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塩梅について

昔より、バランスのよいときとか、丁度よい具合の時などに、『いい塩梅だ』などといいますが、

これは何を意味しているのでしょうか。

漢方では、適度な塩分は腎臓を養い、梅のような酸っぱさは肝臓を養うといいます。

つまり、「肝腎要（かんじんかなめ）」という言葉があるように、肝臓と腎臓は人体にとって

基本をなす重要な臓器であり、これのバランスをとることこそ大切なことであると教えているのです。

今、日本人の肝臓病は世界的に比しても多いのですが、なぜでしょうか。

それは、おそらく豊かさからくる過食と、競争社会から来るストレスが原因の一つでしょう。

過食は、栄養の貯蔵庫としての肝臓に負担をかけ、さらにストレスは、肝臓にうっ血を生じさせます。

抵抗力の弱った肝臓に、ウィルス等が繁殖しやすくなるのは当然です。

だから、肝臓をいたわるために、食事には一品酸っぱいものを摂るように心がけましょう。

次に腎臓というものは、血液中の有害なものをろ過し、

きれいな血液を体全体に送るという役目の基本中の基本といわれる臓器です。

なぜそんなに重要かというと、人間のあらゆる病気を治す源は血液にあるからです。

その血液成分を正常化する重要な臓器が腎臓だというわけです。

又、腎臓が弱ってくると、耳の調子が悪くなったり、物事に対しておびえやすくなったり、

恐れやすくなったりしてきます。このような時には適度に塩分を摂ることが大切です。

美男美女になるツボ

男らしさを出すホルモンは、テストステロンで主に精巣より、

女らしさを出すホルモンはエストロゲンで主に卵巣より分泌されます。

両者の元締めとなるのが、脳の視床下部の下垂体前葉です。

下垂体前葉を活性化させれば、ホルモンの分泌が増え、

美男美女へと近づくともいえるわけです。

下垂体前葉を活性化させるには、

脳全体の血流を促進する必要があります。

脳の血流と、お腹の腸間膜の血流とは

密接な関係にあることに着目して、

脳全体の血流を促進する為には、

お腹の状態をよくすることを基本と考えます。

お腹のこの部分には、胃のツボである『中かん』腎臓のツボである『膏兪（こうゆ）』

腸のツボである『天枢（てんすう）』小腸のツボである『関元』等という重要なツボがあります。

これらのツボを指圧して身体も元気になり、

ホルモン分泌も促し、心身ともに美男美女への道をめざしましょう。



偉い人になるツボ

偉い人とはどんな人でしょうか？

金持ち、地位の高い人、有名な人、、、一般的にはそう考える人が多いでしょう。

しかし、その他に目立たなくても偉い人はたくさんいると思います。

ここでいう偉い人とは、自分の位置、役割をはっきり認識して、常に全体のことを考え

自分の持ってる力なりに役に立つ行為を行える人のことを指します。

人間は誰でも私欲が強いものです。

これを抑える理性が勝つか負けるかで現れる態度が変わります。

人から偉い人と思われたいなら、私欲を抑えることが大事です。

漢方でいうと、欲望である肝を抑えて、人間たるゆえんの腎を強めればよいのです。

この為には、下腹部の丹田、つまり関元を強めることによって胃腸の調子を整えれば、

それが五臓に及びやがて精神状態を大変よいものにしてくれます。

精神状態がよければ、人間穏やかに、落ち着いた考えができ、他人にも優しく、

私利私欲に走らずに生活できるでしょう。

そこからが、「偉い人」への第一歩です。

ガンの話

身体にガン組織が発現すると、今ある血管からガン組織に向かって新しい血管が伸び始めます。

まるで、木の根が水を求めて延びるがごとくです。

人体が正常化するのに必要なものに対して血管が伸びていく性質があります。

やがて結合して、ガンに血液を介して栄養を与える為にますますガン組織は増殖していきます。

ということは、ガンは人体が正常化する為に、何らかの必要があって発現しているとはいえないでしょうか。

もうひとつ、人体におけるあらゆる生理現象は、基本的には、人体を守るための働きであると考えられます。

これらから、ガンの発現も何らかの人体に益する働きがあるという考え方があります。

その人体に益するであろう働きは、ガンの発生が高齢者に多いという面から考えると、

人体にたまっている不用物の浄化作用ではないかともいわれています。

この説から漢方的に考えてみます。

仮に、ガンの作用のひとつとして、不用物の浄化ということがあるとすれば、ガンの増殖を抑える

ひとつの方法として、代謝・貯蔵の役割のある肝臓や、血液をろ過する作用のある腎臓等の作用を日常的に

高めておくことで不用物の堆積を減らせれば、ガンの出番をなくせるのではないでしょうか。

このように考えると、五臓六腑の働きを常に良くしておくと、不用物が堆積しにくくなり、

不用物の浄化が必要なくなれば、ガンの発現、増殖の必要性も低くなるといえるでしょう。

こういうことから考えて、ガンを予防する方法を推察してみましょう。

特に漢方療法(漢方薬や鍼灸）は、身体を温めることに主眼を置いた治療法

養生法で血液の流れを活発にして身体各部の機能の向上を促進させる療法ですので、

ガンのできにくい身体作りには適しているといえるでしょう。

五臓六腑を働きを高める日常的習慣として重要な事は、食事療法では、腹八分目を励行することです。

運動は軽い散歩をしましょう。

ストレスに負けない為には仕事以外の好きな事柄、打ち込めることなどを持つことも必要です。



子供が素直になるツボ

子供は「神の子」といわれるくらい生命力が強いものですが、

植物の新芽を見てもわかるように、一方で非常にやわらかくて、たよりなさげでもあります。

生命力の強い子、つまり肝の強い子ほど、幼いために腎つまり体質が追いつけ

なくて、 そのアンバランスゆえに、不快感を覚えてぐずったりするわけです。

このような子供ほど、実は良い素質を持っているものですので、

親としては大変喜ばしいものと思ってください。

しかし、このことを知らずに親が必要以上に困ったり、

子供に対して対応を間違うとせっかくの良い素質を見出せずに終わり、

その子の可能性をつぶすことにもなりかねません。

しかし、ぐずっている子をそのままにはできません。

このような時には、腎を強くするために背中の左右の「腎兪」、

そして腎を助けるために大腸のツボである「身柱」を

指圧してやると良いでしょう。

ほめごろし（漢方処世術)

