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日本鍼灸と仏教思想 －邪正一如と五大－ 

鍼道五経会 足立 繁久    

 

１、【はじめに】 

『日本鍼灸の特徴とは何か？』この問いに対して様々な答えがあると思う。 

この日本鍼灸の特徴として「邪正一如」という思想があると私は考える。 

邪正一如という言葉は天台密教の言葉であるが（※１）、しばしば鍼灸書にも散見される言葉

である。特に多賀法印流の書には「邪正一如」の章が設けられている。（※２） 

ここで夢分流の一系統と思われる意斉流の書物から太極の鍼についての文章を紹介したい 

（※３） 

 

『意斉流針秘伝』 

太極を考えて針する事 

「万病は気血の二つなり。太極を以て云うときは則ち陰陽も一つなり。太極より陰陽の二義

を生ず。亦 五性の木火土金水を生ず。亦 万物を生ずるなり。太極より大衍を生ず。万物の

本は太極なり。人も此れの如し。無病はこれ太極にして七情起こらず、天性の如くに、玉に

疵無きが如し。陰陽分かち、気血類對して邪気生ずるとき則ちこれ天地陰陽万物生ずると同

じ。然るときは則ち陰と陽は本、一つにして邪生則刺、而して凝滞を散ず。散ずるときは太

極にして無病なりと云えり。 

太極の針とは他なく我なく、病なく邪なくクワニ（斯様に？）念じて刺す。 

針立てるに空々豁然にして押手も無く、あげ手も無く、他念なき取る是則ち太極なり。」 

 

この文には“邪正一如”という言葉は見られないが、文意はまさに邪無く（正無く）太極そ

して無極だと言える。 

 

２、【医療と仏教・僧との関わり】 

日本では鍼灸のみならず医療全般に僧が関わってきた歴史がある（※４）。すなわち医僧の

存在である。広く民衆を救済するという目的においては、医術も信仰も等しく重要であった

と考えられる。また、医書を読むことができる知識層である点、且つ在野で民衆に対して救

済活動を行うことができる点、この２つの条件を備えているのが医僧の存在なのであろうと

想像する。 

仏教思想を色濃く伝えている代表的な流派として夢分流が挙げられる。創始者である夢分

翁（夢分斉）自身が禅僧であるという逸話から始まる『鍼道秘訣集』には仏教用語や仏教的

な逸話も数多く登場する。中でも三毒（貪・瞋・痴）などは治療に当たる際の心得として説

かれているが、鍼灸に限らず全ての道に通ずる心構えとして一見の価値がある内容と言える。 
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五大思想（地大・水大・火大・風大・空大）を五行に相当させる治療は、夢分流系統にも

ある。『意齊流針書』には五行の表に並んで、五大の図（五輪）が記されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１：『意齊流針書』 鍼灸流儀書集成 より引用（※５） 

 

この五大＝五行とする考え方は鍼灸医学だけでなく、真言密教においても成されている。平

安時代後期に真言密教の中興の祖と言われる覚鑁上人（興教大師）によって提唱されている

考え方でもある。 

 

