
1

はじめに

　松林康子先生は女性鍼灸師の先駆者であり、鍼灸を愛し臨床一筋に歩ま
れてこられた、鍼灸界の宝物のような先生です。この本は、その松林先生
の臨床の宝を少しでも記録に残しておきたいという想いから生まれました。
　大阪刺絡研究会を中心に集まった鍼灸師仲間による実践臨床講習会は、
実践的な臨床実技を学びたい・紹介したいという気持ちから立ち上がった
講習会です。実践臨床講習会にて、松林先生に２度講義をしていただきま
した。
　この本は、その２度の講義とそれ以前に実施された大阪刺絡研究会の夏
合宿にてお話いただいた講義をあわせた計３回の講義の記録です。
　松林先生の生の声をできるだけそのまま伝えたく、口調をほぼそのまま
表記しています。
　この本は営利を目的としたものではなく販売する予定はありません。こ
の本を手にするご縁のあった方に、松林先生の講義の臨場感や先生の息吹
を少しでも感じていただければ嬉しく思います。
　この本の内容は、松林先生の臨床経験のほんのごく一部分、氷山の一角
に過ぎませんが、先生の叡智が少しでも私達やその後に続く鍼灸師に受け
継がれ、患者さんの一助になることを願っています。
　最後に、この本に関わるすべてのご縁と、ご自身の貴重な臨床の宝を惜
しみなくご提供くださった松林康子先生に心から感謝申し上げます。

  実践臨床講習会 　長谷川育代
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　松林です。よろしくお願いします。
　だいぶと同じところが出てくると思いますが、女性の愁訴に対する好用
穴です。
　ただし女性と申しましても、今は男性も同じ愁訴を訴えてみえるので、
間に男性のことも入ります。

1. ほてり・のぼせ

　男女愁訴の上位をしめる症状で、これといって体を動かしていず、別に
理由もないのに急に顔が火照ったり、逆上して赤くなったりという火照り
のぼせについて話したいと思います。
　自律神経の失調からくる血管運動神経の異常の症状で、本人にとっては
なかなか辛い状態なのですが、好用穴は手の曲池と足の三里です。治療室
に入ってみえた時からのぼせているなぁと思ったら、まずこの二穴に置鍼
しますと５分位でサーッとのぼせが引いていきます。曲池、足三里は合の
穴で、合穴はのぼせ、ほてりの名穴とされています。
　また冷え逆上せの方はたいがい夜寝ると足が火照って、熱くて足を放り
出して寝ていますという方が多いですが、その時に私はそれは一般の冷え
より強い冷えがあるのよ、と言います。氷を握ってごらん、冷たいけど離
すとカッカしてくるでしょうと。それと一緒だから、ちゃんと靴下履いて
寝ると良いですよ、一週間か十日ほどすると、足の火照りは無くなります
よと説明しています。
　治療については建前として本治法をしていくのが本当なのですが、今の
ようなこんな時勢になってくると、臨機応変に処置しないとならないこと
が度々あります。そのような疾患に対して特効穴、または直ちに頭に浮か
ぶ私の効用穴をお話させていただこうと思います。
　私の問診はまず愁訴を、あなたの一番痛いところから言ってと、１，２番
と番号順に聞いていきます。10 以上痛みを言う方も有ります。聞きつつ同
種の症状、調べて診たい経絡、穴を頭で整理してまとめて行きます。
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2. のぼせて目が充血

　次は逆上せて目が充血する場合。これは合谷を用います。この場合は沢
田流の合谷です。
　この図のように、この部位のところを軽く探って一番拍動の強いところ
に取ります。一般陽谿のやや下になります。また一般合谷は腫れ物の名灸
穴とされていますが、沢田流の合谷は脈動をしっかりとらえて、高血圧の
引き下げ、眼底出血、眼の疾患白内障や緑内障等の内障物、又脳充血など
の頭部の充血を引き下げます。ですからここを圧して脈動の極端に高い場
合は、目の疾患を起こしているか起こしやすい状態にあると見ていいわけ
です。血圧の変動とみますので診断兼治療穴となります。
　鍼は拍動とともに触れるように直刺で置鍼します。私は一寸の３番を用
いております。ここにお灸を据えることはありません。殆ど置鍼で行います。

