
母国に柔道整復術を広めたい!!
指導者育成・普及プロジェクト第2回日本研修閉講式
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　公益社団法人日本柔道整復師会（以下、日整）は、₂₀₁₃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、第 ₂回日本研修閉講式と懇親会を平成₂₅年₁₂月₁₅日（日）、上野精養
軒において関係各位の来賓を迎え開催した。
　この日本研修は、日整が₂₀₀₆年からNGOの支援事業と、JICA の委託事業として取り組んでお
り、モンゴル国において柔道整復術を教える立場になる人材を受け入れて、技術と知識を習得さ
せることを目的としている。
　研修を終えたのは、ムンフバートル・ボロルチメグ准医師、バトムンク・アルタンエルデネ准
医師、ダシュラウダン・ボロルトゥーヤ准医師の ₃名。研修生は、研修先である日整会員の接骨院、
整骨院およびこの事業に理解を示していただいている整形外科の病院や医院で ₂ヶ月間にわたり
骨折や脱臼、捻挫、靭帯損傷の治療法と整形外科的疾患などについて学んだ。閉講式では平成₂₅
年₁₀月のモンゴル派遣について国際部から活動報告があった。続いて研修生が研修成果をスライ
ドで説明しながら報告した。研修生の関係者は自分たちの学校の卒業生がどのように研修してい
るのかこの目で見たいと遥々モンゴル国から参列した。 ₃名の准医師には、独立行政法人国際協
力機構（JICA）国内事業部地球ひろばNGO連携課の吉川正宏課長と工藤鉄男日整会長から受講
証明書が授与され、称賛の拍手が送られた。
　引き続き懇親会が開かれ、多数の来賓から祝辞の中で、閉講式での ₃名の熱心な報告と日整の
活動に対して、深い感銘を受けた旨と祝意が示され、モンゴル国と日本の友好関係の更なる発展
を誓い合った。
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主催団体代表挨拶

研修した技術をモンゴルの素晴らしい
国づくりのために

　閉講式は午後 3
時から国際部の本
間琢英部員の司会
で始まり、木山時
雨副会長の開式の
辞により厳かに進
んだ。挨拶に立っ
た工藤会長は「日
本伝統治療（柔道
整復術）指導者育
成・普及プロジェ
クトの事業は、2006年から外務省の ODAとし
て JICAの皆様に大変お世話になって推進され
ております。本日は大変お忙しいところ、
NGO連携課課長の吉川様をはじめ多くの方々
のご臨席をいただきまして、心からお礼を申し
上げます。モンゴル国立健康科学大学の理事長
ランバー・サンブー様、他関係者におかれまし
ては、はるばる日本まで、自分たちの学校の卒
業生がいかにして研修しているのかこの目でご
覧になりたいと参列していただき心から感謝と
敬意を申し上げます。
　ランバー・サンブー理事長と関係者の方々と
は、 3日前からいろいろな意見交換をさせてい
ただきました。その中でモンゴル国立健康科学
大学との新パートナーシップのあり方を話し合
いました。これからはモンゴル国の医療制度の
中にいかにしてこの柔道整復術を取り込ませて
いくか、ランバー・サンブー理事長が元、保健
大臣をされていたということで実現可能になっ
た仕組みを作られているなとつくづく感じさせ
ていただいた次第です。これからも日整はこの
事業に対していかにして協力し、推進していき
たいという気持ちでいっぱいです。そのために
は、本日参集している全国47都道府県の会長を
はじめとする日整会員の皆様が結集していかな
ければ大成できないということをぜひ理解して
いただきたい。JICAの皆様には、私たちの技
術というものは日本で明治 7年に西洋医学を取
り入れてスタートし、80年近く医療制度に奮闘
し昭和33年の柔道整復師の施術に係る療養費の

算定基準の実施まで、長い間国づくりに貢献し
てきた事実があるわけです。モンゴル国におい
ても新しい仕組みを創ったとしても、日本の例
をとると柔道整復術というのはまさにモンゴル
の国民のために必要とされる技術だと確信する
しだいです。そのために遠いモンゴルの国から、
自分たちの国民のためにこの技術を役立てよう
と研修を積んできた研修生の皆様に敬意を表し
ます。しっかり研修された技術を将来的にモン
ゴルの素晴らしい国づくりのために活用してい
ただきたい。ぜひモンゴルの国でこの柔道整復
術を発展させてください。日整がすべての力を
結集してこの技術の提供の努力をすることを約
束いたします。JICAの皆様、ご来賓の皆様に
はこの事業達成のために、より一層のご支援と
ご指導を切にお願い申し上げます」と事業達成
のための決意を述べた。

