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　公益社団法人日本柔道整復師会（以下、日整）は、2014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 1回日本研修閉講式と懇親会を平成26年 8 月 5 日（火）、東京ドー
ムホテルにおいて関係各位の来賓を迎え開催した。
　本プロジェクトは、2011年 9 月からの 5年計画で、プロジェクト終了後も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、モンゴル人指導者候補の育成を行ってい
る。この日本研修は指導者候補育成活動の一つで、年 2回実施している。
　研修を終えたのは、オユンバートル・ダリルチュルン准医師、ムンフバ−トル・ボロルチメグ
准医師、エンフタイワン・トゥブシンバヤル准医師の 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、介護予防と整形外科的疾患などについて学んだ。
閉講式では研修生が研修成果を学習意欲に満ちた流暢な日本語でスライドを用いて報告した。 3
名の准医師には、独立行政法人国際協力機構（JICA）東京国際センターの佐々木十一郎所長と
工藤鉄男日整会長より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、閉講式での 3名の熱心な報告と日整の活動に対して、多数の来賓か
ら深い感銘を受けた旨と祝意が示された。
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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、逢沢一郎衆議院議員、JICA東
京国際センターの佐々木十一郎所長をはじめ
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。このプロジェクトは、
日本の伝統的医療である柔道整復術を途上国
で何とか役立てる方法がないかというところ
から始まりました。日本の江戸時代には接骨
術というものが日本国の健康保持、社会福祉
の分野で活用されてきましたが、その精神は
何かといいますと「人の喜びを自分の喜びと
し医科の精神をしっかり組み込んでいる」『柔
道』という精神から来ているものだと思って
います。嘉納治五郎先生の精神柔道とは「精
力善用」「自他共栄」ですが、これは日本国、
世界に通用する哲学ではないかと思います。
人の性格は中からは変えられませんが、柔道
整復術は、我われの手当を通しての人格づく
り、これにも貢献できる技術だと思っており
ます。人格を学ぶには人との出会いが大切で
す。ご来賓の皆様方と知り合い多くのご指導
をいただきながら、人格形成に一生懸命頑張
らせていただいております。
　私たちは学校教育で子供たちをしっかり教

育して人格形成して柔道整復師としての人間
性を勉強し、国民のため、ひいては国際交流
のプロジェクトにも生かせるような人材を送
っていただけるように願っています。
　本日ご出席いただいています共同通信社の
古賀尚文相談役には柔道整復術の人づくり、
また教育に対してアドバイスいただいており
ます。心から感謝申し上げます。人格を学ぶ
ためには人との出会いが大切だと申しました
が、柔道整復師としてやらなければならない
ことは、人に対する思いやり、感謝の気持ち、
そういう心を持った人をしっかり育てること
だと思います。その一つとして今回、 3名の
研修生に勉強に来ていただきました。この 3
名の研修生にはこれからモンゴルに帰ってこ
の日本で学んだこの無血で手当てができる、
この柔道整復術をモンゴル国でお医者さんに
かかれない人々に提供していきますが、今回
の研修で患部に触って心のコミュニケーショ
ンを取れるところまでしっかりと勉強できた
と報告をいただいています。そのような思い
を今日ご臨席いただいた方々に研修成果報告
をしていただきたいと思います。
　研修生には日本で生まれたこの柔道整復術
の技術をしっかりとモンゴルの国民のために
役立てるようにしていただきたい。将来皆さ
んが勉強して頑張ったことを後世の人たちに、
モンゴル国の発展に寄与したという歴史をつ
くっていただきたいと思います。そのために
ここに集まっているご来賓の皆様と共に日整
は全身全霊でご協力することをお約束いたし
ます。関係機関との連携を更に深め、世界で
類を見ない骨折・脱臼等の徒手治療技術であ
る柔道整復術の海外普及を通し、日本の国益
に資するとともに、途上国をはじめとする各
国の国づくり・人づくりに積極的に貢献して
まいる所存です。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。

「人に対する思いやり、感謝の気持ち」

工藤会長の閉講式挨拶（要旨）
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　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ご
来賓に対して感謝の意を表した後「柔道整復師
界としてやらなければならないことは、人に対
する思いやり、感謝の気持ち、そういう心を持
った柔道整復師をしっかり育てることだと思い
ます。その一つとして今回、 3名の研修生に勉
強に来ていただきました。研修生には日本で生
まれたこの柔道整復術の技術と心をしっかりと
モンゴルの国民のために役立てるようにしてい
ただきたい」と事業達成のための願いを述べた。
（要旨別掲）。