3. 発汗異常

　次は発汗異常。これは急に寒さを感じて、鳥肌立ったと思ったら、途端
にカーっと熱くなって発汗する。時に動悸を伴う人もいます。これは更年
期の代表的な症状のひとつです。最近では男性の訴えも多くなってきてい
ます。これに対する穴は小腸経の前谷が即効します。
　一般の前谷は小指本節の横紋の際に取りますが、私はここからちょっと
上がった骨の割れ目、圧すると強烈な痛みがあります。小指本節の横紋の
外端と第１節横紋の外端をつなぐ線の中央部、骨の陥凹部。ここも直刺で
置灸です、お灸なら小さい灸３壮です。
　ここはいくら熱がっても、決して押さえずにすえてください。中には気
持ちがいいからもっとすえて欲しいという人もありますが、それが不思議
に５壮以上すえると、なぜかまた症状が戻ってくることが早いです。
　それからこの前も授業中に、前に座っている看護婦さんが、しょっちゅ
う歯を押さえるので、おかしいなと思って「歯が痛いの？」と聞くと大き
な口内炎ができてるんですよと、口内炎の時に私はいつもここに置鍼をし
ますので、それで「ちょっとかしてごらん」と言い、前谷に置鍼をして暫
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くすると平気で質問してくるので、「あれ？治ったの？」と聞くと、「あれ！？
痛く無くなったわ！」と喜ばれました、口内炎の時には是非使って見て下
さい。
　小さい子達には、チタン粒を貼って上げても効果はあります。

