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広報部広報部

　公益社団法人日本柔道整復師会（日整）は、₂₀₁₅年度日本伝統治療（柔道整復術）指導者育成・
普及プロジェクト（以下、プロジェクト）の第 ₁回日本研修閉講式を平成₂₇年 ₈ 月 ₄ 日（火）、東
京ドームホテルにおいて関係各機関から来賓を迎え厳粛な雰囲気の中で開催した。このプロジェ
クトは、本会が独立行政法人国際協力機構（JICA）の支援を受け、草の根技術協力パートナー
型として₂₀₁₁年 ₉ 月から ₅年計画により、モンゴル国内においてモンゴル人のみで柔道整復術普
及活動が行われる体制づくりを目的としている。そして指導者候補を日本に受け入れて年 ₂回の
研修を企画している。
　今回はモンゴルの気候に似ている北海道で実施した。研修先は函館市にある日整会員の接骨
院・整骨院、小樽市の済生会小樽病院整形外科であった。約 ₂ヶ月間にわたる研修成果をムンフ
バートル・ボロルチメグ准医師（ ₄回目）、ダシュラウダン・ボロルトゥーヤ准医師（ ₄回目）、
エンフタイワン・トゥブシンバヤル准医師（ ₅回目）の ₃名が報告。診察法・超音波検査法・骨
折の保存療法と固定技術・手術療法からリハビリテーションまで幅広く学んだことをプレゼンテ
ーションした。
　その高い習得能力と向上した説明力に称賛の拍手が送られ、余韻に浸る中、JICA東京国際セ
ンターNGO連携課の橋口道代専任参事と工藤鉄男日整会長から受講証明書が授与された。続い
て済生会小樽病院院長補佐の櫛引久丸事務部長から修了証が手渡された。
　引き続き懇親会が開かれ、熱意のこもった研修報告と高邁な日整の公益事業に対し、来賓の方々
から「しっかり支援したい」旨の心温まるご挨拶をいただいた。今回が最後の研修となり、モン
ゴルで医師を目指すトゥブシンバヤル准医師は、 ₅年間の研修活動を振り返り満腔の謝意を表し
た。そしてプロジェクト立ち上げに尽力され、故人となられた日整国際部の亀山実先生の功績を
偲び「先生のご遺志を受け継ぎ、必ず柔道整復術を広め、ご恩に報います…」と声を詰まらせた。
　静寂に包まれた雰囲気の中、工藤会長は「報恩感謝の温かい心に、日整を代表して敬意を表し
ます」と述べ、准医師 ₃名に記念品を贈呈した。
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　日本伝統治療（柔道整復術）指導者育成・
普及プロジェクトの2015年度第 1回日本研修
閉講式に、ご来賓として衆議院議員の逢沢一
郎先生をはじめ、事業遂行にお力添えをいた
だいている皆様にご臨席を賜り、誠にありが
とうございます。お陰をもちまして今回でト
ータル 8回目の閉講式を迎え、モンゴル国に
おいて柔道整復術の指導者となるモンゴル人
候補を継続的に育成しているところでありま
す。柔道整復術は開発途上国の中で必ず受け
継がれ、その有用性は世界の国々に広まるで
あろう、という国際的視野に立って本プロジ
ェクトをスタートさせました。そしてスター
トのときに外務省ODA、JICAの皆様をはじ
め関係者の皆様には多大なご支援とご指導を
いただきました。その中のお一人であり、特
に外務省との橋渡しで方向性を見出していた
だいた方が逢沢先生でございます。爾来、先
生にはこの閉講式ならびに開講式に万難を排
してご臨席いただいており、心から厚くお礼
を申し上げ深甚なる敬意を表します。
　開発途上国の医療技術を振興している国際
医療技術財団代表理事の小西惠一郎先生がお