モンゴルでの体験、世界各地にも

　来賓の祝辞として逢
沢一郎衆議院議員は、
「日本・モンゴル議員
連盟の副会長を仰せ仕
かっております。第 1
回日本研修閉講式の盛
会をお祝い申し上げま
す。優秀な 3名の准医

師をモンゴルから日本へお招きすることができ
ました。貴重な実技トレーニング訓練を受け定
められたカリキュラムをしっかりと受講され、
今日立派に閉講式の運びとなりました。長年、
日整の先生方はモンゴルにおきまして柔道整復
術の普及発展にしっかり働いていただける人材
育成の養成をしようと、高い目標を掲げられ地
道な活動努力をずっと続けていただきました。

あるとき工藤会長から実は東京都の先生方を中
心にモンゴルでこんな事業を続けているのだと、
そんなお話を聞かせていただきました。先ほど
工藤会長は“感謝の気持ちを大切にする。感謝
の気持ちを持つ人材をつくる”のだとそのよう
なことにも触れていましたが、そのような考え
方に基づいて、モンゴルにおける人づくりそし
て技術を身に付けていただくそのことを通じて
モンゴルと日本の友好国関係をぐっと成長発展
させていただこうと努力を重ねていただいたわ
けです。これは日整の先生方を政府としても日
本国としても適切な形でご支援を申し上げなけ
ればならない。また一緒に頑張るそのような形
が必要なのではないかと咄嗟にそのように思い
ました。間髪入れず、日整の先生方はずっと日
本伝統治療（柔道整復術）指導者育成・普及プ
ロジェクトの活動を続けています。モンゴルの
方々から大変感謝をされています。モンゴルは
お国柄対人口あたり大変怪我をしやすいので、
治療や学術の面で成果を上げています。このよ
うなことを外務省、JICAの皆様に報告をさせ
ていただいたわけですが、そのことを受けてよ
い形で日整の応援をさせていただいています。
また外務省も JICAも一緒にスクラムを組んで
活動することができたことを私も嬉しく、そう
いった立場でお手伝いができたことを大変誇り
に思っているところであります。世界各地には
そういったニーズの所がたくさんございます。
モンゴルでのある意味貴重な体験、成功をモン
ゴルにとどまることなくそういった所に展開し
ていっていただきたい。工藤会長をはじめ先生

▲挨拶する逢沢先生
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方のご尽力、そしてご理解ご支援をいただいて
いる全ての方々に敬意と感謝を申し上げます」
と述べ、今後の活動に期待を込められた。

NHKワールドを通じて世界へ

　続いて来賓の挨拶に
立った JICAの佐々木
所長は、 3名の准医師
にねぎらいの言葉をか
けた後「日整の皆様方、
丁寧にご指導いただき
ました研修先の先生方
におかれましては研修

生に対して情熱を傾けご指導やご支援をいただ
き本当にありがとうございました。本プロジェ
クトにおきましては、プロジェクト終了後もモ
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、モンゴル人指導者候
補の育成を行っているという目標の達成に大き
く寄与する重要な部分と考えております。 3名
の研修生の皆様、今回日本で学ばれたことを帰
国後、更に復習して研鑽に励むとともにできる
だけ多くの同僚や後輩にこの研修の成果をお伝
え願い、モンゴルにおける柔道整復術の指導者
として大成していただきたいと思います。また
帰国後活動の成果をぜひ知らせてください。
　昨年 9月に日本、モンゴルの両首相の間で合
意されました『戦略的パートナーシップのため
の日本・モンゴル中期行動計画』ではモンゴル
国の優先分野開発の人材育成というものが課題
とされまして、その優先課題の中に産業人材の
育成と医療人材の育成のこの 2つが掲げられま
した。JICAではこの両国政府間の戦略的パー
トナーシップにのっとり日本国内のさまざまな
機関のご支援ご協力をいただきながら技術協力、
無償有償資金協力、ボランティア派遣などの協
力事業を現在行っております。中でも草の根技
術協力の事業につきましては通常の政府の間で
の合意事項に基づいているのではなく、日本国
の団体からの発意に基づいて事業を実施してお
ります。その意味でこの協力はまさに日整から
のご提案があって初めて成立したものでござい
ます。日整のモンゴルに対する協力の熱意に心
から敬意と感謝を申し上げます。このような協
力が日本とモンゴルの更なる親善関係の促進に