国際部報告

　日整の萩原隆国際部長から、平成25年10月の
モンゴル派遣について説明があり、根來信也国
際部員から活動報告があった。
　平成25年10月 7日（月）から10月12日（土）まで
モンゴル国立健康科学大学付属看護学校で伝統
的バグ医師クラス講習会を、10月20日（日）から
10月23日（水）まではトブ県の保健所で地方講義
を行った。講習会では指導者候補生を自立させ
るため授業を少しずつハンドオーバーさせて講
義を行っており、患者にすぐ役立つ実習を繰り
返しやっている。筆記試験も行い総合評価して
成績優秀者を選んでいる。研修生は大変熱心で、
ぜひこの技術を今後のために使っていきたいと
力強く言っている。
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　また、11月24日、日本柔道整復接骨医学会で
本プロジェクトの研修生が発表したプレゼンの
一部を次のように紹介した。地方でのバグ医師
アンケート調査によると受傷後、柔道整復術を
使って整復したことがあると答えたバグ医師の
数が増加し、処置により高位医療施設への転医
は減少していることからプロジェクトの成果が
出ている。本プロジェクトではバグ医師学科の
学生約550人、地方バグ医師述べ約1,000人が柔
道整復術の講義を受けた結果、臨床における応
急処置の知識、技術が向上した。柔道整復術は
観血的療法を減少させ、モンゴル国の社会保障
費にも貢献できる必要な技術であり、日本がこ
のことに貢献できるよう更に頑張っていきたい
と決意を示した。

友好と親善の促進に期待

　来賓の祝辞とし
て挨拶に立った
JICAの吉川正宏
NGO連携課課長
は「本日は第 2回
日本研修の閉講式
が開催されたこと
につきまして、心
よりお祝いを申し
上げます。また、
本閉講式に本日お
招きいただきまして厚くお礼を申し上げます。
また、本プロジェクトに日ごろよりご尽力いた
だいております日整の関係者の皆様にも厚くお
礼申し上げます。先ほど活動報告を拝見しまし
て、着実に協力が浸透し柔道整復術の技術がモ
ンゴルで活用されていることが良くわかりまし
た。 3名の研修生におかれましては 2ヶ月間の
研修が無事終了しお祝いと感謝を申し上げます。
秋から冬に移り変わる季節を感じ日本の文化を
体験しながらの研修は大変充実したものであっ
たかと思います。大変お疲れ様でした。
　本プロジェクトにおきましては、いくつかの
活動のコンポーネントがございます。指導者の
候補者の方々に実際に日本で研修を受けていた
だくということは、まさに柔道整復術の指導普
及をモンゴル人のみにより可能となる、という
このプロジェクトの目標の達成に大きく寄与す

る重要な部分と考えております。
　今回、日本で学ばれたことを帰国後に復習さ
れ、ぜひ活用していただきたい。また、日本で
の研修はどのようにどの場面で役立ったのか、
ぜひ日整と共に JICAにも報告いただけたらと
思っております。
　この草の根技術協力事業につきましては通常
の政府ベースの事業と異なりまして、日本国内
の団体と現地でのパートナー団体が連携して事
業のご提案をいただき協力に結び付けるという
ところに特徴がございます。この点から申し上
げますと、このたびの協力はまさに日整の皆様
からの長年にわたるご提案があって初めて成立
した協力でございます。
　また、このモンゴルに対する、このような協
力の熱意に対しまして心から敬意と感謝を表明
させていただきます。
　このような協力が積み重なることでまさにア
ジアのパートナーとして日本とモンゴルの更な
る友好と親善関係の促進に繋がることを心から
期待する次第でございます。
　関係者方のご支援を得てこのような協力がで
きています。皆様のご健勝とご発展を祈念しま
す」と述べ、今後の活動に期待を込められた。