見えになっております。平成24年に同財団主
催の「カンボジア国際セミナー」におきまし
て日本の伝統医療である柔道整復術を紹介し
てまいりました。年内の予定ではやはり同財
団が主催する「ベトナム国際セミナー」で、
ベトナムの医療技術および医療サービスの向
上に寄与することを目的に、柔道整復術を紹
介するミッションになっております。柔道整
復師の徒手整復技術は、医療インフラが未整
備の国々の人たちにとって必要な技術として
高く評価され、徐々に広まっていることを皆
様にご報告させていただきます。これからモ
ンゴル国の准医師 3名が北海道で学んできた
成果を発表します。内地の研修と違う技術、
人との出会いの大切さ、伝統文化などを学び、
更に人格も高められたものと思います。
　さて、今この時間に日本柔道整復師会は、
萩原正和副会長を筆頭に日整の保険部を中心
としたスタッフが厚生労働省へ足を運んでい
ます。そして柔道整復療養費に関する意見交
換会で論議を重ねております。この意見交換
会は新しい方向性を見出す端緒でもあります。
日本柔道整復師会が厚生労働省からこのよう
な機会が与えられるということは、海外普及
事業プロジェクトの実証とそれを支援してい
ただいた外務省、JICA、顧問の先生方など
多くの皆様の総合力により、我々のテーブル
が作られているからです。ここに改めて衷心
より感謝申し上げます。日本のためにも日本
柔道整復師会は、これからも質の高い新しい
技術を世界に発信していく努力をさせていた
だきます。ご来賓の皆様をはじめ関係各位に
は一層のご支援とご指導を切にお願い申し上
げます。

医療インフラ整備が必要な国々を支援

工藤会長　閉講式挨拶（要旨）
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　閉講式は午後 4時から国際部の田澤裕二部員
の司会で始まり、松岡保副会長の開式の辞によ
り厳かに進んだ。挨拶に立った工藤会長はご来
賓に対して深甚なる感謝の意を表した後「柔道
整復師の徒手整復技術は、医療インフラが未整
備の国々の人たちにとって必要な技術として高
く評価され、徐々に広まっていることを皆様に
ご報告させていただきます」と述べ、利他の精
神に立脚した海外普及活動が柔道整復師の発展
と国際化に繋がっていくことを示唆した。
（要旨は前頁に掲載）

《来賓挨拶》

国際社会から期待される“崇高な志”

　最初に来賓の挨拶と
して、本プロジェクト
立ち上げ段階からご指
導をいただいている衆
議院議員の逢沢一郎先
生は、 8回目を迎えた
閉講式に当たりお祝い
の言葉を述べられた。

そして既に日本の研修を経て習得した技術を、
モンゴルの地で遺憾なく発揮していただいてい
る人材が育っていることに対し、感謝と敬意を
表された。更にモンゴル国において、この事業
への期待値が高まっていることを、外交ルート
から認識している旨を話された。
　また、カンボジアやベトナムなどの途上国に
おいても柔道整復術を紹介していく段取りと準
備が整いつつあることを高く評価され、柔道整
復術の海外展開は途上国の方々の保健・福祉の
増進という福音をもたらす“崇高な志”である
ことを語られた。
　先生は本プロジェクト立ち上げの経緯と展望
について「何年か前に工藤会長から柔道整復師
会は海外で頑張ろう、そういう気持ちを持って
いるが、どうだろうか。こうした相談をいただ
いたときに、私は大変感動いたしました。早速、
外務省と JICAの方々に意向お伝え申し上げ、
その後、プロジェクトを立ち上げ活動を展開し
てまいりました。この素晴らしい事業がこれか
らもご関係の先生方の参画と強い意志の中で更
に展開され、大きな意味で国際社会における日

本の評価、日本への期待に繋がるものであるこ
とをお互いがしっかり受け止めながら頑張って
まいりたいと思います」と力強く述べられた。

事業の価値観を共有

　次に来賓の挨拶に立
った JICA東京国際セ
ンターNGO連携課の
橋口道代専任参事は、
3名の准医師にそれぞ
れ労いの言葉をかけら
れた。モンゴル国にお
いて柔道整復術の普及

