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1.　は しが き

長沢元夫氏の 「現代人の漢方」(昭和37年,東 洋

経済新報社刊)200頁 に,「敷臍治療」(臍 に薬を貼

って治療する)と 題 して次の如き 「上海中医薬雑誌 」

や 「中医雑誌」に掲載された報告文の邦訳が載って

いる。

これは私達が しばしば臨床上遭遇 し,治 療困難の

ため困窮する病症に対する奇方である。その1は 口

内潰瘍,即 ちアフタ性 口内炎と,そ の2は 頑固な自

汗と盗汗で,(1)に 対 しては細辛の粉末,(2)に 対 して

は五倍子の粉末をいずれも臍上に填用して,相 当の

成果をあげているという興味ある報告である。いま

その全文を引用 してみよう。

2.　中国発表の敷臍療法

臍は無用なものと思われがちであるが,け っして

そういうものではない。 針灸では 臍 の 真中を神闕

(シンケツ)と 命名 して,人 事不省に陥 ったものを

治すのに有効なツボとしている。疫痢,大 腸カタル

などで,手 足が冷えきって,瀕 死に陥ったとき,こ

こに針をさしたり,灸 をすえたりして起死回生をは

かることができると古書に書いてある。これを応用

して,生 来病弱な人で,急 性慢性の腸カタル,内 臓

下垂,脱 肛で困る場合,臍 に塩をしき,あ るいはニ

ンニクや生姜をうすく切って臍の上におき,そ の上

か ら大きな灸をすえると非常によいといわれている。

素人がもっと簡単に臍を有効に使う方法を紹介し

てみよう。

(1)　口内炎と敷臍療法

口内炎は口腔粘膜に潰瘍を形成するもので,疼 痛

をともない,場 合によっては治療が長びき,困 るこ

との多い病気である。上海市立第十人民医院の口腔

科では,細 辛(サ イシン)を 臍の上において,66例

の臨床経験でひとしく明瞭な治療効果をみとめた。

一般に治療をはじめて1～2日 後に疼痛は急速に軽

減 し,3日 以内に潰瘍面は治癒に向った。これまで

の治療法にこの方法を併用すれば,治 療期間を短縮

し,苦 痛は早 くとれることがわかった。

その方法は 「細辛9～15グ ラムを粉末にし,適 当

量の水と,少 量のグ リセリンを加えてまぜて糊状に

する。これをガーゼに移し臍部にあてがい,絆 創膏

でとめる。3日 間貼ってお く。これで治らないとき

は2～3回 これを くりかえす」。

これでいいわけだが,黄 連9グ ラムに水200ミ リ

リットルを加え,煎 じて濃い液10～15ミ リリット

ルとし,冷 後1日3回,こ れを潰瘍面にぬると効果

はいっそうよい。あるいは枳実,桔 梗,甘 草,梔 子

などのはいった処方をこしらえ,煎 じた液を服用し

てもよい。細辛を口内炎に用いることは 『本草綱 目』
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にでていて,「小児口瘡に酢でねって臍の上にお く」