繋がることを確信しております。今回このプロ
ジェクトを全世界に情報を発信するサービスを
行っているNHKワールドが取材することにな
りました。 3名の研修生の研修の様子も取材さ
れておりますし、この後、日整の専門家の皆さ
まがモンゴルで指導する活動の様子も取材され
ます。これがNHKワールドを通じて世界の視
聴者に届けられることになりました。我われも
この事業を通じて日本の伝統医療の文化またそ
れを更に世界に広げている日整のこの活動が広
報という形で広められることに対して大変嬉し
く思っております」と述べ、日本とモンゴルの
更なる親善関係に期待を込められた。

国際部報告

　萩原隆国際部長から
今回の日本研修と活動
について次のように報
告があった。平成26年
2月11日、モンゴル国
立医科学大学において、
モンゴル国保健省アマ
ルサナ副大臣はじめ多

くの行政関係者を迎えた中、当大学と日整の間
に新たに柔道整復術の普及に関する協定書を締
結した。調印式には工藤会長はじめ担当副会長
他 4名が出席した。今後は新協定を基に交流が
行われる。
　 2月17日、 3月 4日、2013年度第 2回モンゴ
ル派遣が行われ、ツゥブ県と看護大学の講習会
を実施。 3月 1日には、ウランバートル JICA
日本センターにおいて恒例の市民公開講座を開
催。定員200名の会場は溢れんばかりの参加者
となり成功裏となった。
　 5月 1日には長年の懸案であった柔道整復術
モンゴル語テキスト（約400ページ）が完成。
現地でも評判となり地方の医療従事者を中心に
病院、教育機関に無料配布した。 6月11日から
7月 5日まで約 2ヶ月間、第 1回日本研修を行
い今回は特に診断力が身に付くように重点を置
き研修した。 6月24日に河野俊嗣宮崎県知事、
6月26日に黒木健二日向市市長へ表敬訪問を行
い、本研修の目的ならびに成果について報告を
行った。研修生は回を追うごとに実力の向上が
目覚ましく、日本で修得した知識、技術をモン

▲挨拶する佐々木所長

▲報告する萩原国際部長
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ゴルに帰ってからもさまざまなところで役立て
ているとともに、他の医療関係者にも伝えてお
り、プロジェクト本来の目標を徐々に達成しつ
つあると感じている旨の報告があった。

研修成果報告

准医師
オユンバートル・ダリルチュルン� （ 3回目）

開放性コーレス骨折を体験
【要　旨】

　私は、宮崎県の今村
整骨院で疼痛の評価と
手技療法（操体法）を
学び21種の操法を修得
しました。実際に触診
して分かるようになり
ました。速攻効果があ

るので驚きました。奈須接骨院では、骨折、脱
臼の整復・固定の復習と四肢関節に対する評価
と処置を身に付けました。モンゴルでは落馬す
ると鎖骨骨折する人が多いので大いに用いたい。
また、転倒予防教室にも参加しました。モンゴ
ルは日本と同じく高齢化社会になるので重要だ
と思いました。埼玉県の栗原整形外科では、問
診、検査の方法、整復、固定の助手、さまざま
な骨折の症例を学びました。なかでも初めて見
た開放性コーレス骨折は治療経過を毎日記録し
患者さんが何に困っているか分かりました。今
回の研修では触診で指の感覚がとても大切なこ
と。患者さんと多くコミュニケーションをとる
ことで、患者さんの訴えを理解できること。症
例の経過を記録し、治療の流れと症状の変化を
理解したこと。骨折の整復技術で自分に何が不
足しているかということが分かりました。
　次回来たときにはもっとスキルアップできる
ようにモンゴルに帰っても頑張ります。皆さん

の熱心なご指導をありがとうございました。

准医師
ムンフバートル・ボロルチメグ� （ 2回目）

柔道整復術モンゴル語テキストで
学びが深まる

【要　旨】
　宮崎県の今村整骨院
では、ダリルチュルン
さんと同じく疼痛の評
価と手技療法（操体法）
を学び運動痛や圧痛の
消去ができるので、骨
折・脱臼・捻挫の後療