交流と助け合いの強化に

　続いて来賓の挨拶
に立った駐日モンゴ
ル国大使館のスフバ
ータル・ボロルチメ
グ一等書記官は「日
本研修で研修生が多
くのことを学ばせて
いただいたことに日
本政府、JICA、日
整の関係者の皆様に
感謝を申し上げます。
研修生の皆様にはお
祝いを申し上げます。
　来年は日本とモンゴルは国交樹立42年、また
文化交流協定を結んで40周年の記念すべき年で
す。今では両国はお互いに友好な関係で親しい
パートナーシップを築いています。長年にわた
るモンゴルに対する心温まる素晴らしい活動に
あらためて感謝いたします。今後とも日本の伝
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統ある柔道整復術の技術が、モンゴルの多くの
学生、国民に幅広く知られて人と人の交流、助
け合いが強化されていくことを願います。皆様
の更なるご活躍と活動の成果が上がることを祈
念いたします」と、友好関係の継続を願った。

有効のシンボル総合病院建設へ

　次に来賓挨拶に
立ったモンゴル国
立健康科学大学の
ランバー・サンブ
ー理事長は「2006
年から始まったこ
のプロジェクトで
ありますが、今第
2段階として成功
裏に進んでおりま
す。私たちは今後
の関係をさらに発展させるために、モンゴル国
立健康科学大学と日本柔道整復師会との間で、
来年 2月中に共同、協力に関する何らかの文書
協定を提起するということを、モンゴル国にお
いて文部大臣、保健大臣の陪席のもとで調印式
を行うことで合意いたしました。また、モンゴ
ル国立健康科学大学が教育改革を行っている中
で、大学の看護学校の教育カリキュラムの中に、
柔道整復師課程を設けることを決めました。両
国の総理大臣が相互に訪問した結果としてモン
ゴル国において、日本の無償資金協力において
総合病院が建設されることが決まっています。
私たちはこの総合病院をモンゴルと日本の友好
シンボルとして考えています。この総合病院の
建設の際に、その枠組みの中で柔道整復術の教
育ができるような仕組みを作るということも私
たちの希望であります」と述べた。

研修成果報告

准医師：ムンフバートル・ボロルチメグ
【要旨】
骨折の整復、ギプス固定を学ぶ
　私は富山県のサカイ接骨院と埼玉県の栗原整
形外科で研修しました。サカイ接骨院では、ケ
ガをした後の整復や関節の治療を行いました。
また、柔整マッサージや、電気治療法を教えて

いただきました。
酒井先生が研究し
ている富山大学で
は柔道整復の講座
に参加し、動物実
験の研修について
学びました。また、
金沢市の山の上ク
リニックの先生方
には、整復、ギプ
スの仕方を教えて

いただきました。
　栗原整形外科では、コーレス骨折の整復から
固定まで勉強できました。土曜日には肩関節脱
臼の勉強をさせていただきました。今回、栗原
整形外科では肩関節脱臼の患者さんは見られま
せんでしたが、モンゴルに帰って、患者さんが
私の所に来ましたら、日本で学んだことを生か
して整復したいと思います。また人差し指と中
指、薬指の開放骨折の手術を見学することがで
き、大変勉強になりました。
　日本で 2ケ月間、たくさん新しいことを学び
ました。大変お世話になり皆様に心より感謝い
たします。

准医師：バトムンク・アルタンエルデネ
【要旨】
研修成果をモンゴル医療に役立てたい

　今回は富山県の
北野接骨院、富山
大学、石川県の山
の上クリニック北
信越柔整専門学校、
東京の鳥居整形外
科で研修しました。
　北野接骨院では、
隣にデイサービス
があり、この訓練
に力を入れて、い

ろいろな運動の仕事を教えていただき、モンゴ
ルでも患者さんに機能訓練を行いたいです。石
川県の山の上クリニック北信越柔整専門学校で
は、応急処置の講義を受けました。最近モンゴ
ルで応急処置の勉強を行ってきましたが、更に
勉強になりました。
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　11月23日と24日に日本柔道整復接骨医学会に
参加し、いろいろな発表を聞き大変勉強になり
ました。この発表では、モンゴルの医療のプロ
ジェクトについてトゥブシンバヤル先生も発表
しました。
　鳥居整形外科でたくさんのケガを見ましたが、
コーレス骨折について大変勉強になりました。
今回の研修では後療法をどのように進めていく
のか学びたいと思いました。
　スタッフの人たちに温かく、とても優しくサ
ポートしていただき、休み時間もたくさんのこ
とを教えていただきました。今回の研修をモン
ゴルの医療に役立つよう頑張ります。すべての
先生に感謝いたします。

准医師：ダシュラウダン・ボロルトゥーヤ
【要旨】
膝の勉強の願いが叶う

　今回は富山県で
10月23日から11月
16日まで、東京で
11月22日から12月
14日まで研修しま
した。
　富山県の牧接骨
院は、デイサービ
スがあって特徴が
あります。牧接骨
院では、半身不随