今回は、日本に仏教が伝わってからの日本医学との関わりの概略を前段で発表すると共に、

後段では平安後期の密教僧、覚鑁上人の思想に焦点を当てて密教と医学との関与について言

及したい。 
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【仏教医学の病理観 まずは四大から】 

仏教医学の病理観のひとつに“四大不調”がある。この四大不調に関する記述を載せている

仏典として『金光明最勝王経』がある。同経巻九の除病品には、以下の記述がある。 

「國中に一長者あり、名を持水と曰う、善く醫を解し、八術に明るく妙通す。衆生の病苦、四大不調は咸（みな）能

く救い療す。…（略）… 

云何（いかに）身を衰え壊すのか？諸大に増損有りて、復た何時中に在りて、能く諸疾病を生ず。 

云何（いかに）噉らい飲食すれば、安楽に於いて得受するのか…（略）…（※噉：タン、くらう） 

衆生に四病あり 風黄熱痰癮 及び惣集病を以て云う何を而して療治するか？ 

何の時に風病は趣き 何時熱病は発し 何時に痰癮が動じ 何時に惣集が生ずるのか？…（略）… 

當にこの時中に随い 飲食に於いて調息す 腹に入りて消散せしむる 衆病則ち生ぜず。 

節氣もし變改すれば 四大に推移あり この時薬資無くば 必ず病苦生ずる 

醫人は四時を解し 復たその六節を知り 身の七界に明閑し 食薬を無老せしむ…（略）… 

病に四種の別あり 謂く風熱痰癮 及び惣集病を以て 発動の時を應じ知る 

春中に痰癮が動じ 夏内には風病が生じ 秋時に黄熱が増し 冬節に三倶赴く…（略）…  

食後の病は癮に由る 食消時は熱に由る 消後に赴くは風に由る 時に准じ須らく病を識るべし 

既に病源を識れば已む 病に随い而して薬を設けよ。…」  （※癮：病ダレに隠の字） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２；光明最勝王経 巻九 第二十四除病品 『e国宝』サイトより引用 ※６ 
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以上の内容から、風、熱、痰癮、惣集病といった病理学が、4世紀の仏教医学に在ったと言える。 

※この『金光明最勝王経』は唐の時代に義浄という僧により漢訳される。 

現代のアーユルヴェーダにおけるトリ・ドーシャ説、ヴァーダ（風）、ピッタ（火）、カパ（水）に繋がる

病理観であるが、インド医学から中国医学に漢訳される際に使用される字は年代によって異なる。 

特に訳語に変化がみられるのが、痰癮と惣集病である。 

痰癮は、後漢・晋・秦代では寒・冷・水といった漢字が使用されており、惣集病は、共合、三合之病、

雑病などの言葉が使用されている。 

詳しくは遠藤氏の『痰飲の起源１，２』を参照されたし。（※７） 

 四大不調の他にも病理について説かれている仏教経典が多数存在する。よく知られているものに

『大智度論』や『摩訶止観』などがある。 

『大智度論』では病を内外と大きく２種類に大別し、病因についても触れているのが特徴と言える。 

「病有二種、先世行業報故、得種種病。今世冷熱風發故、亦得種種病。今世病有二種、一者、內

病、五臟不調、結堅宿疾。二者、外病、奔車逸馬、堆壓墜落、兵刃刀仗、種種諸病。 

☞ 病に２種類あり。先世の行業の報いの故に、種種の病を得る。今世の冷熱風発の故に、また種

種の病を得る。今世の病に２種類有り。一は、內病、五臟不調、結堅宿疾。二は、外病、奔車逸馬

から堆壓墜落す。または兵刃刀仗などによる種種の諸病がある。」 

『大智度論』巻八 初品中放光釋論第十四より（※８）   

『大智度論』では、前世のカルマ（業）を原因とした病と、現世の病。そして現世（今世）の病には病の

内外の別があるという。 

ちなみに、宋代において陳言（陳無択）がその著作『三因極一病証方論（三因方）』で提唱してい

る内因外因とは異なる。しかし、病の内外を弁別する点で臨床的な病理学といえる。 

 

『摩訶止観』でも四大不調が登場するが、その他にも病を６種に分類している。また病因の中に、修

行の悪影響（座禅不調）や、鬼、魔、業（カルマ）の存在を挙げているのが仏教的と言え興味深い。 

 『摩訶止観』では「明病起因縁有六。一、四大不順故病、二、飲食不節故病。三、坐禅不調故病。

四、鬼神得便。五、魔所為。六、業起故病。 

四大不順者、行役無時、強健擔負、棠觸寒熱、外熱助火、火強破水、是増火病。外寒助水、水増害

火、是為水病。外風助氣、氣吹火、火動水、是為風病。 

或三大増害於地、名等分病、或身分増害三大、亦是等分、属地病。此四既動，眾悩競生。 

☞ 病起因縁の明らかにすると六種有る。一つは、四大不順の故に起こる病。二つは、飲食不節の

故に起こる病。三つは、坐禅不調の故に起こる病。四、鬼神を得ることで起こる病。五、魔の為す所。

六、業起の故に起こる病。 

四大不順とは、行役すること時無し、強健負を担い、棠觸寒熱し、外熱は火を助く、強火は水を破る、

これ火病を増す。外寒は水を助け、水増せば火を害す、これ水病を為す。外風は気を助け、気は火

を吹く、火は水を動じる、これ風病と為す。 

或いは三大が増せば地大を害す。名づけて等分病とする。或いは身分増せば三大を害すること、ま

たこれ等分、地病に属する。これらの四病が既に動ずれば，衆生の悩み競生す。」 

『摩訶止観』巻八より（※９）   

『大智度論』（先世行業報故、得種種病）『摩訶止観』（六、業起故病）ともに、前世の業を引き継ぐこ

とで病を生じるという病理観があり、非常に興味深い。 
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以上のように、四大不調を発端として仏教医学における種々の病理パターンを列挙した。 