に資する人材育成については「柔道整復術の技
術習得に併せて日本の伝統や日本人の心をモン
ゴルの方々に少しずつお伝えしているのではな
いかと思います。日本で学ばれたことを帰国後
に十分活用していただき、その向上に励むとと
もに積極的な普及活動を展開していただきたい
と思います」と述べ、更なる期待を込められた。
　そして本プロジェクトの発展と成果を残すた
めに、JICAは持続的に支援し一緒に努力する
と話され、その価値観の共有を示された。

日本の支援と協力に感謝

　次に来賓の挨拶に立
った駐日モンゴル大使
館のL.エルデネダワ
ー参事官は、25年前に
日本から物心両面の援
助を受けてモンゴル国
が民主化され、さまざ
まな分野が発展してき

た背景について触れた。その中で、日本柔道整
復師会が JICAの協力を得て本プロジェクトを
実施していることに感謝の意を表し、柔道整復
術普及事業がモンゴル国において高く評価され
ていることを報告された。そして地方医療だけ
でなく、モンゴル全国民の保健・福祉に役立つ
仕事であることを強調され、本プロジェクトの
長い継続的な実施を願った。
　逢沢先生に対して「先生の多大なご支援とご
協力でモンゴルと日本の関係が非常に高いレベ
ルまで発展し、戦略的パートナーシップという
レベルまで発展してきました。モンゴル政府を

▲逢沢先生

▲橋口専任参事

▲エルデネダワー参事官
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代表して心から感謝申し上げます」とお礼の言
葉を述べられた。そして立派に人材を育成して
恩返しをしていきたい旨を語られた。

《研修成果報告》
准医師
ムンフバートル・ボロルチメグ� （ 4回目）

骨折の保存療法と手術療法を学ぶ
　今回で 4回目のボロ
ルチメグ准医師は、前
半の 1ヶ月、函館市の
「はなじり接骨院」で
研修された。まず膝の
痛みについて学び、そ
の原因がケガによるも

の、スポーツ障害によるもの、骨の劣化による
もの、その他いろいろあることを教示していた
だいたと報告。そして患者さんの訴えと違う部
位に原因があることもあり、慎重に対応しなけ
ればいけない、と内容を分かりやすく語った。
このほか右第 4指基節骨骨折の患者さんを初検
から観察することができた。そして基節骨骨折
と中手骨骨折の臨床所見の違いを先生から教え
ていただいた貴重な症例であったことを付け加
えた。
　後半の 1ヶ月は小樽市の「済生会小樽病院」
整形外科で研修された。鎖骨骨折、半月板損傷
などの初診時の症状とレントゲン・CT・MRI
画像、その手術を見ることができたと報告。肘
部管症候群（尺骨神経麻痺）のテスト法なども
教えていただき、その前方移動術を見させてい
ただいた。初めて大きな病院で整形外科の検査
や診断法などを学び、それぞれの疾患の特徴を
知ることができた、と結んだ。

准医師
ダシュラウダン・ボロルトゥーヤ� （ 4回目）

寸暇を惜しまず勉強
　今回で 4回目のボロ
ルトゥーヤ准医師は、
前半の 1ヶ月、積極的
に超音波画像観察（エ
コー観察）を取り入れ
ている函館市の「工藤
整骨院」で研修された。

若木骨折や骨端線離開など子供のケガが多いの
で、整復法やエコー観察法を学び臨床経験を積
むことができたと報告。更に仕事の後や休日な
どの寸暇を惜しまず、先生から勉強を教えてい
ただいたと話し、旺盛な向学心を披歴した。
　エコー観察は人体に悪影響なく、骨・筋肉・
靭帯・腱などの状態を早く判断することができ
るので、一番興味を持ったとのこと。そしてモ
ンゴルの地方で超音波検査を取り入れて役立て
たいと強調した。
　後半の 1ヶ月は「済生会小樽病院」整形外科
で研修された。骨折をはじめ整形外科的疾患の
初診、入院、手術、リハビリ治療まで見学でき
たことを成果とし、分かり易くプレゼンテーシ
ョンした。そして骨折の術前のレントゲンと手
術中の実際の骨折を比較できて感動した。また、
術後のリハビリ治療では先生と一緒に他動運動
や関節角度を測ることができて大いに勉強にな
ったと話した。今は知識が足りず、更に研鑽を
積まないと症状を見て適切な判断ができないと
述べ、謙虚な姿勢を見せていた。