に有効。モンゴルでも活用できると思い毎日練
習しました。やわらぎ接骨院では腰や膝の検査
法、骨折の整復固定法の指導をしていただきま
した。完成した柔道整復術モンゴル語テキスト
を確認しながらできたので理解を深めやすく、
復習も容易にできました。埼玉県の佐藤整形外
科では、モンゴルではできなかった整形外科の
ドクターの診断法を学ぶことができ、それぞれ
の疾患の特徴を知ることができました。コーレ
ス骨折の患者さんの整復を先生が一人で行いま
した。モンゴルでもこのような状況が出てくる
と思うので大変勉強になりました。スポーツ傷
害の診断法も学びました。モンゴルに帰っても
学んだことをしっかり復習をして再び日本に来
るときまでに身に付けておきたいです。 2ヶ月
間大変お世話になりました。感謝いたします。

准医師
エンフタイワン・トゥブシンバヤル�（ 4回目）
運動療法、診察法にも力を入れて
いきたい

【要　旨】
　富山県のサカイ接骨
院では問診、視診、テ
スト法などの診断の仕
方を学びました。接骨
院デイサービスでは、
高齢者の機能訓練、運
動療法を学びました。

モンゴルでも高齢者社会となりこのようなこと
は重要だと思いました。柔道整復術基礎研究、
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柔道整復術多施設臨床試験を見学させていただ
きました。富山大学大学院柔道整復学講座では、
西条寿夫先生はじめ大学院の先生方は毎週火曜
日、土曜日に実験報告を行い、怪我の予防につ
いてのディスカッションに参加させていただき
ました。東京都の田渕整形外科では、足関節、首、
肩、肘、膝、腰椎の診察法と足関節脱臼骨折の
固定を学びました。富山県の日整公認サクラ接
骨研究会、北信越学術大会石川大会、花田学園
スポーツトレーナー研究会、日本柔道整復専門
学校同窓会研究会に参加させていただきました。
今まで主に骨折、脱臼の整復や固定法ばかり学
んできましたが、運動療法や診察法が大事だと
思い力を入れていきたいと思います。 2ヶ月間
熱心にご指導いただきありがとうございました。

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）東京国際セン
ターの佐々木十一郎所
長と工藤日整会長より
受講証明書が授与され、
称賛の拍手が送られた。
研修生代表から謝辞が
あった後、萩原正和日
整副会長の閉式の辞に
より厳粛の内に閉講式
は終了した。

信頼関係、相互理解が重要な基盤

　引き続き多数の来賓
を迎え懇親会が開催さ
れ、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 3名の准医師にお祝
いの言葉を述べた後
「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。本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。近年、文化交流、人的交流が広が
りを見せ、経済交流も拡大発展しているところ
です。先月、ツァヒャ・エルベグドルジ・モン

ゴル大統領が日本に実務訪問し、モンゴル側か
ら130人に及ぶ企業の皆様が日本を訪問いたし
ました。日本側からもおよそ150社が参加し、
約500人でビジネス・フォーラムを開催しまし
た。首脳会談も行い、安倍晋三内閣総理大臣が
両国の関係を活力あるものにしたいと意思表明
してくださいました。両国の経済分野をはじめ
各分野が一層強化され、両国関係の緊密化が進
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日整の活動がNHKワールドの番組で世界に配信
共同通信社も全力を挙げて新たな協力へ

▲�挨拶するボロルチメグ
一等書記官
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むことを期待します。
　各分野のもっとも欠かせない重要な基盤とは、
人と人の間を交流する信頼関係、相互理解です。
この基盤があってこそ協力関係が順調に進み、
良い交流関係が築けます。皆さんがされている
指導者育成・普及プロジェクトのこの大事な基
盤をより強化をし、更に各分野の協力関係がよ
り発展し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、友好関係の強化を願った。

シーズを育てて 
ニーズに対応する活動を

　続いて来賓の挨拶に
立った外務省アジア大
洋州局中国・モンゴル
第 1課の藁谷栄上席専
門官は、関係各位に日
ごろの感謝を述べた後
「研修生の発表で問診
につきまして、皆さん
が興味深く熱心に技術を習得しようと、特に手
を当てて診断しようとすることを注目したこと
は、研修の成果があり、指導者育成・普及のポ
イントではないかと思いました。官邸のホーム
ページに健康医療戦略と出ていますが、これは
柔道整復術がポイントになるのではないかと思
います。モンゴルでは地方で高度な医療が受け
られない人たちに対してどうやって医療行為を
するかというニーズ。それに対して日本にはそ
の技術があってその技術を使うことができるよ
うな人を育てて広げていきましょうというニー
ズ。これを結び付けるということはその戦略に
合っていると思います。これからもシーズを育
ててニーズに対応する活動を皆さんと一緒に支
援していきたいと思いま
す」と述べた。

