




内務省衛生局が制作した啓発ポスター



1918年（大正７年）春から1921年（大正10年）に

かけて世界を覆いつくした

インフルエンザ（流行性感冒）の大流行の時の

ポスター

当時の世界の人口の

４分の１程度にあたる

５億人が感染

死者1,700万人～5,000万人との推計



日本では

当時の人口 約5,000万人
患者数 2,380万4,673人

死者数 38万8,727人（致死率1.63%）
(東洋文庫778「流行性感冒」内務省編 平凡社)

スペイン風邪
後に（1997年）インフルエンザであったことが分かる



治療は？

内閣官房新型インフルエンザ等対策室HPより

（https://www.cas.go.jp/jp/influenza/backnumber/kako_02.html）

治療については、

もちろん当時は抗菌薬や抗インフルエンザウイルス薬
は無く、安静、輸液、解熱剤など対症療法が主でした。
当時のカルテを見ると「ワクチン」という言葉も出てきま
すが、インフルエンザウイルス発見前であり、現在わ
れわれが用いているワクチンとは異なるものです。

https://www.cas.go.jp/jp/influenza/backnumber/kako_02.html


しかし、
実は薬は有ったんです！



本日の内容

・存在していたインフルエンザの薬：感染症の歴史
・六病位（太陽病・少陽病・陽明病・太陰病・少陰病・厥陰病）

・中国から飛び込んできたニュースを紹介
・新型コロナ感染症後遺症とは？
・症例報告

漢方治療で気づいたこと
鍼灸治療で気づいたこと

・呼吸器症状への応用：三穴五針法
・まとめ



存在していたインフルエンザの薬

中国河南省南陽市 張仲景祠





建安の疫病
（歴史書「三国志 赤壁の戦い」と同時代 西暦208年頃）

【傷寒論の序文に】

私の一族は元々多く、以前は二百以上もおりました。建安元年から十
年しか経っていないのに、一族の三分の二が死亡しました。そのうち
傷寒病で死亡したのは、その中の七割になっております。