准医師
エンフタイワン・トゥブシンバヤル�（ 5回目）
モンゴル全体を助ける

　今回で 5回目となる
トゥブシンバヤル准医
師は、前半の 1ヶ月、
函館市の「いながき整
骨院」で研修された。
エコー検査法・整復
法・固定法などを中心

に学び、実際に橈骨遠位端若木骨折の整復の助
手を務め、整復前と整復後のエコー検査を教え
ていただき、良い経験になったと話した。稲垣
先生の紹介により肩関節の専門医である「なが
さわ整形外科」でも研修を行い、肩の診察と手
術、リハビリテーションなど見学させていただ
き、目的を達成できたと語った。
　後半の 1ヶ月間は「済生会小樽病院」の整形
外科で研修された。 6名の整形外科の先生から
診察の仕方や考え方を学び、多くの外傷の手術
を見学することができた。病院はレントゲン・
CT・MRIなどで検査し診断する。しかし、接
骨院では問診・触診・徒手検査で判断すること
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ができるので、医療設備が不十分なモンゴルの
地方でこの技術を活かせればモンゴル全体を助
けられるのではないかと思う、と力説した。

《受講証明書と修了証を授与》
　研修成果を報告後、JICA東京国際センター
の橋口専任参事と工藤日整会長から 3名の研修
生に対し受講証明書が授与された。続いて済生
会小樽病院院長補佐の櫛引久丸事務部長から修
了証が手渡され、萩原正和副会長の閉式の辞に
より成功裡に終了した。

『モンゴル相撲と柔道整復術』と
称されることを期待

　引き続き多数の来賓を迎え、松岡副会長の開
会の辞により懇親会が開催された。来賓の挨拶
に立った外務省国際協力局総括課の藁谷栄上席

専門官は、モンゴルの
人々のために固い意志
を持って柔道整復術普
及事業を遂行している
ことは非常に素晴らし
いことであると述べら
れ、柔道整復師の未来
を背負う日整を称賛さ

れた。そして他の国でも事業を展開することを
祈念された。母国のために情熱を燃やし研修に
励む研修生には、その愛国心に敬意を表された。
　川松真一朗都議会議員も挨拶の中で、研修で
得た多くの体験・経験を母国で活かすことを祈
念された。また、2019年のラグビーワールドカ
ップと2020年のオリンピック・パラリンピック
を日整と連携して成功させたい旨を述べられた。
　乾杯の挨拶に立った産経新聞東京本社ウエー
ブ産経推進本部の楠﨑正人事務局長は「研修生
の皆さんには、短い期間の中で学ぼうとするひ
たむきな努力にいつも感動させられています。

これまでに何度か研修
報告を聞いております
が、日本語が非常にお
上手になり、患者さん
とのコミュニケーショ
ンスキルもアップして
いるように思われます。
モンゴルに帰られまし

たら柔道整復術を普及させていただき、将来は
『モンゴル相撲と柔道整復術』と称されること
を期待しています」と述べられ、海外普及活動
のますますの発展を祈念して、声高らかに祝杯
を挙げた。

《研修先医療機関からの評価》

済生会の事業に合致

　北海道でお世話になった研修先から来賓を招
き、ご挨拶をいただいた。最初に「済生会小樽
病院」院長補佐の櫛引久丸事務部長は、 3名の
研修生の人柄の良さに多くの職員が好感を持ち、
病院としても感謝していると語られた。
　済生会の設立の趣旨について「私ども済生会
は365施設ありまして、日本最大の医療福祉グ
ループです。済生会は明治天皇の済生勅語から
創設されました。理念に済生の心を掲げており

報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温かいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかい心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬意意意意意意意意意意意意意意意意
研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会