この他にも仏教経典上で医学のことに触れている例は、調べてみると実に多い。 

 

次に四大から五大に拡げて、仏教思想・仏教医学の生命観・人体観を紹介したい。 

 

【五大と仏と人】 

五大は地大・水大・火大・風大・空大といった５つの要素からなる考えで、宇宙・世界を構

成する５つの要素である。この世界観は五行思想になじみある我々にとっても理解しやすい

ものであろう。そして、世界を構成する要素ということは、当にそのまま人体に当てはまる。。 

 京都市右京区の嵐山にある清凉寺（浄土宗）には、平安時代の僧、奝然（ちょうねん）が

北宋より持ち帰ったとされる釈迦如来像がある。昭和２８年、この釈迦如来像の胎内から、

絹製の臓腑を模したものが納められていることが発見された。この絹製臓腑（胎内納入品）

は、現在 同寺にレプリカが展示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図３；『古寺巡礼京都 39 清凉寺』より引用（※10） 

 

実際に参拝・見学に訪れたところ、「心、肺、肝、胆、腎、膀胱、脾、胃、腸」が展示されて

いた。目を引いた点は心、肺、肝、胆に文字が記されていた点である。 

心の表と裏には梵字が書き記されており、意味は五智如来を示す文字とのことであった。 

（※宗派によって梵字が意味する神仏は異なることもあるとのこと） 
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また肝の表にも五仏の名が即ち「（右から）普賢菩薩、観世音菩薩、無量寿佛（阿弥陀如来）、

釈迦牟尼佛（釈迦如来）、文殊師利菩薩」と記されていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図４；絹製臓腑スケッチ（足立による） 

 

仏（釈迦如来）の中に臓腑を納めたことは実に興味深いことである。仏と成った釈迦、ひ

いては人の体には神仏とつながる臓腑があるという考えを表わしているのではないだろうか。 

東洋医学においても人体の中に五臓が在り、その五臓に五神（神・精・意・魂・魄）が藏さ

れているというのは、五行思想に基づいた人体生命観である。 

仏教の中でも真言密教は“即身成仏「その身そのままで成仏」”を説くことが教理である。

人の身体は五臓を通じて神仏とつながりを持つと考えることも自然なことであり、理想でも

あると言える。 

真言密教に伝わる『五輪九字明秘密釋』では次のように書かれている。（※11） 

「五藏如蓮華向下也、内五藏外五行出成形體。此則名色。色即是五大五根、名即想等四陰心

也。 

☞ 五藏は蓮華の下に向くが如くなり、内の五藏、外の五行に出て形体を成す。…」 

内より出て発する密教と、外より稟ける東洋医学の違いはあるが、密教では一身の内に神仏

が内在し、東洋医学では天（外）より命を稟けるという思想の違いによるもので、大きな差

異は無いものと考える。（突き詰めると東医・密教には、この身内に内在、天より稟の違いも

無いのではなかろうか。） 

 

この考えと同じく日本に伝わる流派の中には、五臓と五大そして五仏がそれぞれ相応してい

る絵図が残されている。 
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【五輪砕という思想】 

『雲海士流之書』（※12）より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

図示されているのは、人相図の右に、五大（空風火水地）に対応して、左図には臓腑 

右に五方と修行の段階境地などが記されている。修行の段階は、発心により始まり、修行を

行い、菩提で知覚し、涅槃で悟りに至るという。 

この表では、五行相生関係の順にあたる。 

 

五大 五行 五方 四季 五色 五味 五臓 段階 

空大 木 東方 春 青 酸 肝 発心 

風大 金 西方 秋 白 辛 肺 菩提 

火大 火 南方 夏 赤 苦 心 修行 

水大 水 北方 冬 黒 鹹 腎 涅槃 

地大 土 中方 土用 黄 甘 脾 本不生 

 