10年足らずの死亡者 200人×2/3＝約133人

傷寒病での死亡者（その内の７割） ＝約93人（一族の約46.5%）

今の日本人の人口（122,780,000人）に換算
傷寒病で死亡した人は＝約57,092,700人



傷寒病で死亡した人
（今の日本人の人口に換算）

約57,092,700人

スペイン風邪で死亡した人
（今の日本人の人口に換算）

約932,945人

感染者総数 約57,131,215人

新型コロナで死亡した
日本人

45,875人

感染者総数21,754,605人
（2022年10月15日）



一条 太陽之為病、脈浮、頭項強痛而悪寒

（語訳）太陽の病というのは、脈が浮で、頭が痛み、

うなじがこわばって、悪寒するようなものを言う

二条 太陽病、発熱、汗出、悪風、脈緩者、名為中風（表寒虚証）

（語訳）太陽病で、発熱して、汗が出て、脈が緩の者を、名づけて、

中風とする 中風の定義：かぜ症候群など

三条 太陽病、或已発熱、或未発熱、必悪寒、体痛、嘔逆、

脈陰陽倶緊者、名曰傷寒（表寒実証）

（語訳）太陽病で、すでに発熱しているものでも、まだ発熱していない

ものでも、とにかく悪寒して、身体が痛んで、嘔逆して、

脈が、寸脈、尺脈どちらでも、緊脈であるものを、名づけて、

傷寒と言う 傷寒の定義：インフルエンザなど



二条 太陽病、発熱、汗出、悪風、脈緩者、名為中風（表寒虚証）

（語訳）太陽病で、発熱して、汗が出て、脈が緩の者を、名づけて、

中風とする 中風の定義：かぜ症候群など

桂枝湯：桂枝・芍薬・大棗・甘草・生姜

三条 太陽病、或已発熱、或未発熱、必悪寒、体痛、嘔逆、

脈陰陽倶緊者、名曰傷寒（表寒実証）

（語訳）太陽病で、すでに発熱しているものでも、まだ発熱していない

ものでも、とにかく悪寒して、身体が痛んで、嘔逆して、

脈が、寸脈、尺脈どちらでも、緊脈であるものを、

名づけて、傷寒と言う 傷寒の定義：インフルエンザなど

麻黄湯：麻黄・桂枝・杏仁・甘草



麻黄湯がインフルエンザ治療薬の新たな選択肢に
順天堂大学医学部総合診療科准教授 内藤俊夫

麻黄湯単独群9名、麻黄湯＋タミフル併用群9名、タミフル単独群13名、
リレンザ単独群6名の4群で比較

（1）麻黄湯のインフルエンザ感染後の解熱作用は、抗ウイルス薬と同等だった。

（2）麻黄湯は、インフルエンザ感染後の頭痛、筋肉痛、咳、倦怠感の自覚症状
において、抗ウイルス薬と同等の効果が認められた。

（3）関節痛に関しては、タミフル単独群よりも有意な改善効果が認められた。

※麻黄湯を使用するに当たって留意点
麻黄の成分にエフェドリンが含まれているので、高齢者に使う場合、
特に心臓が弱っている方には注意が必要



ウイルス感染症のパンデミックに対して漢方薬の果たす役割
－スペインかぜから学ぶ－

秋田大学医学部付属病院救急・集中治療学講座 入江康仁 中永士師明



麻黄湯はインフルエンザに効果があるのに、

使われていない！

入江康仁先生は

スペインかぜはインフルエンザであったが、

一般的な季節性インフルエンザウイルスとは病勢が全く違い、

当時の漢方医もそのことを認識しており、

一気に半表半裏や裏に病変が及ぶ病態で、

桂枝湯や葛根湯、麻黄湯等の発表薬だけでは改善せず、

同時に少陽病や陽明病に対する生薬が必要になってくる。

と述べている。



急性の感染症は、

６つの段階（六病位）を経て進行していき、

病態や治療法がそれぞれ異なる。

熱性の三陽：太陽病、少陽病、陽明病
（自覚症状：悪寒）

寒性の三陰：太陰病、少陰病、厥陰病

病期の進行を表す六病位



六病位相互の転変の概要
（症例から学ぶ 和漢診療学より）
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病 位 主 要 症 候 部 位