大多数がいけないことだと思っている事でも、自己主張の強い強引な人の

意見が通ってしまうことがあり、結果的には多くの人に迷惑がかかってしまうようなことがあります。

このような時にはどういう方策をとればよいのでしょうか。

それには、まずその強引な人の性格を分析する必要があります。

この人の性格は、基本的に肝実症と位置づけられます。

肝実症とは、非常に集中力もあり、力強いタイプです。

肝実症の成り立ちというものは、「腎の力」によって「肝の力」が充実し、

「心の力」によって「肝の力」が減少していくものです。

腎とは、腎臓と副腎を主に意味しますが、基本には水の代謝を重要視します。

又、心とは心臓と小腸を示しますが、熱の加減により大きな影響を受けるものです。

そこで、肝実症の人のエネルギーを低めて、正常な判断に近づける為には、その人の特長なり、

今までの実績なりを実際以上にほめたり、感心したりして持ち上げることです。

そうすると、このようなタイプの人はますます調子にのって肝が高まってきますので、

腎が必要以上に働く必要がでてきて、腎が疲れ肝が弱まりエネルギーも減ってきます。

この時に、飲酒や、お茶、コーヒーなど水分を摂る機会を多く持つことも重要です。

水分を多めに摂ると、体内のナトリュムイオン濃度が下がり、腎の働きが穏やかになり、

肝は正常に近づいていきます。次に肝が充実していると、身体の発熱量も増え心臓が活性化していきます。

さらにその人の得意分野のことを、積極的に相談したり、お願いしたりしていると、

その人の心臓がますます活性化し、肝の力が減少していきます。

つまり、腎の力を弱め、心の力を活性化することにより肝の力を正常化させるのです。

そうすると、無謀な強引さは弱まる傾向が出ます。

俗に言う「ほめごろし」とはちょっと違うかもしれませんが、この場合「殺されたと感じる人」も出ず、

下手すれば嫌われ者の性格をうまく利用して、和を損なうことなく、全体が発展していく

『完全犯罪ほめ殺し』といっても良いかもしれませんね。



薬の副作用を少なくするツボ

これにはなんといっても、解毒を司る肝臓と排泄を司る腎臓を養生する必要があります。

この他に、便通をよくするために、

大腸内の細菌が活性化できるように

繊維分を多くとる必要があります。

例えばサツマイモより豆類のほうが繊維分が多い

というようなことも知っておくと良いです。

又、血液中の CO２を速やかに排出できるように

軽い散歩等をするようにして、肺機能を高める必要もあります。

以上より、解毒のツボとしては「築賓」、

腎機能を高める『勇泉』が必要です。

お薬を多用している人は、日常的にこれらのツボを指圧して、副作用を及ぼす余分なものを排泄しましょう。

逆上を抑えるツボ

感情の赴くままに後先考えずに行動してしまう。

これは、自分自身も又他人にとっても非常な不幸な結果を招く恐れがあります。

なぜ、こういう行為をなしてしまうのでしょうか。

それは、自分を見失ってしまうからです。

それは、風船を握った人の手に例えられます。

風船つまり、『肝の力』が強すぎたり、人の手つまり『腎の力』が

弱すぎたりすると、風船は人の手を離れて舞い上がってしまい、

制御できなくなり、風船つまりは自分を見失ってしまうのです。

人間誰でも怒ること、つまり『肝が高ぶること』は多くありますが、

それ以上に握る力、つまり腎が強ければ風船は手から離れることはありません。

腎を高めるツボは『手の合谷』・『足の照海』です。

自分で怒りを抑えがたいと思うふしがおありの方は、

風船を思い描きながらこのツボを日常的に指圧してみてください。

きっとむやみに、風船は飛んでいかなくなるでしょう。

精力モリモリのツボ

週刊誌等には、精力をつける為の精力剤や方法がいろいろ紹介されています。

やはり多いのは、口から入るもの、つまりドリンク剤や食品類です。

これは、食欲という人間の欲求に合ったものですから、一番好まれるのでしょうし、

栄養価が高ければ、元気になると思うからでしょう。

しかし、漢方の考えでは、精力をつける為には、腹八分と短い睡眠とといわれます。