ミャンマーでもこの 
素晴らしい活動を

　次に来賓の挨拶に立った
共同通信社の古賀尚文相談
役は、プロジェクトに対し
て関係各位に敬意とお祝い
の言葉を述べた後「研修生

には帰られてから本当
の研修と指導が始まり
ます。日本とモンゴル
の架け橋となっていた
だくためにも頑張って
いただきたい。昨年の
このプロジェクトの閉
講式でも挨拶をさせて
いただきましたが活動

内容、研修成果報告を聞かせていただいて私は
もう日整に対してメロメロだと申し上げました。
その結果でしょうか、実は日整の関連団体の理
事にまでさせていただいております。本日は更
に皆さんのお話を聞いてメロメロを通り過ぎて
ビリビリとしびれているといってよいのではな
いかと思います。このしびれた状態を維持する
ためには共同通信社としては何か具体的にしな
ければならないと思っております。そこでご提
案があるのですが、我われ共同通信社は昨年の
1月にミャンマーに西側諸国としてはアメリカ

AP通信社と共同通信社、テレビはNHKの 3社
の支局開設が認可されました。更にはミャンマ
ー情報省が出しております国営の新聞、英字新
聞ですけれどこれのお手伝いをして 7月からは
情報省と民間、共同通信社を含めた新たな新聞
を発行することになりました。「ザ・ニュー・
ライト・オブ・ミャンマー」という新聞を出し
ております。そうしたミャンマーとの関係から
このモンゴルとの 5年計画のプロジェクト終了
後はミャンマーでもやっていただきたいと思っ
ております。そのためには共同通信社も全力を
挙げて日整の活動を応援したいと思っておりま
す」と述べられ、海外協力活動のますますの発
展と新たな活動の支援協力の意向を示した。
　

▲挨拶する藁谷上席専門官

▲�挨拶する共同通信社�
古賀相談役
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　乾杯の挨拶に立った
産經新聞東京本社の楠
崎正人企画業務室長は
研修生にお祝いの言葉
を述べた後「研修生の
報告を聞きまして真摯
に研修に取り組んでい
ることが伝わってきま
した。研修生の向上心

を学ばなければいけないと思っております。今
後ともモンゴルと日本の架け橋になって頑張っ
ていただきたい。工藤会長が人づくりにも貢献
するとおっしゃっていました。人との出会いを
大切にして更に繋がりを深めていくことを期待
します」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。
　

　続いて根來信也国際
部員より、全国の日整
主催学術大会で「草原
に架かる虹を追って」
と題して行っている日
整のモンゴルでの活動
記録報告がスライドで
紹介された。

　
　次に、このプロジェ
クトに大変お世話にな
っている来賓より挨拶
があった。
　はじめに挨拶に立っ
た学校法人花田学園理
事長・東京有明医療大
学理事長の櫻井康司先

生は研修生を受け入れてくださった先生方に感

謝を述べた後「研修生の報告でモンゴルでも高
齢者が急速に増え予防医学が必要だとありまし
たが、このプロジェクトで指導者を育成したこ
とが役に立つのではないかと思います。この優
れた柔道整復術をモンゴルや他の国へ発信でき
る技術者、そして考え方、技術と一緒に心を置
いて来るという柔道整復師としてのアイデンテ
ィティ、もっともっといろんな国と交流を持っ
て日本の柔道整復という世界を理解していただ
き柔道整復という世界をバックアップできる展
開ができればと願っております」と述べた。
　

　続いて挨拶に立った
栗原整形外科の栗原友
介院長は、この活動に
協力させていただいて
から 5年目になります。
立派な事業に参加させ
ていただき光栄です。
私は整形外科と看板を

揚げておりますが本当は整形外科の前に栗原ほ
ねつぎ整形外科と入れたいくらい柔道整復師に
思い入れがありまして、このようにして柔道整
復師の先生方と縁を持たせているのは光栄とす
るところです。整形外科は手術が主流になって
きていますが、そうすると保存療法の発展が止
まってしまいます。そこでたとえばモンゴルに
行ったとき、はたして何が役に立つのかという
と手術をしないで整復する保存療法が得意な柔
道整復師が役に立つのです。私が柔道整復師と
一緒に骨折の臨床の場にいて思うのは、手術を
するのであるならば、うまくするのが大事であ
るし、ギブスを巻くのであればうまく巻くこと
が大事です。圧迫骨折はうまくギブスを巻くと
その場で痛みがとれます。今脊椎の圧迫骨折の
ギブス固定にこだわって技術の研鑽をしている
ところです。患者さんと一対一でコミュニケー
ションを取りながら治していくということが柔
道整復師の真骨頂ではないかと思います。この
プロジェクトはそのような意味で保存療法が発
展していき素晴らしいことだと思います。これ
からまだまだ協力させていただきたく思ってい
ますし、協力させていただくことによって我わ
れの技術も上がることを感じています」と柔道
整復術の素晴らしさを述べた。