陽

証

太陽病期 悪寒・発熱、頭痛、項背強、疼痛、関節痛、
脈浮
（実証：傷寒 脈緊 虚証：中風 脈緩）

表
寒証

少陽病期 悪心、嘔吐、食欲不振、口苦、
胸脇苦満、往来寒熱、脈弦

半表半裏

陽明病期 腹満、便秘、口渇、
身体深部の熱感、潮熱、脈実

裏の熱証

陰

証

太陰病期 腹満、心下痞鞭、腹痛、食欲不振、下痢、
腹の冷え、脈弱

裏

少陰病期 全身倦怠（寝ていたい）、手足の冷え、
背部悪寒、胸内苦悶、下痢、脈沈細弱

裏

厥陰病期 口内乾燥、胸内苦悶、未消化の下痢、
全身の冷え、時に顔面などの熱感

裏



中国北京中医薬大学名誉教授 劉渡舟 先生

「麻黄湯証について論じる」

ある中医師は一生の中で麻黄湯を用いる事は一度もないという。

なぜ中医師が実際に治療を行う際に

麻黄湯を用いることがないのだろうか。

その原因は、これらの患者は寒邪を受けた最初の段階では中医師の治療
を求めずに、時間がなかったり用事があったり、自分で市販の総合感冒薬

を服用したりしているからである。

自分で服薬して治らない場合、中医師のところへ来て診察を求める。

この時にはもう既に麻黄湯が主る証とは大きくかけ離れていたりする。

これらの患者を診察するとき、

自然に麻黄湯を用いて治療することはなくなるのである。



ウイルス感染症のパンデミックに対して漢方薬の果たす役割
－スペインかぜから学ぶ－

秋田大学医学部付属病院救急・集中治療学講座 入江康仁 中永士師明

新型コロナウイルス感染症後遺症に対して鍼灸の果たす役割
－傷寒論・スペインかぜから学ぶ－

熊野 利明

スペインかぜから100年の今





中国中央電視台（CCTV）





甘草乾姜湯

【出典】傷寒雑病論（傷寒論・金匱要略）
【生薬構成】甘草３ｇ 乾姜２ｇ（漢方での分量）
※中国では炙甘草を補剤として用いる（補気健脾）

【適応症】甘草は急迫を治し、乾姜は血行を盛んに
する効がある。新陳代謝を亢進させ体温を高める。
故に組織の緊張をきわめ、活力を賦与する効がある。

【目標】虚弱な人の陽気が虚したために、瘀水が動
揺し、種々の症状を呈するものに用いられる。した
がって、煩操、吐逆(吐気)、咽中乾燥、四肢厥冷、尿
意頻数、希薄な唾液分泌過多などを目標とする。
故に肺脾を温める。内臓を温める基本処方である。





健康茶としての甘草乾姜湯
～炙甘草乾姜湯～
甘草乾姜湯は薬である

甘草の副作用に注意を払わなければならない
甘草の抗炎症・清熱解毒作用は下がるが

甘草を炙ることにより
補気健脾・温中作用が高まる
（胃腸を温め元気にする作用）

中医（中国医学）では炙甘草を用いる
日本では炙甘草は

健康茶・健康食品として扱われている



補気健脾・温中作用が高まる
（胃腸を温め元気にする作用）

腸内環境を整え

腸管の免疫機能が高まり

疾病予防

感染防止

疾病の回復：コロナからの解放に繋がる
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-05-003.html 厚生労働省生活習慣病予防のための健康情報サイト





炙甘草と乾姜を含む漢方薬

太陽病：小青竜湯

少陽病：柴胡桂枝乾姜湯

陽明病：熱証なので該当なし

太陰病：人参湯・補中益気湯・苓姜朮甘湯・続命湯

太陰病期に用いる桂枝湯

少陰病：四逆湯

厥陰病：通脈四逆湯





江西中医薬大学からの報告



新型コロナウイルス感染症は寒湿の邪が原因



山正 「もぐさんの箱きゅう」 小林老舗「桝おんきゅう」

熱証や実証には禁忌：陽気が上亢して頭痛を訴える

寒証や陽虚証・太陰病・少陰病に



貼敷療法

薬草で足浴 運動療法



新型コロナ感染後遺症
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状

新型コロナに感染し、

少なくとも2か月以上持続し、

他の疾患による症状として説明がつかないもの
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き別冊罹患後症状のマネジメント（第1.1版）
（2022年6月17日）（厚生労働省「医療機関向け情報」）

（https://www.mhlw.go.jp/content/000952700.pdf）

COVID-19 と診断後２ヶ月あるいは退院後１ヶ月経過時に 72.5 % の患者が何ら
かの症状を訴え，診断あるいは退院後６ヶ月以上では 54 %がそれに相当すると
報告されている。症状としては咳嗽，倦怠感，臭覚・味覚障害などがあり，複数の
症状を訴えるケース もある。

https://www.mhlw.go.jp/content/000952700.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00111.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000952700.pdf


岡山大学と豊橋技術科学大学の
研究チームの発表

『持 続 感 染』
これが新型コロナ後遺症の原因じゃないか！

「体の中でずっと感染が続いて、炎症物質が出続ける。
それが後遺症という症状として現れるのでは」
（豊橋技術科学大学 原田耕治准教授）

体内のウイルス量が０にならない。
（エイズ・子宮頸がん・帯状疱疹など）



新型コロナウイルスは肝臓、腸、
腎臓、血管系、心臓、脳…等、

ほぼ全身の細胞に感染できる。
免疫が、一生懸命感染先をたた
いても、次の細胞に広がってい
て、なかなか感染が終わらない。

「かかってもすぐ治るから、軽症
でいいんじゃないか。」と考える
が、かかった時にウイルスが体
の中にいつまでも残ってしまうと
なると、それを軽症では片付け
られない。それを考えると安易
に感染してはいけない。