それは、口から入るものが少なめであれば、

消化、吸収、代謝に使われるエネルギーが少なくてすみ、

余ったエネルギーが、プラスαとなって体力増強に現れるからです。

次に睡眠が短いと、当然活動時間が長くなり、

それだけ多く体内の代謝が盛んとなって体力の増加につながるのです。

そこで、精力をつけるツボとして食欲を抑える『陽陵線』を指圧してみてください。



試験に強くなるツボ

日ごろ十分に勉強もして、実力もあるのに本試験ではあがって、

力を出し切れずに失敗してしまう人がいます。

漢方では、こういう人は腎臓・副腎が変動しやすい体質であるために、

それに伴って肝臓・胆嚢も変調をきたしやすいタイプであるととらえます。

緊張するような場面において、このような人たちに考えられる身体上の変化は、

下腹の力が抜けて、頭部がつまったような現象が起こり、

思考が狭まったような感じになるというようなことです。

これをいわゆる、「あがる」というのですが、

これを正常に戻すことを漢方では、『気を下げる』といいます。

そうするにはどうすればよいのでしょうか。

まず、日常生活において、腎臓・副腎を安定化させるために、『手の合谷』を

又、肝臓・胆嚢も安定化させるために『足の太衝』を

いつも軟らかい状態にしておくことが大切でしょう。

次に試験に前日に行う事として、『右の内関』にエレキバン等の

米粒大の粒を貼り付けて、上から時々軽くマッサージしてやりましょう。

これで、緊張感がずい分うすれ、よく眠れるようになります。

何故かというと人間緊張すると肝臓に血液が多く集まるようになる為、

他の内臓が少し虚血状態になり、五臓六腑の変調をきたし、

体調もおかしくなるのです。

このような時には、必ず『右の内関』あたりに非常に強いコリが現れます。

つまり、逆にこのコリをほぐすことによって、肝臓の血流をよくすることかできるので、

緊張感を低下させることができるという訳です。

試験当日はこれであなたの持ってる力を十分に発揮することができるでしょう。

但し、持ってない力までは出ませんのでそれなりの勉強は必要です。

老人性膝痛のツボ

老人の膝痛は、膝関節の各組織の退行・萎縮などにより

起こってくることが多いようです。

関節部を若々しくするには、この部分に存在する

細胞を健全にする必要があります。

この元となるのが、骨髄にある、骨髄細胞なのです。

漢方では、「骨髄の作用は腎にあり」といい、

肝臓・腎臓・副腎等を示しています。

次に、以上の臓器に充分な栄養を送るものは

胃・小腸・大腸等の働きになります。

つまり、老人性膝痛の予防の為の基本的な方法は、

胃腸の機能を常に若々しく保つ事です。

養生法の一つとして、胃の機能を表す『足三里』腸の機能を表す『合谷』に、

各人に応じた刺激を与えましょう。

これは最も基本的な身体機能の向上法ですのが、膝の健全化にも大きな効果が現れます。



頭のよくなるツボ

「人間 1000人いれば 1000の才能が有り」と古人が言ってるように

誰でも何らかの才能は持っているのです。

しかし、世の中の評価や親の評価にとらわれてその才能をつぶしたり

気づかずに終わっている人のなんと多いことか。

一般的に、学校の試験の点数がよい人が頭がよい人だと思われがちです。

たしかに、学校の勉強がよくできるのは頭がよい人です。

しかし、これも、才能の一部分に過ぎないのです。

頭が悪いと思ってるあなたも、

気づいていないだけで必ずすばらしい才能を秘めているのです。

好きな道であれば楽しんで勉強ができるものです。

しかし、この好きな道というものがなかなか見つけられないものです。

自分にとっての好きな道を見つけるひとつの方法として、

書物をたくさん読んで社会のことを少しでも多く知ることです。

人に自分の長所と思われることを聞くのもいいかもしれません。

自分ではあたりまえと思って日頃行っていることが

他人から見れば素晴らしい事に思われてるかもしれないからです。

インターネット上にもたくさんの情報があふれています。

