚 右陰谷、尺沢 照海列欠 中極に置鍼と知熱灸。右復溜、経渠に推移。

頻尿 夜間 58男 中極の透熱灸、ムノ
膀胱炎 よくわかる奇経治療 159女 肝虚 列欠照海 頻尿、残尿感

よくわかる奇経治療 159 列欠照海、照海列欠
前立腺炎 126男 腎虚 右足三里

前立腺炎 よくわかる奇経治療 159男 腎虚 太衝通里 列欠照海 排尿困難、尿漏、血尿
よくわかる奇経治療 159 列欠照海、照海列欠か太衝通里

前立腺炎後遺症 126男 中極を次髎の灸に変更
よくわかる奇経治療 159 列欠照海、照海列欠か太衝通里

30
156

健康保持 126女 脾虚 通里太衝 脾虚肝実に変更
144
15

6皮膚 アトピー性(総) 臨床こぼれ話3
6皮膚 臨床こぼれ話2
6皮膚 臨床こぼれ話2
6皮膚 臨床こぼれ話2
6皮膚 臨床こぼれ話2
6皮膚 臨床こぼれ話2
6皮膚 臨床こぼれ話2 肩髃、曲池、手三里、合谷、足三里、外丘、築賓、太衝に灸。アトピーにも効

く6皮膚 臨床こぼれ話2 ”白なまず”　、腎部の補鍼、顔面の白い部分に鍉鍼で補法、一番ひどい部分に
知熱灸。肝虚に推移、右曲泉、陰谷、右足三里を補う。合谷陥谷と申脈後渓に

6皮膚 臨床こぼれ話3
6皮膚 皮膚疾患(総)
7泌尿 1腎臓 腎炎 慢性(総)
7泌尿 1腎臓 腎機能低下 痛風(総) 臨床こぼれ話2 左陰谷、尺沢、        

右陰陵泉(補中瀉)
排尿：胸部腰部棘突起脊際の圧痛に透熱灸10壮と皮内鍼。右腎虚に推移

7泌尿 1腎臓 腎臓結石(総)
7泌尿 1腎臓 臨床こぼれ話1
7泌尿 1腎臓
7泌尿 1腎臓 臨床こぼれ話1
7泌尿 1腎臓 腎不全(総) 臨床こぼれ話2
7泌尿 1腎臓 尿管結石(総)
7泌尿 2膀胱 臨床こぼれ話2 背腰部鍉鍼にしてさらに良くなった、至陽、霊台に糸状灸、ムノ、中極に知熱

灸一壮
7泌尿 2膀胱 臨床こぼれ話3 太淵、太白(鍉)、      

左太衝(鑱瀉)
豊隆、光明(鑱瀉)

7泌尿 2膀胱 左豊隆、光明、    
飛揚

7泌尿 2膀胱 臨床こぼれ話3
7泌尿 2膀胱
7泌尿 2膀胱 膀胱炎(総)
7泌尿 3前立腺 臨床こぼれ話2 左復溜、尺沢(鍉) 腰・仙骨部に切皮刺鍼、肩背部に瀉的散鍼、中極5壮、百会、完骨に留置鍼、

ムノ
7泌尿 3前立腺

7泌尿 3前立腺前立腺炎(総)
7泌尿 3前立腺 臨床こぼれ話2
7泌尿 3前立腺前立腺肥大(総)
8東洋 ナソ治療(総) 臨床こぼれ話1
8東洋 奇経治療法(総) 臨床こぼれ話3
8東洋 臨床こぼれ話3
8東洋 刺絡の方法(総) 臨床こぼれ話3
8東洋 点血灸(総) 臨床こぼれ話2
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