と書いてある。小児に苦い薬をのませることはむづ

か しいから,小 児の口内炎にはこの方法はかならず

用いるがよい。 大人で もよいわけである。 『本草綱

目』には,ま た口舌生瘡に細辛と黄連,ま たは黄柏

を同量ずつ粉末にして混 じ,口 中に入れるとはなは

だ効ありと書いてある。 しかしこれより臍の上にお

いたほうが効果があるようである。

上海市立華東医院中医科では細辛4.5グ ラムを粉

末にし,5包 にわけ,1包 ずつ酢でね って糊状にし,

臍上におき,そ の上を水を通さない膏薬あるいは油

紙でおおい,毎 日1回 交換すると,4～5日 で治る

と報告している(『上海中医薬雑誌』1959年2号67

ページ)。

(2)　自汗盗汗の敷臍療法

五倍子(ゴ バイシ)の 粉末を臍に貼 って盗汗を治

療 してみると非常によくきく。治療上の特長は,盗

汗をともなう病気に対する内服薬に何の影響も与え

ない点である。

方法は 「五倍子の粉末5グ ラムに温湯を少し加え

てね り,貨 幣の大きさの餅をつ くる。これを毎晩ね

る前に臍にはりつけ,絆 創膏で固定する。」 普通は

副作用を起こしたり,か ぶれたりすることはない。

常州市第一人民医院中医科の巣伯肪氏は,1960年

3～4月 の間に37例 に用いてみた。症状がどうで

あってもよい。ただ盗汗があれば使ってみようとい

う態度であった。その盗汗の原因はすべて他の病気

によって生じたものであり,そ の病気 も5日 から2

年 もかかっているものもあった。1例 だけが6回 も

用いて無効であったが,他 の例はすべて1～4回 で

盗汗がとまった。1～2週 間観察を続けていると,

2例 は再発したが,ふ たたび五倍子を使 うとよ くき

いたのである。

この方法も 『本草綱目』にでていて,そ の他の単

方抄本にも散見する。それらはすべて津を用いてね

ると書いてある。津とは唾液のことであるが,温 湯

を用いてもよい。『本草綱目』には附方の項に,「 自

汗と盗汗に用いて,一夜に して即ち止む。」と書いて

ある。その他 「小児夜啼」にも用いるとある。古人

は霍乱による虚脱を,臍 の孔に多 く灸をして治 した。

回 腸急救の効果があるのである。臍に灸をすること

は,表 を固め,汗 をおさえる効があることがわかる。

五倍子は収斂作用を もっているので,臍 に貼ると盗

汗が止まるのであろう。

現存する中国最古の医著 『霊枢』の終始篇に 「病,

上にあるものは下にこれをとり,… 病,頭 にある

ものはこれを足にとる」とあるが,こ れは針灸治療

だけでなく,薬 物治療にもあてはまる。口内炎に呉

茱萸,附 子,山 椒,天 南星などの粉末を酢でねって

足心に貼 ったり,生 硫黄末を水でねって手足に貼っ

たりする。細辛や五倍子の粉末をねって臍に貼るの

は,そ の例にすぎない。 こういう方法は古来かなり

た くさんあるのである。(『中医雑誌』1961年1号27

ページ)。

まことに懇切を極めた記録である。そこで私は最

近この2つ の敷臍治療の追試を してみたのである。

3.　 口内潰瘍に細辛末の追試

口内の潰瘍が大小さまざま,次 々と発生 し,消 え

てはまた発現 して困却することが しばしばある。適

方と思われる内服薬を用い,し かも好転せぬ者に対

して,細 辛末を臍中に貼用して,そ の経過を調べて

みた。昭和48年4月 より10月 までの5ケ 月間に

7例 試みた。

その中ベーチェット病 といわれていた頑固な口内

潰瘍の1例 は好転,ア フター性口内炎の潰瘍3例 も

好転したがいずれも未だ全治には至らない。1例 は

舌の 「ロイコプラキア」でこれは不変,他 の1例 は

口唇のただれに用いたがこれ も不変であった。

紀伊国屋漢薬局に依頼 して,上 等の精選 した細辛

を粉末にして貰 って,味 ってみると相当の辛味で香

りもよい。これは朝鮮産のものであるという。これ

を1日1回,1.5瓦 ほどを微温湯に少量のグリセリ

ンを加えて盃の中で箸で練 り,糊 状となし,ガ ーゼ

に移して臍部に貼り,絆 創膏でとめる,絆 創膏に弱

くてかぶれるときは,腹 帯で押えてお くがよい。以

下はそれら症例の報告である。

(1)　10年 来の口内潰瘍に細辛末

■ という31歳 の男子,初 診は■

■ である。10年 前から口内に潰瘍が出来始め,こ

の5～6年 来,頻 繁に発生し,大 小交互に消長 し,

大低は5個,多 いときは10個 位,舌,歯 銀,咽,
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唇,頬 内側,口 内到るところに発生 して痛み,全 く