▲�乾杯挨拶する楠崎企画�
業務室長

▲報告する根來国際部員

▲挨拶する櫻井理事長

▲挨拶する栗原医院長
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　次に挨拶に立った田
渕整形外科クリニック
の田渕健一院長は「先
ほどモンゴルでの活動
記録報告のスライドを
拝見しまして感動しま
した。研修生を受け入
れるきっかけは本間先
生よりご依頼があったからです。私のクリニッ
クにはいつも10人から12人くらい柔道整復師が
いるので研修生にはこの柔道整復術の得意な柔
道整復師の方が指導してくださいました。ビッ
クリしたのは、研修生は日本語が上手で、理解
力も優れており大変熱心なことです。この活動
の更なる発展を祈念いたします」とこの活動の
感動を述べられた。

モンゴルの未来を切り開く番組作り

　NHKワールドの番
組制作会社である株式
会社カイエンの恒川裕
二取締役より挨拶があ
った。今年 4月から年
間10回ぐらい日本国外
に向けて放送するSide 
by Side #6という30分

番組を始めています。日本がさまざまな国際交
流をし、日本が国際貢献をしてきたことが現地
の人たちにプラスになっているこのようなこと
を海外の人たちに紹介できないかということで
立ち上がりまして、今回はこの日本伝統治療（柔
道整復術）指導者育成・普及プロジェクトを取
り上げさせていただきました。支援する側とさ

れる側が寄り添って一緒になって成長していく
という姿を描くのがこの番組のコンセプトです。
モンゴルの指導者が育成されてプロジェクト終
了後もモンゴル人のみで柔道整復術普及活動が
継続されて行われていくことが紹介できれば幸
いです。柔道整復術がモンゴルの未来を切り開
くというような番組を作れれば良いと願ってお
ります」と意向を述べた。
　
　最後に、研修生を代表して挨拶に立ったエン
フタイワン・トゥブシンバヤル准医師は、関係
各位に「日本の先生方、日本の多くの方々に出
会ったのは私の一期一会です。日本で勉強した
ことをモンゴルに帰ってしっかり練習し生かし
ていきたいと思います。全力で頑張ります」と
感謝と今後の決意を述べた。
　その後、工藤会長より研修生に記念品の贈呈
があった。
　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だした武士道精神
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。

▲挨拶する田渕院長

▲挨拶する恒川取締役

▲感謝、決意を述べた研修生代表
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番組タイトル

Side by Side #6
「草原の民に“身の丈”の柔道整復術を～モンゴル」
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2014年10月18日（土）24：10～（※日曜日のAM0：10～）　英語放送

NHK国際放送
NHKワールドで放送決定！！

NHK国際放送
NHKワールドで放送決定！！
国内ではNHKワールド TVの公式HP上でご覧いただけます！国内ではNHKワールド TVの公式HP上でご覧いただけます！

　日本柔道整復師会は2008年より JICAの支援を受け、モンゴルにおいて「柔道整復術普
及プロジェクト」を開始した。毎年 2回定期的に専門家チームを現地に派遣し、技術の伝
達と指導者育成に奔走してきました。
　番組では、今年の 8月末から 9月中旬にかけて行われた日本柔道整復師会のモンゴルで
の普及活動の取材を通して、夢の実現に向けて熱心に学ぶモンゴルの若者たち、習熟した
技術を吸収しようとする地方の医療従事者、そしてそれを支える日本の柔道整復師たちの
姿に迫ります。

　国際放送により国内では NHKワールド TVの公式 HP上で放送と同時にストリーミン
グ視聴が可能です。
※詳しくは NHKワールドの HPをご覧ください。
http://www.nhk.or.jp/nhkworld/　にアクセスし、左上のNHK WORLDをクリック→右上の
NOW ON AIR をクリックするとご覧いただけます。

放送予定日時

ウェブでの見方

主な内容

　JICA日本伝統治療（柔道整復術）指導者育成・普及プロジェクトにおけるモンゴル人柔道
整復術指導者候補者と柔道整復術を指導する講師の活動をご覧ください。