いろんな情報に接して興味を持ったものを何でもよいから挑戦してみてください。

「おっ！結構やれるじゃん」と思えることがあなたの才能の一つといえます。

自分で認識することが自信につながり、もっと知りたいという意欲へと続きます。

こうやってうまく、自分の能力の片鱗を見つけたら、後はがむしゃらに好きな道を進みましょう。

いくら好きなことでも、あまり熱中しすぎると、頭に血液が集まったり、滞りがちになります。

ここからが漢方から導かれるツボの出番です。

これを改善するためには身体全体の血流を促進する必要があります。

これには、『手の内関』と『足の三陰交』が最適のツボです。

又、散歩することで血液を足に誘導してやると、頭がすっきりして良い考えが次々と浮かんでくるものです。

浮かんだ良い考えをどんどん発表しましょう。

そうすれば、いつのまにかあなたも頭のよい人になっているでしょう。

悲しいときに押さえるつぼ

人生の長い道中には、嬉しい事，悲しい事いろいろあります。

しかも、一生のうちに何度か、非常に悲しいことにでくわすことがあります。

これが長く続くようなことがありますと、肺を弱めて、

食欲も細るようになって身体全体がおかしくなってきます。

このような時に肺経のツボの『太淵』を指圧するとしだいに悲しみも薄れ、

胃の調子もよくなって元気になってくるものです。

悲しみを消すことはできません。

しかし、悲しみのあまり身体をこわせば、別な人への悲しみの原因となるのです。

悲しみから幸せは生まれにくいものです。

ですから、悲しみの連鎖を最小限にくい止める努力も必要です。



イメージトレーニングについて

健康だと思っているあなたが突然その道の専門家に、

『あなたの胃は相当悪い』といわれたら、あなたはどうなるでしょう。

おそらく、本当に胃の辺りに不快感を感じるようになり、

やがて胃の調子も悪くなるのではないでしょうか。

古来より「病は気から」といわれるように、高等動物であり、

新皮質の発達した脳を持つ人間は、

精神状態の乱れより自律神経の変調を起こして、

ありもしない病気を作ってしまうのです。

以上のような精神作用が人間に存在するということは、

同時に逆の作用もあるともいえます。

つまり、実際に胃が不調な人に、

『あなたの胃は丈夫で何の問題もない』といい、信じさせることにより、

安堵やその他の安心感等のような精神作用が胃によい結果をもたらすこともできるのです。

だから何事も、あなたにとってよい状態をイメージするということが大切です。

つまり、あなたの希望する状態を絶えずイメージすることによって、

五臓六腑の働きもよい状態へと変わります。

イメージすると共に、その目的に向かって努力をすることが必要なのはいうのでもありません。

思考も行動もバランスが取れてきて、何事も良い方へと向かうものです。

『念ずれば通ず』の心意気でイメージトレーニングを始めてみませんか。

くじけて、ストレスを感じたときは『右の内関』を指圧してストレスを和らげてください

会議に強くなるツボ

会議で思うように発言できず、コミニュケーションもうまくとれない人はいませんか。

そういう人は、根本的に(意識下において)私利私欲、つまり早く出世がしたいとか、

もっと多くの給料が欲しいとか、人より有能だと思われたい

というような意識が強すぎるために、わが身が硬くなってしまうのです。

これは、『我』が強すぎるということで、漢方では『肝が立つ』といいます。

又、会議の目的は、会社の発展の為という基本的な考えがあり、

これは私欲を抑えて他欲、つまり社員全員の為、つまりは会社全体の為に、

各々が協調しあい向上を図らねばなりません。

その為には、人間関係でも調和が大切です。

漢方では、全身の調和を向上させるのは『腎』だといわれています。

以上の事から、

あなたも身体の『肝』と『腎』を養生して会議に臨むならば、

私欲が小さくなり、他欲を望むようになり、

心身ともに軽やかに行動できるはずです。

肝の調整は『太衝』腎の調整は『照海』でしましょう。

これら、左右の 4つのツボを日常的に指圧するように心がけましょう。