困却しているという。

栄養は普通,顔 色は蒼白の方である。脈腹共に軟

弱で,低 血圧,虚 証に属する。舌をみると割れてい

くつも溝ができ,舌 面は白苔がついていかにも汚い。

現在は大小とりまぜて5個,大 きいのは大豆大,小

さいのは米粒大である。この患者には胃風湯,清 熱

補気湯,半 夏瀉心湯,温 清飲,柴 胡桂枝湯,甘 露飲

などを与えたが殆んど効果は認められなかった。患

者は十年間苦んできたので,何 とか漢方で治したい

と,熱 心に服用を続けてきた。

■ になってから甘露飲に細辛末の敷

臍療法を試みた。10日 間用いてみ ると,新 しいのが

出なくなり,い ままで8個 あったのが6個 に減じす

べて小さくなっている。それよりも最も変ったのは

汚い舌が全体としても綺麗になり清潔となったこと

である。この方法を現在まで6ケ 月も毎 日続けてい

るが,副 作用は少 しもない。舌の潰瘍は殆んど出な

くなったが,口 唇だけは未だ出る。以前に比較して

口中が気持よ く,舌 も口内全体がとても楽であると

いって続けている。未だ全治ではないが,相 当の効

果を認め得たと思われる。

(2)　ベーチェット病に近い口内潰瘍に細辛末

■ という37歳 の男子,初 診は■

■ である。患者は15年 前より口内に潰瘍

が出現し,ア フタ性口内炎といわれていた。その後

陰茎の裏側にも潰瘍が出るようになり,首 や背にニ

キビ様の赤疹が発生 し,下 肢に針で刺 したような痛

みを感じたり,腓 腸筋に疼痛を訴えたりする。時 々

38℃ 位の発熱がある。 眼は疲れるだけで,未 だ眼

症状は顕著に現われていないが,病 院では先ずベー

チェット病とみられるといわれた。胸脇苦満の状が

あるが,処 方は リウマチ症状があるので,越 婢加苓

朮附湯を内服させ,細 辛末の敷臍療法を行 った。

2週 間後の結果をきくと,舌 先端にあった潰瘍が

消え,陰 部の潰瘍も小さくなり,1ケ 月後にはとに

かく潰瘍が著 しく好転 した。一時細辛が切れて中止

していたら,ま た潰瘍が発生 したので,引 続き行 っ

たところ好転 し,陰 部の方は殆んど消失 したという。

本病は不完全ペーチェット症候群とみられるのであ

るが,完 全ベーチェト病の口内潰瘍治療に対 しても

試みるべきものと思われる。本患者は リウマチ症状

も軽快 している。

(3) 2年 来の口内潰瘍に細辛末

■ という42歳 の婦人,初 診は■

■ 。この患者は2年 前から口中に潰瘍が次々と出

現 し,い つも3～4個 位出ている。無理をして疲れ

たりすると悪化し,ま たアン物の菓子をたべ ると悪

くなるという。便秘 しているので,温 清飲に大黄を

少し加えて与えた。い くぶんはよいようであるが,

やはり潰瘍が出没するので,■ か

ら細辛の敷臍療法を兼用してみた。2ケ 月後の報告

では,口 内潰瘍が著 しく軽快 し,化 膿性でな くなり,

出来ても極く小さくて,食 事しても痛みを感 じない

程度になった。未だ全治とは云えないが,細 辛を用

いるようになってからはとても楽であるという。

(4) 10年来の口内潰瘍と陰部〓痒症

■ という35歳 の婦人,虚 弱な体質であ

る。初診は■ であった。10年 来胃障害

があり,胃 下垂症といわれていた。同時に10年 来

常に口内潰瘍が1～2個,次 々と現われ,消 退 し,

また現われている。最近は帯下があり,陰 部〓痒症

もある。口内炎は大体十余 日で消え,新 らたに他の

所へ出現する。虚証であるが血圧は150～110あ った。

この患者には初め茯苓飲,次 に八味帯下方を与え,

稍快方に向ったが,常 に消長を繰返えすので,■

■ から細辛末の敷臍療法を行った。1ケ

月後の報告によると,口 内炎は敷臍後3日 目から軽

快し,帯 下の方もよくなってきた。その後処方は一

貫堂の竜胆瀉肝湯にした。この処方には温清飲も含

まれているので,口 内炎にも帯下にもよいと思われ

た。7月 には10年 来の口内炎が殆んど出なくなり,

帯下も〓痒 も殆んどよ くなったという。細辛は口内

炎にも帯下にも何らか有効に働いたかも知れないと

思われる。

以上4例 をみると6ケ 月以上続けているのもある

が,臍 がただれたり,副 作用のようなものはない。

グリセ リンを少し入れると,副 作用を緩和させるの

かも知れない。但 し絆瘡膏でカブれたものがある。

その他22歳 の男子の 「ロイコプラギア」といわ

れた舌糜爛にはまだ効果は認められないし,53歳 の

婦人の口唇だけのただれにも変化がないようである。
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4.　 自汗盗汗に五倍子末の追試

いままで体質的に多汗症で,夏 季はもちろんのこ

と,冬 でも食後や入浴後,少 しの体動でも忽ち発汗

して困るという患者から,何 とかこの汗が出ないよ

うにならぬもので しょうかと訴えられ,い ろいろ苦

心 したことがあった。

しか し病後の自汗や盗汗には効果は認められたが,

体質的なものにはどうも判然と効果が認められなか

った。そこで五倍子末の敷臍療法を用いてみた。

この五倍子も紀伊国屋漢薬局より入手 したもので,

朝鮮よりの輸入品である と い う。 五倍子は漆樹科

「ぬるで」の葉柄或は轍葉に,昆 虫の刺傷によって,

生理的に局部が膨大 し,虫 〓とな ったもので,耳 ぶ

し,花 ぶしの二種がある。 タンニン酸(60～77%)