4. 眩暈（めまい）

　眩暈です。眩暈も更年期愁訴中ではかなり頻度の高い症状です。体や頭
のふらつき、体が揺れる感じ、立ちくらみ、嘔吐など非常に強い症状です。
でも内耳の問題とか小脳の異常でくる器質的なものではなくて、婦人科領
域では貧血とか低血圧とか更年期障害、自律神経失調症の症状の一つとし
てみられます。朝に弱く食事をしなかったり、夜更かしした時などの生活
習慣からくることが多いようです。
　ともかく器質的な原因とする眩暈は別としまして、私は眩暈の特効穴と
して用いておりますのが、胆経の俠谿と三焦経の液門です。両穴とも一般
の穴は第四指と第五指との間に取りますが、私はこの穴も図の様 (P5) に第
４指の付け根を約５−８ミリ上った処の溝の強圧痛部に取り手背に向けて
刺入置鍼を致します。
　足の俠谿も足背に向けて置鍼します。ここはお灸もよく効きます。小灸
で３〜５壮。ただしお灸も場合は小指を開いてすえて下さい。火傷させる
恐れが有りますからね。眩暈の激しい時は大概の人は、うつ伏せに寝て固
まっていますので、俠谿の灸の場合お灸をすえるのは困難ですので、刺絡
の方が楽に行えると思います。
　この後少し落ちついてきてから、胆兪と三焦兪の１行穴を用います。こ
れも沢田流の１行穴でして、督脈経の左右５分のところ。第２行の穴との
関係はおよそ５分上に取ります。軽く刺入して、じっくりと針響を取って
下さい。
　次の陶道穴は大杼の中央ですね。出来ればこの穴は小灸３壮です。
　眩暈の激しい時は、頸部はカンカンに凝っています。この凝りを取って
挙げれば楽になると思い勝ちですが、この場合は頭部、頸部は直接絶対に
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刺激を与えない事です。手の打ち様のない程症状は強くなり、今まで無かっ
た吐気まで起こり兼ねません。
　先ず先の眩暈の穴で処理してある程度落ち着いてより、凝りの部には散
鍼より始めて下さい。
　南先生：先生質問よろしいでしょうか？この場合の陶道とか肝兪はやは
り反応が出やすくなっているのでしょうか？
　松林先生：はい。反応が出やすくなってますけどね。陶道はあんまり反
応としてでません。
　南先生：反応なくても大丈夫なのでしょうか？
　松林先生：はい。私は陶道使ったり身柱使ったり色々と試みましたが、
陶道が一番良いみたいでした。だから早く楽にしてあげたいと思って首か
ら触ると、目の前で眩暈が収まったのにまた再発してくると、今度は同じ
治療をしても絶対に止まりません。ですから始めは心を鬼にして下の方か
ら治療をしていった方がいいと思います。
　昔ね、清水先生の掛かりつけのお医者様のお母さんが眩暈で、なんとか
したってくれということで私うかがいましたが、お布団の上でうつぶせて、
みじんも動かれ無い。これは胆経だからと、穴を探そうにもちょっと動か
しても「う〜」と唸るくらいのぐるぐる眩暈で、全く手の付け様なくどう
しようかなぁと思って、恐る恐る足を持ち上げて、胆経をどっか調べ様と
思ったら、このツボのところに手が当たったら「ヒ〜！！」と声をあげら
れたので、こんな処に、強い反応が出ると思ってとにかく鍼を恐る恐る軽
くして見ると、少し身動きされかけ、これはと我が物です。本当によく効
くツボです。ですから、今日ちょっと眩暈がするという患者さんがいらっ
しゃったら、みな手の液門と足の俠谿に鍼を立てて置きますと、治って参
ります。
　私自身もよく眩暈をするんですけど、私の眩暈はどういうものか解りま
せんが、マジックインクの匂いでふーとなったり。この前も話してて、ベ
ターっと黒板に貼りついて考えてはんねんと思ったら眩暈を起こしてはっ
たんかと言われて大変だったんです（笑）。
　それに私、高いところに上がるとワーっと眩暈をしかけます。でもそれ
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は気持ちいいんです本人は。それなのに、下から体を支えて、ワイワイ言
われると余計ダメなんです。ですから眩暈と云っても症状的には色々ある
と思います。
　それからお婆さんに多いですが、左向きに寝返りしてくださいと言うと、
眩暈される。それはきっと食べ過ぎからと思うんです。胃からきた眩暈じゃ
ないかと。そう私は確信して「食べ過ぎでしょ？」とかいって注意し、治
療しております。

5. 偏頭痛

　偏頭痛です。これも、くも膜下出血のように脳に原因があって起こるわ
けじゃなくて、頭の血管が痛む病気。偏頭痛を起こす人は不思議に月のう
ち１・２回とか、中には起こす人もあって、脈打つようにズキンズキンと
強く痛むのが特徴なんですね。半日から３日ほどじーっとしてると収まる
という人があります。やはり吐き気とか食欲不振をともないます。頭痛を
知らない人からは、たかが頭痛くらいでと。
　こないだも会社員の患者さんですけど、言われてそう会社に行くのが嫌
になったと言ってきた人があります。やっぱり本当に苦しいのは本人なの
ですから。原因は疲労や不眠、緊張から開放された時とか、低血糖ストレ
スなどによって誘発される人が多いです。
　また P6 にも書いてあるように、偏頭痛症状のひとつに、視野の一部に白
い光が現れ、見えなくなる状態が数分ないし数十分続き収まると、あと強
い偏頭痛が目の症状側に起こる。脳血管の一時的痙攣で血流が悪くなるた
めに、と言われていますが、臨床的には月経前、月経不順の際に発生します。
　こういう人は案外多くて、この症が起こってくると、暗いところで半日
くらいじーっと籠っていないと治らないそうで、どうも遺伝性と思われま
す。言わばこの頭痛持ちの症は、母親、姉妹、叔母さん達にも、年を経る
と何時しか忘れるそうですが、若い頃は皆経験しているそうですから。
　その治療は胆、三焦に重きをおきます。それから患側の通天、風池、四瀆。
四瀆も沢田流の四瀆で、肘関節の下２寸ですよね、大腸経の三里と一筋隔