美顔のツボ

美しい顏、人を惹きつける顔というのは、

何よりも生命力にあふれたみずみずしい肌が第一でしょう。

人間は単純化すると、入り口は口で出口は肛門といった 1本のパイプになります。

パイプの内壁は主に胃腸にあたり、外壁は皮膚にあたります。

つまり、皮膚と胃腸の壁とは外界に接する面であり、

お互いにつながったものなのです。

胃腸の壁を養生すれば、同時に皮膚、つまり顔の皮膚も養生されます。

だから、美顔のツボは胃腸を整えるツボだともいえます。

美顔を望むあなたは、胃を養生するツボとして『足三里』小腸のツボとして『後谿』

大腸のツボとして『合谷』の左右 6つのツボを日常的に指圧しましょう。

季節による内臓の変調と味覚

春：肝臓の変調が起こりやすい

症状：いらいらする・チック症状・感情の高ぶり・精神的不安定

食療法：酸っぱい食物を適量にとりましょう。例：梅干・酢の物

夏：暑くて発汗も多いので心臓に負担がかかりやすく、心臓の変調がおこりやすい。

症状：動悸や胸部の圧迫感等

食療法：苦い食物を適量にとりましょう。例：にがうり、コーヒー等

秋：涼しくなり気温が下がってきますので呼吸器系の肺の変調が起こりやすい

症状：風邪気味

食療法：辛い食物を適量にとりましょう。例：唐辛子等

冬：寒いため水分代謝つまり腎臓・膀胱の変調が起こりやすい

症状：疲れやすくなる

食療法：塩分を含んだ食物を適量にとりましょう。今は、減塩減塩と騒がれていますが

あまり塩分が少なすぎると腎臓が弱ってしまう事も識っておく必要があります。

自分の適量を把握しておくことも健康管理をする上で大切です。

貧乏人になるツボ

何を奇妙なことをと思われるかもしれませんが、そうではありません。

大体、世の中の富というものは決まった量しかないものです。

だから、自分が貧乏した分、他の人の富が増えるという訳です。

これ自体が、他人を幸せを与えるということですばらしいことです。

又、貧乏ならば自然食事も多くは食べられないので腹八分となり、

かえって身体は健康になり、車も持てなければ、歩く習慣が身につき、

歩いていると自然の美しさを認識するようになり、

すばらしいアイデアも浮かんでお金には結びつかなくても、心豊かな生活ができる、

つまり心の富者になる為の意識的貧乏人になることです。

これを可能にするツボは、全身の筋肉をほぐし食欲を抑える働きのある

『陽陵泉』私欲を抑え、腎を強める『照海』がよいでしょう。

左右４点のツボを指圧しましょう。



対人や乗り物等に恐怖を感じる時に効くツボ

このような症状の人は、先天的に漢方でいうところの

『腎が少し変動しやすい体質』を持っていますが、

逆に『肝が強くなりがち』で、物事に対して向上心が強く、

常にがんばろうという意思を強く持っているタイプです。

それでは、人に対するときや乗り物に乗ったとき、湧き上がってくる恐怖感や、

全身の不快感を鎮めるにはどうすればよいのでしょうか。

これは又精神疲労を感じるときにも共通して言えることですが、

このような時は、特に左手のひらの中央にある『労宮』というツボを

少し強めに揉みこむように、１、２分続けてみてください。きっと楽になります。

短時間で急いで片付けるより充分時間をかけて成し遂げるようにしたほうが身体にとっては良いようです。

また、腹部を締め付けるようなコルセットやベルトを着用している場合は直ちに使用をやめて下さい。

腹部の血流をよくすることは全身の血流を促進する事に繋がるからです。

遊んで暮らせるツボ

ここでいう遊ぶということは、何もせずゴロゴロ過ごすという意味ではありません。

つまり、仕事に遊ぶという意味で、つらい仕事もとことん追及していけば、

必ず楽しみを見出すことができるということです。

しかし、その道程の厳しさは到底他人には理解できないものでしょう。

現実には、途中で、心身ともにもたなくなって仕方なく

投げ出さざるを得ない人もたくさんいるはずです。

一般の人間はそんなに強いものではありません。

ところが少数の人たちは、それを乗り越えてがんばっています。