を多量に含み,収 斂作用が強 く,止 血,保 庇,制 酵

作用があるといい,本 草綱目に 「自汗盗汗に末とし

て津液で調え,臍 を填むれば一夜にして止む」とい

われている。

(1)　心臓弁膜症と多汗症

■という38歳 の婦人,こ の患者は心臓

弁膜症で長いこと治療を し,木 防已湯,柴 苓湯,補

気健中湯などを服用 していたが,微 熱があり,盗 汗

がひどく,毎 夜寝巻とタオルを2～3回 とりかえ,

絞るほど多 く出るという。上半身特に頭と首のとこ

ろが多い。そこで五倍子末の敷臍療法を併用したと

ころ,3日 目からず っと少 く,1/3位 になってタオ

ルが少ししめる程度になったという。中止していた

ら再発 したので,再 び与えたところ,タ オルを首の

ところに入れておけば,取 換えずにすむよ うになっ

たという。しかしこれで発汗が止まったわけではな

いようであるが,併 用することにより盗汗は減少し,

対症的には有効であったと思われる。

(2)　手掌角皮症と手掌足蹠多汗症

■という19歳 の婦人,5年 前から両手指

の内面があれて皹裂を生じ,痛 んで困 っているとい

う。そのほかこの患者は多汗症で顔と背中と,手 の

掌,足 の裏に汗が多 く出て何とも止まらないという。

五苓散のエキス末を与え,五 倍子末の敷臍療法をし

たところ,4日 目から効果があり,発 汗が半減して

非常に楽になったという。手の掌に発汗 しなくなっ

たので字をか くのにとても気持がよいという。いま

まではペンがぬれてすべって書けないことがあった

という。まだ初めたばかりて全治ではないが尚続け

ている。

(3)　喘息と多汗症に

という4歳 の女児,気 管支喘息で神秘湯

や小青竜湯のエキス末などを与えて全般的に好転し

ていた。今年の6月 になって手の皮がむけて痒く,

ザラザラあれてきて,手 の掌にひどく発汗するとい

う。そこで五倍子の敷臍療法を兼用したところ,数

日後より好転 し,2週 間後には殆んど掌の発汗が止

まったという。

十数年前のことであるが,あ る日本舞踊の師匠が

多汗症で,特 に手足の裏に発汗がひどく,舞 台で扇

子がすべり落ちたことさえあり,舞 台の板の間が足

跡で濡れて終 うほどだという。近 く開かれる公開舞

台のときだけでも少しでも発汗を少 くして欲しいと

いわれ,そ のときは当芍散,五 苓散などを与えたが

少 しも効がなかった。あのときこの五倍子を用いた

なら恐 らく発汗は減少し,希 望に添うことができた

かも知れないと思われるのである。

(4)　更年期多汗症

■という51歳 の婦人,灼 熱感と多汗で,

自律神経失調症といわれていた。慢性気管支炎もあ

る,柴 胡姜桂湯エキスを服用 しているが,自 汗がど

うも止まらない。そこで五倍子の敷臍治療を併用し

たところ,3日 目から約1/2に 減少した。未だ全治

ではないが,自 汗に対 して五倍子は有効と認められ

た。

(5)　アレルギー性鼻炎と多汗症

■という11歳 の小児,生 れて間もなく湿