報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温報恩感謝の温かいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかい心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意心に敬心に敬心に敬意心に敬心に敬心に敬意心に敬心に敬心に敬意心に敬心に敬心に敬意意意意意意意心に敬心に敬心に敬意心に敬心に敬心に敬意心に敬心に敬心に敬意心に敬心に敬心に敬意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意心に敬心に敬心に敬意心に敬心に敬心に敬意心に敬心に敬心に敬意心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬意心に敬心に敬心に敬意心に敬心に敬心に敬意心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬心に敬意心に敬心に敬心に敬意心に敬心に敬心に敬意心に敬心に敬心に敬心に敬意心に敬意心に敬意心に敬心に敬意心に敬意心に敬意心に敬意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意
研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会研修生を称えた懇親会

▲藁谷上席専門官

▲楠㟢事務局長
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まして、医療と福祉に恵まれない方々に手を差
し延べていこうという考え方です。モンゴルの
研修生を受け入れたことは済生会の事業に合致
しています。これからもこうした意味で国際連
携を高めていこうと思っておりますので、機会
をいただければ積極的な対応をさせていただき
ます」と述べられた。そして自ら柔道整復師で
あることを披歴された。

旺盛な向学心に感心

　ボロルトゥーヤ准医師を受け入れた「工藤整
骨院」の工藤重孝先生は、研修生の共通点とし
て勉強熱心であることを称えた。日曜日に函館
の観光を勧めたが「私たちは勉強がしたい」と
いうことで、 3人を呼んで包帯法、整復法など
を学んでいただき、旺盛な向学心に感心させら
れた旨を述べられた。

人間味溢れた人柄

　トゥブシンバヤル准医師を受け入れた「いな
がき整骨院」の稲垣智信先生は、研修生の方々
の柔道整復術を学ぶ能力の高さと、普及活動に
取り組まれてきた関係者の並々ならぬ努力に対
して敬意を表された。
　研修時間の合間に、トゥブシンバヤルさんは
茶道・書道の体験で日本の文化に触れた。好き
な言葉は「一期一会」で、本プロジェクトに関
わった多くの方々にお礼の気持ちを込めて「一
期一会」を書いて贈りたいと話していたとのこ
と。そして休み時間には事務室で書道のアトリ
エのように作品に励んでおり、温かい心を持っ

た人物である、と改めてその人柄を紹介した。

《研修生から謝辞》

故 亀山先生に感謝

　研修生それぞれが、母国モンゴル全土に柔道
整復術を広めて保健・福祉に役立て、お世話に
なった全ての人に恩返しをしたい旨の謝辞を述
べた。今回が最後の研修となり、モンゴルで医
師を目指すトゥブシンバヤル准医師は、 5年間
の研修活動を振り返り満腔の謝意を表した。そ
してプロジェクト立ち上げに尽力され、故人と
なられた日整国際部の亀山実先生の功績を偲び
「先生のご遺志を受け継ぎ、必ず柔道整復術を
広め、ご恩に報います…」と声を詰まらせた。
　静寂に包まれた雰囲気の中、工藤会長は「報
恩感謝の温かい心に、日整を代表して敬意を表
します」と述べ、准医師 3名に記念品を贈呈し
た。研修生を称えた閉講式は、萩原副会長の閉
会の辞により終了した。国際部の活動報告は別
掲。

【閉講式並びに懇親会来賓出席者名（順不同）】

衆議院議員 逢沢　一郎様

駐日モンゴル国大使館特命全権大使代理

 参事：L.エルデネダワー様

駐日モンゴル国大使館一等書記官

 スフバータル・ボロルチメグ様

外務省国際協力局開発協力総括課上席専門官

 藁谷　　栄様

JICA東京国際センターNGO連携課専任参事

 橋口　道代様

JICA東京国際センターNGO連携課市民参加協力調整員

 広瀬かおり様

産経新聞東京本社ウェーブ産経推進本部事務局長

 楠﨑　正人様

都議会議員 川松真一朗様

公益財団法人国際医療技術財団代表理事 小西惠一郎様

公益財団法人国際医療技術財団事務局 依知川弘太郎様

研修先

北海道済生会小樽病院　院長補佐事務部長

 櫛引　久丸様

工藤整骨院 工藤　重孝様

いながき整骨院 稲垣　智信様
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「指導者候補生帰国後の活動」

