
○基礎コース　（４時間×３回＝12時間）

内 容 教材
1 あいさつ／自己紹介／中医学の歴史

2 陰陽学説／テスト／解説

3 五行学説　まとめ

4 五臓（心　肺　脾　肝　腎）　まとめ

5 五行と五臓の図　テスト

6 気血水　まとめ

7 気血水テスト／五臓テスト

8 六腑　まとめ

9 臓腑の間の関係

10 六淫の邪

11 七情の乱れ／正気と邪気

12 陰陽の失調／気血の失調

13 六淫の邪と内生五邪　まとめ

14 臓腑の陰陽と気血の失調

15 予防と治療の原則

16 復習　まとめ（中医学の歴史／五行／五臓／気血水／六淫の邪と内生五邪／陰陽のパターン）

17 答え合わせ／修了証授与
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漢方講座
基礎コースDVD

回数

■漢方基礎・実践講座　カリキュラム

○基礎コース（4時間×3回）　計12時間
○実践コース（4時間×21回）　計84時間　　　全24回　96時間

※対象：　漢方講座基礎コースＤＶＤを自習され、基礎知識習得済の方。
※第一回目に、ＤＶＤに添付のテストを自己採点しご持参ください。項目ごとの理解度を確認し、解説・補修を行います。
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○実践コース（4時間×24回＝84時間）

内　容 教材 内　容 教材

1 四診とは／望診（全身状態を望る／局所状態を望る） 中医診断学ノート 45 定位　練習問題 プリント
2 望診（舌を望る） 中医診断学ノート 46 定性　練習問題 プリント
3 舌診について 舌診と脈診 47 弁証治則　練習問題 プリント
4 舌診実践 舌診と脈診 48 質問内容の分類 プリント
5 望診（排泄物を望る／小児の指紋を望る） 中医診断学ノート
6 聞診（音声を聞く／臭いを嗅ぐ） 中医診断学ノート 49 症例検討　感冒 中医内科学
7 問診（寒熱を問う／汗を問う） 中医診断学ノート 50 症例検討　心悸（動悸） 中医内科学
8 問診（耳目を問う／睡眠を問う／飲食と味覚を問う） 中医診断学ノート 51 症例検討　痰飲（浮腫） 中医内科学
9 問診（二便を問う／婦女に問う／小児に問う） 中医診断学ノート 52 症例検討　不寐と多寐（不眠と多眠）／鬱証 中医内科学
10 切診（脈診）／脈診について 中医診断学ノート・舌診と脈診 53 症例検討　鬱証 中医内科学
11 脈診実践 中医診断学ノート・舌診と脈診 54 症例検討　胃痛 中医内科学
12 切診（按診）／用語のまとめ 中医診断学ノート 55 症例検討　腹痛 中医内科学

56 症例検討　嘔吐 中医内科学
13 診断学テスト 57 症例検討　泄瀉、痢疾（下痢） 中医内科学
14 診断学テスト解説 58 症例検討　便秘 中医内科学
15 八綱弁証（表裏弁証／寒熱弁証） 中医診断学ノート 59 症例検討　脇痛 中医内科学
16 八綱弁証（虚実弁証／陰陽弁証） 中医診断学ノート 60 症例検討　頭痛 中医内科学

61 症例検討　眩暈（めまい） 中医内科学
17 気血津液弁証（気病の弁証／血病の弁証） 中医診断学ノート 62 症例検討　腰痛 中医内科学
18 気血津液弁証（気血同病の弁証／津液病の弁証） 中医診断学ノート 63 症例検討　痹証 中医内科学
19 八綱弁証テスト 64 症例検討　内傷発熱 中医内科学
20 八綱弁証テスト解説 65 症例検討　虚労 中医内科学

66 症例検討　咳嗽、喘証（せき、ぜんそく） 中医内科学
21 臓腑弁証（プリント演習） 67 婦人科全般の知識 中医婦人科
22 臓腑弁証（テキスト） 中医診断学ノート 68 婦人科全般の知識 中医婦人科
23 臓腑兼病弁証（プリント演習） 69 症例検討　月経不調 中医婦人科
24 臓腑兼病弁証（テキスト） 中医診断学ノート 70 症例検討　月経痛 中医婦人科
25 臓腑弁証＆臓腑兼弁証テスト 71 症例検討　経間期出血、崩漏 中医婦人科
26 臓腑弁証＆臓腑兼弁証テスト解説 72 症例検討　閉経 中医婦人科

73 症例検討　経行頭痛 中医婦人科
27 六経弁証（太陽病証／陽明病証／少陽病証） 中医診断学ノート 74 症例検討　経行情志異常 中医婦人科
28 六経弁証（太陰病証／少陰病証／厥陰病証） 中医診断学ノート 75 症例検討　帯下病 中医婦人科
衛気営血弁証 76 症例検討　不妊症 中医婦人科
29 衛気営血弁証（衛分病証／気分病証） 中医診断学ノート 77 症例検討　産後不調 中医婦人科
30 衛気営血弁証（営分病証／血分病証） 中医診断学ノート 78 症例検討　婦人科まとめ 中医婦人科

79 症例検討　ニキビ／アトピー性皮膚炎／湿疹 中医内科学
31 総論（中薬学の歴史／炮製と製剤／薬性理論／中薬の用法） 中薬学 80 症例検討　ニキビ／アトピー性皮膚炎／湿疹 中医内科学
32 解表薬／清熱薬／祛暑薬／散寒薬 中薬学 81 症例検討　アレルギー性鼻炎／花粉症／蓄膿 中医内科学
33 瀉下薬／利水滲湿薬／祛風湿薬／行気薬 中薬学 82 症例検討　アレルギー性鼻炎／花粉症／蓄膿 中医内科学
34 理血薬／化痰止咳平喘薬／消導薬／補益薬 中薬学 83 症例検討　男性不妊／インポテンツ　 中医内科学
35 安神薬／収渋薬／平肝熄風薬／開竅薬 中薬学 84 症例検討　男性不妊／インポテンツ　 中医内科学
36 駆虫薬／催吐薬／外用薬／中薬学　テスト（1回目） 中薬学

37
総論（方剤簡史／方剤と治法／方剤の分類／方剤の組成
／剤型／方剤の用法） 方剤学

38 解表剤／瀉下剤／和解剤／清熱剤 方剤学
39 祛暑剤／温裏剤／表裏双解剤／補益剤 方剤学
40 安神剤／開竅剤／固渋剤／理気剤／理血剤 方剤学
41 治風剤／治燥剤／祛湿剤／祛痰剤 方剤学
42 消導化積剤／駆虫剤／催吐剤／癰瘍剤／方剤学　テスト（1回目） 方剤学
43 中薬学テスト（2回目）
44 方剤学テスト（2回目）

回数

■漢方基礎・実践講座　カリキュラム

○基礎コース（4時間×3回）　計12時間
○実践コース（4時間×21回）　計84時間　　　全24回　96時間

※対象：　漢方講座基礎コースＤＶＤを自習し、基礎知識習得済の方。
※第一回目に、ＤＶＤに添付のテストを自己採点しご持参ください。項目ごとの理解度を確認し、解説・補修を行います。
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