ここに引用した資料は雲海士流のものであるが、『酬医頓得』田代三喜や『圓覺經』（武田科

学振興財団杏雨書屋 所蔵）『五輪砕并病形』（宗田文庫 所蔵）また、五輪砕（ごりんくだき）

という形で絵図が遺されているという。（※13）圓覚経や五輪砕では、五官（眼・鼻・舌・耳・

口）の対応も図示されているが、雲海士流之書では線で明示するのは曖昧なようである。 

雲海士流の系統は、文禄の役（1592-1593）、慶長の役（1597-1598）いわゆる豊臣秀吉によ

る朝鮮出兵の際に日本に渡ってきたとされる（※14） 

この五輪砕の思想は、興味深いことに馬医（獣医学）の分野にも適応されている。『安西流馬

医伝書絵巻』（三井本 1464,信州本 1579）という書には、五輪砕における五大－五臓－五官な

どの対比対応が記さている。（※15） 
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『安西流馬医伝書絵巻』より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５『安西流馬医伝書絵巻』麻布大学附属学術情報センター 獣医学関係資料デジタルアーカイブより

引用 

ちなみに、この『安西流馬医伝書絵巻』は圓覺經の流れを受けているようである。 

馬の医学医術に阿字・五大・五仏はピンとこないと人もいるだろう。五大は即ち五智・五

神でもある。人は五神（神意志魂魄）、五常（仁義礼智心）を稟けることで人となるのであっ

て、馬に五大五常は備わり得るのか？という疑問がある。 

しかしこの疑に対しては、次のように考える次第である。五大・五智・五神を備えた人の

心鏡を通すからこそ、万物に魂が宿るという観方ができるのではないだろうか。「一切衆生悉

有仏性」という言葉がある。一切の衆生には仏性があるという教えである。また森羅万象す

べての物に神魂が宿るという日本人的な感性からみても、馬や虫のような有情の物、果ては

無情の物にも五神が宿るという観方は是としてよいのではないだろうか。 

余談ながら、御園意齊が花園天皇の牡丹の花を鍼で治療したという逸話があるが、以上の

一切衆生悉有仏性の観方を通してみると逸話の読み取り方が変わるのではないだろうか。 

 

以上の資料、田代三喜（1465-1544）の『酬医頓得』や『安西流馬医伝書』（1464,1579）は同

時代のものと考えられる。それ以前の五輪砕に関する情報を真言密教の世界に求めたい。 
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【五輪の思想と覚鑁上人】 

神仏と人は一体であり、両者は五大・五輪・五臓とを介して繋がっている。このような神

仏と人とのつながりに目を向けると、人の身のままで仏と成るという真言密教の“即身成仏”

に辿りつくのではないだろうか。 

密教における中興の祖、覚鑁（かくばん）上人(1095-1144)の著述、およびその思想に焦点を

あて、五大・五輪と神仏と人とのつながりについて紹介したい。 

覚鑁上人（以下、覚鑁）の著作は数多くあるが『五輪九字明秘密釋』が有名である。同書

に記載されている絵図を下に引用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【   【写真７】：五輪塔 

高野山にて撮影 

    【図６】 

 

図６は『五輪九字明秘密釋』（※16）に記されている「五大・五輪・六大・法界・十界輪圓・一

切衆生色心實相・自身成佛の圖」に記されている絵図のひとつである。右写真の五輪塔と絵

図とを比較すると、五大・五輪と人体の相応図が分かりやすい。地水火風空の五大と身体の

各部位との相応を示している。『五輪九字明秘密釋』の文中において「右の五輪の名、又、頂輪・

面輪・胸輪・腹輪・膝輪と名づくは、行者によりて名を立つ。」とあり、身体を五部－頭頂・顔面・胸

部・腹部・下肢部－と区分している。 

『五字略頌（りゃくじゅ）』覚鑁 著（※17）においても同様の記述が遺されている。 

「我は即ち 次の如く腰と臍と心と額と頂となり 腰下に阿字あり、本不生なり。  

金色方形にして佛心地なり。臍輪にｉ字あり、言説を離る 白色圓形にして大悲水なり。 

心上にう字あり。染着無し 赤色三角にして大智火なり 額上にＫ字あり。因業を離る。 

黒色半月にして大力風なり 頂上にさ字あり。虚空に等し 雑（青）色團形にして大空輪なり。 

重重相累すれども隔別無し 如如一體なれども雑乱せず 高下大小本より不二なり。 

彼れ此れ横竪輪具足なり。」 

ａｉうＫさの五字は即ちａえういあ（ア・バ・ラ・カ・キャ）であり、それぞれ五大を示す梵字

である。我（人）は即ちａえういあの五大より成り立つ存在である。 

それを身体の各部位に相当させたのが、頂輪（頂上）・面輪（額上）・胸輪（心上）・腹輪（臍輪）・

膝輪（腰下）となる。身体部位と五輪の相応は、種々の五輪砕には描かれていなかった観念であ

る。 
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五輪といえば、一般的には五輪塔がイメージしやすい。五輪塔は下から方形（地大）・円形