　現在日本で研修中の指導者候補生はモンゴ
ル帰国後、県立病院や村の病院に勤務、ある
いは看護大学などで講義を行っています。

「指導者候補生が勤務する病院 
（バガノ−ル県）」

　指導者候補生ダリアが勤務するバガノール
区の病院を訪問しました。日本研修に快く送
り出していただいている院長先生へのご挨拶
と、この病院の医師へモンゴル語版テキスト
の配布と柔道整復術についての説明が目的で
した。ダリアは、時には大医師が徒手整復を
行う際の助手をすることもありますが、この
病院では主にケガの後療法を行う役割です。
今後は整復だけでなく、固定管理や後療法ま
で一貫した柔道整復理論を身に付けてもらい
たいと思っています。

「地方医療の問題点」

　現在、モンゴル国全体の基礎保健指標は改
善しているものの地域格差が大きく，地方にお
ける医療サービス向上が課題となっています。
政府では地方への医療人材配置を推進してい
ますが、医師の卒後研修制度が整っていない
状況にあるようです。大医師を含めた医療スタ
ッフの徒手整復技術、固定技術が熟達してお
らず、長期固定、長期臥床による関節拘縮、
変形治癒が多くなり、その結果、手術依存の
傾向となっているようです。医療設備、用具
が不十分なため感染症などの併発が多いとい
う現状もあるようです。日本でもそうですが、
ケガ≒手術という考え方だけでは、これらの問
題は解決せず、国内の医療費にも影響が生じ
てきます。従って、地方の准医師だけでなく、
大医師に対しても徒手整復の可能性や適応を
よく知ってもらい、お互いが協力して医療を提
供する体制づくりも重要かと考えます。

「MNUMS付属看護学校」

　これは現職員であるトゥブシン、ボロルチ
メグの 2人から報告がありましたが、看護大
学では今年 5月に理学療法科、看護科ととも
に伝統治療科の臨床教育施設が完成したよう
です。このことで、柔道整復術の臨床の活動
の拠点ができ、普及環境が整いつつある可能
性が示唆されます。これまで21の全ての県で
講習会を行ってきましたが、全ての准医師が
受講したわけではなく、技術の普及、定着に
は、継続的な講習会の開催、次世代の指導者
育成には、研修生に帯同した臨床実習の充実
が不可欠です。そのためには、 5名の指導者
候補が中心となり普及活動が継続的に行われ
る体制づくりが必要です。今後、各地方の准
医師たちとの連絡調整は、准医師協会会長の
トゥブシンが中心として働きかけ、定期的な
講習会の企画実施は、各県の保健所長と協力
体制を整えて行います。講習会で得られたも
のを臨床にフィードバックし、その活動デー
タを普及員によって各県保健所に報告し、デ
ータ管理する上でその有効性が確認できれば、
保健省に上げるというシステム構築に繋がっ
ていければと考えています。これができれば、
懸案であるモンゴル国医療制度への組み込み、
学科、学会の設立などの制度への継続的アプ
ローチに対して大いに有効となります。

「今後の展望」

　今後プロジェクト目標達成に向けて、指導
者候補生を中心に展開していくためには、研
修施設などの活動拠点、また、地方勤務地で
の臨床実習の充実、ウランバートルでの付属
臨床施設において専門家を帯同した形での指
導サポートなどの環境づくりが不可欠です。
ただ、プロジェクト後もこれらの活動を継続
するためには、新たな国のスキームを使った
活動の検討が必要になってきます。

「モンゴル国内での柔道整復術の指導・普及が
モンゴル人のみにより可能となる」に向かって

萩原隆国際部長　

国際部の活動（要旨）