疹が出て悩まされた。いかにも虚弱体質で風邪を引

き易い。かぜをひくと嘔吐が起る。

一寸冷い空気にふれるとす ぐにクシヤ ミが多発し
,

涕水が流れる。車に酔い易 く,小 さいときから盗汗

が出る。

小青竜湯を与えていたがどうも盗汗がひどいので,

柴胡姜桂湯に変え,同 時に五倍子末の敷臍療法を併

用した。すると5日 目から盗汗がすっかり止み,と

ても元気になった。そこで五倍子の併用を止めたが,

その後も盗汗は未だ起らないという。五倍子ばかり
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でなく柴胡姜桂湯も発汗に対 し効果があったのかも

知れない。

(6)　多汗症と更年期障害

65歳の婦人,兄 弟に多汗症の兄と妹とがある。い

ずれも冬でも手拭を持 って歩いている。特に首から

顔に多い。食事 したり,入 浴 した りすると,30分 位

顔から汗が流れ出る。

毎晩床について寝入 っから寝巻を3回,手 拭を4

～5本 は取り換える。夏は特にひどいが,冬 で も2

～3回 は必ず寝巻をとりかえるのが普通である。こ

の汗が何とか少 くならぬものかというので今年5月

4日,そ ろそろ暑さが感 じられるようになってか ら,

五倍子の敷臍療法を始めてみた。始めの1週 間は全

く効果は認められなかったが,10日 過ぎる頃から,

寝巻1枚 ですむようになり,手 拭も1～2本 でよく

なった。30日 後には一度もとりかえぬ 日も出てきた。

40日 頃になると臍のまわりが痒 くなり,50日 で中

止してしまった。中止して7日 間はそのまま少 くて

済んでいたが,10日 を過ぎてからは元に戻 って終 っ

た。

この患者はその後以前の如 く毎夜寝巻を2回 ～3

回取換え,手 拭を1～2本 襟に当て換えていた。臍

の痒みがすっかりとれ,涼 しくなっても,盗 汗が同

じなので,9月28日 から,も う一度五倍子末の敷

臍療法を実行し,そ の記録をとってみた。こんどは

本格的に唾を以て錬り合せ るようにして用いた。

このたびは,使 用後5日 目から効果が現われ,10

日目から1枚 の寝巻きですむようになった。五倍子

使用後,そ のため尿が多 くなるとか浮腫が出るとか

いうことはない。副作用と認むべきものは殆んどな

かった。10月9日 風邪で微熱があり,臥 床 したの

で中止 したところ,翌 日から,平 常に戻 ってしまっ

た。これによると五倍子療法はどうも根治法ではな

く,対 症的効果と思われるのである。

5.　む す び

以上中国の発表による,口 内潰瘍に対する細辛末,

自汗盗汗に対する五倍子末の敷臍療法を追試しいず

れもその効果を認めることができた。 しか し朝鮮産

のものを用いた結果では,確 かに効果的ではあるが

中国の発表ほど顕著ではな く,根 治的なものではな

いようである。 しか し有力な治療法として,中 国が

臍を治療の場所として選んだ着想に敬意を表し,こ

れを活用すべき価値あるものと思われる。