（水大）・三角形（火大）・半円形（風大）・宝珠（空大）のように構成されており、この世界

を立体的に竪（縦）に表わした構造体である。竪の構造体は天地をつなぐ存在であり、その

まま人に相当させることができる。天地三才の思想である。 

覚鑁は真言密教の人である故、世界と神仏そして人とは異なる存在ではなく、重なり合う

存在として認識していたのではないだろうか。「重ね重ね相い累すれども隔別無し 如如一体な

れども雑乱せず 高下大小は本（もと）より不二なり。」（『五字略頌』覚鑁） 

これは天人合一の思想を基本とする我われ鍼灸家にも抵抗無く受け入れられる感性なのでは

ないだろうか。 

 

【覚鑁上人の五大五臓観】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この図は『五輪九字明秘密釋』に記されている五大と五臓の相応図である。しかし、五大と

五臓の対応が、五輪砕のものとは異なるのが分かる。 

五大 地大 水大 火大 風大 空大 

五輪九字明秘密釋 木・肝 肺・金 心・火 腎・水 脾・土 

五輪砕 土・脾 水・腎 心・火 肺・金 肝・木 

上図のように火大（心・火）を除いて、上下の鏡写しのようになっている。覚鑁上人より後

代に至って、五輪砕の五大－五臓の対比ができたのか…、覚鑁上人のなんらかの意図があっ

たのかは、まだ考察できておらず、今後の課題である。 

 しかし、五大－五臓の対比の是非はさておき、以上のことから、五臓－五智（五仏・五神）

という無形の要素はもちろんのこと、身体各部位の有形にも五大思想をつなげ発展させてい

る。まさに色即是空、空即是色といえる。 

 

 

 



第 2回 学 術 道 研鑽合宿 2016.10.29-30 於 長野県松本市 

11 

 

【覚鑁の著作の中に見る東洋医学】 

余談であるが覚鑁 著の『五輪九字明秘密釋』には、明らかに『黄帝内経』や『難経』の思想

が取り込まれていると思われる箇所がいくつかあった。 

「肝は魂をる。魂神の氣を東方の木精と為す。青色なり。空は青なり、その色は木従り生ず。

木は水従り生ず。肝は青氣および腎より生ず。その形、蓮華の如し。その中間に團珠を著く。

團肉は胸の左に在りなり。肝出でて眼と為る。筋を主る。筋は窮りて爪と為る也。… 

肺の藏は魄を主る。魄神の形体は是、風大なり。…白氣および肺、辛き味多く肺に入りて、

肺を増し肝を損ず。若し肺の中に魄神無ければ恐怖癲病し、心は肺を害して病を為す。若し

火の金を尅するが如く、心強く肺弱ければ、當に肺を心に留むべし。白氣を以て、赤氣を摂

取すれば癲病則ち差ゆ。白氣とは肺の名字なり。肺華は三葉白色にして半月の形なり。第三

椎の左右一寸五分、これ所在なり。…」 

「（胃の説明）五藏六府の海水を持す。肺風鼓動して生死の海と為る。五藏とは肝肺心脾腎な

り。胃とは六府の一、胃と名づく。これ肚とは脾の府なり。五藏六府の海水は皆胃の府に入

る。五藏六府流れて皆な胃に於いて稟けて、五味各々走り流れて、その味胃に入るが故に、

腎は胃に稟けるなり。第十二椎の下両方各々一寸半に在り。腎は第十四椎の両方各々一寸半

に在り。又、臍腰の下の左を腎と名づく。右を命門と名づく。腎は心腹に敷いて窮む。寝し

て水精を寫すなり。志を主り、北方および水と為る。・・・・」 

と、『素問』五臓別論第十一や『難経』三十六難の内容に酷似した記述も残されている。 

 医僧の存在と貢献の歴史から考えると、僧に中国から渡来した医学書が行き渡り、生命観

の中に取り込まれるのは自然なことであったかと想像できる。 

そして、医僧によって日本鍼灸（の一部）は伝承・発展された経緯を考えると、現代の鍼

灸師が仏教の素養も踏まえて、日本鍼灸に遺された文献・文意を読み解くことが大事である

と考える。 

 