で転んでケガをする患者さんが大勢います。半
身不随の患者さんにどのような対応をするか、
対応の仕方、筋肉の運動のやり方などについて
学び、とてもいい勉強になりました。このよう
な患者さんと普通のケガの人とは違った方法が
必要だと思いました。
　石川県金沢市の山の上クリニック北信越柔整
専門学校で、 4日間の研修をさせていただきま
した。毎週土曜日に富山大学に出かけ、柔道整
復学の講座で柔道整復術の実験研修で、初めて
動物実験の方法について見学しましたので、大
変勉強になりました。
　東京のきよせ松山クリニックでは、左膝の
MCL・PCL、半月板の損傷の患者が来ました。
膝の腫れがありましたが、固定をすると松葉杖
で歩けます。 2週間後から、関節運動をはじめ

ました。モンゴルで膝の痛みのある患者さんは
非常に多いです。今回日本に来たときに膝の勉
強がしたいと思っていたので、膝のケガの勉強
がよくでき感謝しています。

受講証明書を授与

　研修成果を報告後、 3名の准医師に独立行政
法人国際協力機構（JICA）国内事業部地球ひ
ろば NGO連携課の吉川正宏課長と工藤鉄男日
整会長から受講証明書が授与され、称賛の拍手
が送られた。研修生代表から母国に柔道整復術
を広めたいと謝辞があった後、萩原正和日整副

▲吉川課長から受講証明書

▲工藤会長から受講証明書

▲工藤会長から記念品
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会長の閉式の辞により厳粛の内に閉講式は終了
した。

懇親会

　引き続き多数の来賓を迎え懇親会が開催され
た。工藤会長は挨拶の中で、モンゴルでの柔道
整復術の必要性を説き、この技術が治療に苦し
んでいる人やスポーツの世界で苦しんでいる人、
いろいろな場面で用いられるように今後もこの
普及事業を情熱と真心をもって展開していく旨
を述べた。

協力関係の継続を

　来賓挨拶に立ったオトンガ・ネミヒーモンゴ
ル国立健康科学大学付属看護学校学長は、 3名
の研修生に労いの言葉をかけた後「関係各位の
前でご挨拶ができることを誠に光栄に存じます。
皆様にはこのような機会を与えていただき心か
ら感謝を申し上げます。このプロジェクトは後
2年を残すことになりましたが、私たちの協力
関係はそれに留まることなく、今後もぜひ継続
していただくことが私たち
の願いです」と述べた。
　引き続き挨拶に立ったモ
ンゴル国立健康科学大学の
バザール・アマルサイハン
副学長は「新しい分野で、
日本柔道セラピーの皆さん
と一緒に協力しながら、非
常に大切な専門学である日
本の伝統医療の柔道整復術
をモンゴル遊牧民に広げて
いきたいと思います」と述
べた。
　この後、モンゴル国立健

康科学大学のランバー・サンブー理事長から、
日本柔道整復師会とモンゴル健康科学大学との
プロジェクトによる、さまざまな場面で撮った
写真を合わせたパネルが贈られた。お返しに、
工藤会長から徳川家康の兜が贈られた。
　乾杯の挨拶に立った加藤興平顧問弁護士は
「工藤会長から人間関係を良くするという話が
ありましたが、今日この場で拝見して、モンゴ
ルと日本の人間関係をまた良くしたというふう

▲研修生代表から謝辞

▲サンブー理事長から写真パネルが

▲工藤会長から兜が

▲加藤弁護士が乾杯挨拶
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に考えています。
新年もまたモンゴ
ルと日本、そして
日本の中でも日本
柔道整復師会が人
間関係をよりよく
して、日本を引っ
張っていくそのよ
う団体であること
を期待していま
す」と述べられ、

モンゴル国と日本の友好関係の更なる発展を祈
念して、声高らかに乾杯した。
　研修先を代表して、医療法人社団宏友会栗原
整形外科の栗原友介院長から、研修生 3名に対
して労いのお言葉と、これからも続けて協力し
たいと述べられた。
　多くの来賓の方々より、閉講式での 3名の熱
心な報告と日本の文化が生み武士道精神を持っ
た柔道整復術の発展を期する使命を背負ってい
る日整に対して、異口同音に賞賛の声があり、
盛り上がった懇親会となった。▲挨拶する栗原院長




