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現代では、漢方に限らず情報が氾濫している。多くの情報から真に必要な正しい情報を汲み取り、身に
つけるにはどうすればよいか。
練馬総合病院漢方医学センター長の中田英之先生は、多くの人が混ざり合い、互いに研鑚を深める場が
必要と考え「木鷄塾」を立ち上げた。さらに、インターネットを利用したオリジナルの漢方講座をライブ
放映するなど、多彩な活動を行っている。今回は、その仕掛け人である中田先生にお話をうかがった。
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正しい情報発信をめざして
漢方外来を続けているうちに漢
方に関する問い合わせも次第に増
え、正しい情報を発信する必要性
を感じるようになりました。そこ
で、漢方医学センターが設立され
たわけです。
センター構想は当院の方針の1つ
でもあり、現在 6 つのセンターが
あります。その使命は、診療だけ
でなく教育と研究も加えた 3 つの
活 動 に な り ま す。 漢 方 医 学 セ ン
ターでも、漢方外来での診療に加

え、教育や研究活動にも力を注ぐ
ことになり、その一環として昨年
から漢方医学講座を開催し、公開
しています。
漢方医学講座は、本講座と特別
講座の 2 部構成となっており、そ
れぞれの講座は独立していますの
で、自分にあった講座を選択し受
講することが可能です（表 1）
。本
講座は系統的に漢方を学習するこ
とを目的としており、漢方診療、
調剤、薬膳、養生など漢方医学各
分野にわたる基礎を身につけるこ
とができます。原則として毎月2 回

双方向の議論を可能にするだけで
なく、不特定多数の方が視聴する
ことにより、講義の内容も格段に
レベルアップさせるのです。これ
は、予想外の出来事でした。
特別講座のライブ配信は漢方
メーカー数社の協力のもと実施し
ており、その一つである「いろは
に漢方練馬勉強会」は、すでに今
年の開催予定が決まっていますの
で、多くの方に参加していただけ
ればと思います（表 2）。また今後
は、鍼灸なども取り入れた新しい
プログラムも計画中です。
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げました。
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くの人に参加し、交わっていただ
きたいと考え、インターネットを
使ってライブ配信しています。ラ
イブ配信をすることで分かったこ
とがあります。この新しい手法は、
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情報網の発達により、玉石混合
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公開漢方医学講座の概要（2011 年度）
開 講 式
〜

本講座

従って運営されています
（表 3）
。
最後に中田先生は、
「漢方医療が

私は、このような問題を

正しく普及し医療の隙間に放置さ

張錫純研究会
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れている多くの患者さんに少しで

いろはに漢方練馬勉強会

とが重要と考え、漢方に興

も貢献したいという熱い想いをこ

練馬漢方アカデミー

修 了 式 『現代における漢方の役割』
特別講座

味を持つ方々の相互研鑚の

の『木鷄塾』に込めています」と強

※ 詳細はウェブをご覧ください。
練馬総合病院 漢方医学センター 木鷄塾
http://www.nerima-hosp.or.jp/center/08_2.html

場として「木鷄塾」を立ち上

調されました。

表2

表 3 「木鷄塾」の基本理念

いろはに漢方練馬勉強会（2012 年度）
開催日

第1回
第2回

テーマ

生薬学の講義および実習
  8月  4日
（土）
（予定）
11月10日
（土） 未定

※ ご興味のある方はクラシエ薬品株式会社東京医薬支店
    03-5847-0828 までご連絡ください。

勉学に励む

何事も常に自分で確認する。教えられたことをそのまま受け
入れるのではなくその本質を知るように努めること。

信念を持つ

周囲に流されない確固たる心を持ちながらも、万事において
固執せず柔軟に真実を受け入れる精神を養うこと。

徳を持って社会
努力して得た知識や技術は、家族や社会のために使うこと。
に貢献する
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