弱いあなたも、遺伝的な要素である、腎経の『勇泉』、

五臓六腑の調整を促進し、仕事における心身の疲労を和らげる『労宮』

このツボの左右４点を指圧するようにして、仕事を遊びの境地まで高めて、

『私は遊んで暮らしてます』と人言って、ひそかに優越感を味わってみませんか。

遺伝子が人生を決めるのか

遺伝子というものは人間の形質を決める基本となるもので、その人のあらゆる特徴なるものが

組み込まれています。身体の変調も遺伝子による影響が大きいはずなのですが、はたしてどうなのでしょうか。

例えば一卵性双生児においても、その後の生活環境の違いによってかなり違った体質を持つことは

事実としてあります。これはどういうことかというと、双方に同じ遺伝子が存在していても外界から

受ける刺激の違いによって、その人の遺伝子の発現の度合いも違うということでしょう。

つまり、筋肉を良く使えば力強くなり、固いものを多く食べればあごが良く発達するようなもので、

食生活の違いによっても病気のかかり具合や寿命までもが違ってくるという訳です。

以上から考えてみますと、基本は遺伝子にあるといわれていますが、やはり人間の一生のあらゆる変化と

いうものは、その人の生活環境、特に養生によって大いに変わってくると思われます。

漢方の考えでは、受け継いだ遺伝子のことを『先天の気』といい、腎臓・副腎・心臓などに現れ、生活環境に

より作られる体質を『後天の気』といい、胃腸・肺などに現れ、両者交じり合って全身を巡ると説いています。

ですから、遺伝的に弱い部分を持っていても、あきらめずに、養生して後天の気を高めることをめざしましょう。



やせるツボ

口から入るものが多くて出るエネルギーが少なければ当然太ってくるものです。

しかし、食物だけが体内に入るものではありません。

目からは、知識、風景なども入るし

耳からは音楽、知識など、

鼻からは、におい、空気なども入ってきます。

つまり、

口以外から入ってくるものを増やせば

自然と食物の量が減ってくるものです。

不思議なようですが、これは、

欲求不満が肥満に結びつくのとは逆の現象だともいえます。

そこで、目をよくする『肝兪』、

耳をよくする『腎兪』、

鼻をよくする『胃兪』のツボを指圧やお灸で刺激してみてください。

人の手によって背中のツボを揉んでもらえば、感謝の気持ちも生まれ、

気持ちも穏やかになり太る要因のひとつの

知らず知らずの欲求不満の解消にもなります。

ですから、背中のこの左右 6箇所のツボををお勧めしますが、

どうしても背中のツボはできない方は、

手の『合谷』足の『足三里』、『太衝』の左右 6箇所でも代替できます。

生命活動の源・腎の重要性

漢方でいうところの、『腎』というのは二つの大きな働きを持っています。

一つは、「精を蔵す」といって、栄養分を蓄え、これを各臓腑に配分するという事で

、肝臓の働きの一部を示しています。

次に「腎は水を司る」といって、全身の水の代謝作用のことを示します。

これは特に腎臓の血液の浄化作用を示していて、

又同時に、この作用を円滑に行うための内分泌系としての副腎の作用も含まれています。

これらの大きな働きが『生命活動の源』となります。

ですから『腎虚』といって、腎の作用が不調となると、身体の疲労感、腰や足の重だるさ、

小児の発育不全、不妊などの症状が現れてきます。

又、脳髄、骨髄にも変調が現れてきますので、めまいなどの症状も現れてきます。

特に骨髄の不調においては、骨髄細胞の変調を招き、全身の各組織の細胞生長に大いに影響を与えます。

そして、腎と関係深い症状としては、以上のほかに、耳の変調や、浮腫などもあります。

以上のような変調があるとき、『左の合谷』には、水の代謝、『右の合谷』には副腎の作用、

『足の照海』には腰・のどの状態『腰の腎兪』には、腎全体の症状が現れてきます。

これらのことから、『合谷・照海・腎兪』等の腎経のツボに変調を起こさないように、

常日頃これらのツボを意識して、指圧するように心がけましょう。

そうすれば、活発な生命活動が行われるでしょう。