何らかの炎症反応が体内で
持続的に起きている。



特徴的な腹証

【胸脇苦満】

・肋骨弓下縁の緊張・圧痛

・少陽病期に診られる腹証

・生薬の柴胡の使用目標

・気虚・気滞・津液停滞（水滞）の

症状が現れやすい※

・気滞との相関関係がある※

※WFAS International Symposium of Acupuncture 2016, Tokyo/Tsukuba, Japan,
「The Relation between Abdominal Patterns and Source Point」



胸脇苦満と身体化症状(心気症状)との相関分析
東京女子医科大学東医療センタ心の医療科(精神科) 山田 和男

「身体表現性障害」スクリーニングの尺度
SSDの得点と「胸脇苦満 」との問に

高い正の相関を認めた

身体表現性障害

痛みや吐き気、痺れなどの自覚的な身体症状があり、日常
生活を妨げられているものの、それを説明するような一般の
身体疾患、何らかの薬物の影響、他の精神疾患などが認め
られず、むしろ心理社会的要因によって説明される障害

（http://www.madreclinic.jp/pm-top/pm-symptom/pm-symptom-09/）



咳嗽の後遺症に「三穴五針法」

治則：宣肺・理気・化痰・平喘

大椎穴・風門穴・肺兪穴

肺気道内の抵抗を低下させ

咳嗽の発作を鎮める、

緩解期には肺機能を改善する。

主に喘息の治療に用いるが、

呼吸疾患等

幅広い疾患に応用できる。



邵 経明：中国河南中医学院鍼灸系教授
河南省西華県出身、103歳で亡くなる。
中国鍼灸学会臨床研究会顧問、河南省鍼灸学会名誉会長
張仲景国医大学名誉教授

1987年８月 河南中医学院

1987年11月 第１回世界鍼灸学術大会
中国北京 人民大会堂



手 技

刺鍼 10分～15分置鍼
・大椎穴：寸３‐３番 響きを確認 ゆっくり深い刺入
・風門穴：１寸‐３番 響きを確認
・肺兪穴：１寸‐３番 浅く刺入

施灸 皮膚の紅潮を目安に10分以内
・温陽補虚・祛風散寒を目的：温灸または棒灸 熱証や実証は禁忌

抜罐（吸い玉） 大椎穴の下方で左右風門穴、肺兪穴の間を10分～ 15分吸引
・熱証に用いる。
・表寒証には温めた吸い玉で解表（体表面の寒邪を取り除く）を目的とする。



熱証の時は吸い玉をする



発汗・発熱状態を確認して
寒証の時は大椎穴に温灸

表寒証の時は温めた吸い玉で解表



六病位に応じて取穴

太陽病 後渓穴・申脈穴

少陽病 臨泣穴・外関穴・日月穴

陽明病 合谷穴・天枢穴・大腸兪穴

太陰病 足三里穴・陰陵泉穴・中脘穴・脾兪穴

少陰病 太渓穴・関元穴・腎兪穴

厥陰病 内関穴・太衝穴・足三里穴・巨闕穴



東洋医学含む統合医療を取り入れた、
新型コロナ感染症後遺症、

ワクチン後遺症へのオンライン相談
大阪府泉大津市

泉大津市民対象

泉大津市 新型コロナ オンライン相談 (topfellows.net)

https://topfellows.net/izumiotsu_online/

https://topfellows.net/izumiotsu_online/
https://topfellows.net/izumiotsu_online/


ま と め

・傷寒論には新型コロナに対する治療のヒントが記されている

・スペインかぜにも漢方薬が使われていた

・六病位で病の進行をみる

・甘草乾姜湯・腹部の温灸は予防にも治療にも、後遺症治療にも

使える

・新型コロナ後遺症の原因は持続感染ではないか

・鍼灸院を来院する新型コロナ後遺症、ワクチン後遺症の

患者の腹証には「胸脇苦満」が多い

・新型コロナ後遺症の呼吸器症状に「三穴五針法」（実技）



ご清聴ありがとうございました