【最後に…】 

仏教は古来より民衆を救済するために活動している。その目的のひとつが魄の救済であろ

う。しかし、魂の救済は仏教・信仰に限るものではない。我々、鍼灸医学においても魂・精

神の救済・治療は可能であると考える。一般にも良く知られている心身一如がそれである。 

乳幼児期から始まり産婦人科、内科疾患、運動器疾患…そして老年期、ターミナルまで診

ることができる鍼灸医学は特殊な医学である。そのことは、人の一生を通じて身体と精神・

魂の癒しと成長を促すことができる医療の可能性をもっていると言えるのではないだろうか。 

  

【今後、課題として調べるべき項目】 

１、雲海士流之書における“面部の線による図示”が他系統の絵図と異なっている。長野の

山口先生の指摘では『霊枢』五閲五色篇の望診部位に相当するのでは？という意見 

２、覚鑁上人による五大と五藏の対比は、後代における医学的な五大―五藏の対比と異なる。

その理由・意味は？阿字・ａ字の理解（阿字観など）と共に考察を続ける。 

３、東洋医学・東洋思想からみた理想の死とは？このテーマに覚鑁上人の『一期大要秘密集』

は大いに学びになると思われる。 
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４、仏教経典の中の医学『佛説佛医経』や『南海寄帰内法傳』など今後も学びを深めるべき

経典を広く知ること。 

※『南海寄帰内法傳』は以下のサイトを参照のこと。 

http://base1.nijl.ac.jp/iview/Frame.jsp?DB_ID=G0003917KTM&C_CODE=XSE1-08707 

 

【参考文献および参考サイト】 

 

※１『医雑集』『宗与法印流医道』『法印流之書』の邪気門、『一格正記』の邪正一如、『鍼書』

の邪気にて“邪正一如”について記されている。） 

※２ 松田博公先生 著『日本鍼灸を求めてⅡ』のあとがきにかえて にも多賀法印流が詳し

く紹介されている。） 

※３『意斉流針秘伝』鍼灸流儀書集成 : 臨床実践, 第 8冊、オリエント出版社より 

※４『民衆救済と仏教の歴史・中』中屋宗寿 郁朋社 

※５『意齊流針書』鍼灸流儀書集成 : 臨床実践, 第 8冊、オリエント出版社より 

※６ 『金光明最勝王経』…e国宝、

http://imagedb.narahaku.go.jp/archive_search/search/viewer.php?requestArtCd=0000000885 

※７『痰の起源一、二』遠藤次郎、中村輝子、八巻英彦、宮本浩和 日本医史学雑誌第三十

九巻 第三号・第四号 

※８『大智度論』http://www.baus-ebs.org/sutra/fan-read/008/1509/091.htm 

※９『摩訶止観』http://www2.budaedu.org/newGhosa/C002/T035U/ref/T035U_05.pdf 

※10『古寺巡礼京都 39 清凉寺』鵜飼光昌、瀬戸内寂聴 淡交社 

※11『興教大師全集 下』 世相軒 現在は全集下巻が googleブックスで閲覧できる。 

※12『雲海士流之書』鍼灸流儀書集成 : 臨床実践, 第 8冊、オリエント出版社より 

※13『癒す力をさぐる 東の医学と西の医学』遠藤次郎、中村輝子、マリア・サキム 著 農

文協 

※14『文禄の役（壬申の乱）における日本、朝鮮、明医学の交わり』 松岡尚則、山下幸一、

村崎徹 日本医史学雑誌第五十二巻 第二号 

※15『安西流馬医伝書（安西流馬医絵巻）寛正五年(1464）の補遺』松尾真一、日本医史学雑

誌 第 51巻 第 2号(2005) 

※16、17『五輪九字明秘密釋』『五字略頌』ともに『興教大師全集 下』より 

 

以上の情報を公開、提供してくれた諸先生方、先人の功績に感謝します。 

 

鍼道五経会 足立繁久 


