
柔道整復術を母国で役立てたい!!
モンゴル人准医師が研修成果を報告

広報部
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　公益社団法人日本柔道整復師会（以下、日整）は、モンゴル人准医師の柔道整復術日本研修閉
講式と懇親会を平成25年 8 月 9 日（金）、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。
　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、オユンバートル・ダリルチュルン准医師（左）、エンフタイワン・トゥブ
シンバヤル准医師（中央）、ダシュラウダン・ボロルトゥーヤ准医師（右）の 3 人。研修先は日
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。
3人は、 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。閉講式では研修成果をスライドで説明しながら報告した。流暢な日本語、そして学習意
欲と高い習得力に会場内は暫し感動の世界に引き込まれていた。その余韻にひたる中、 3人の准
医師に JICA 国内事業部地球ひろばの芳賀克彦所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人の熱心な報告と日本柔
道整復師会の活動に対して、深い感銘を受けた旨と祝意が示された。
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新しい世界の扉を開く
　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「モン
ゴル国の准医師の皆

さんには、柔道整復術を母国で生かしていただ
きたいという思いを込めて日本の各地で研修を
していただきました。日本で生まれた柔道整復
術が“新しい世界の扉を開く”という意味で、
ご協力をいただいた外務省と JICAの皆様方に
この成果をご披露し、お礼を申し上げたいとい
う執行部の熱い思いで閉講式を開催いたしまし
た」と趣旨を述べた（要旨別掲）。

母国に帰っても JICA に報告を
　来賓の祝辞として
JICAの芳賀所長は、
3人の准医師に労い
の言葉をかけた後
「最も暑い時期での
研修でしたが、大変
充実した研修だった
と伺っております。
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につきまして
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。日本で学ばれたことは帰国後
に復習され、その後はできるだけ多くの方々に

研修の成果を伝えていただきたいと考えており
ます。また、この研修がどのように役立ったの
か、どういう場面で活用できたのか、といった
成果を将来ぜひ JICAにも報告いただけたらと
思っております」と述べ、母国モンゴルでの活
動に期待を込められた。

研修地で知事を表敬訪問
　これまでの経緯について国際部の富永敬二理
事から報告があった。その説明によると、本プ
ロジェクトは2006年～2008年の 3年間、外務省
の「日本 NGO連携無償資金協力（以下 N連）」
を得て、モンゴル国で「日本伝統治療（柔道整
復術）普及事業」を実施し、更に2009年10月か
ら2011年 3月まで、JICAの「草の根技術協力
事業（支援型）」の支援を受け「日本伝統治療（柔
道整復術）普及プロジェクト」を実施した。
　そして、これらの実績が認められ2011年 9月
から 5年間「JICAの草の根技術協力事業（パ
ートナー型）」の支援を受け、「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
現在実施中である。この「パートナー型」のプ
ロジェクトでは、モンゴル国内において「柔道
整復術の指導・普及がモンゴル人のみにより可
能となる状態になること」を目標としている。
その指導者候補生はモンゴル国における基礎講
習、臨床実習のみならず、日本の医療機関にお
いて 2ヶ月間の研修を行い、柔道整復術の習得
に勤しんでいるとのこと。
　今回の研修では、公益社団法人香川県接骨師会、
公益社団法人茨城県接骨師会の尽力により、日
本のODAの一環として行っている本事業が、香
川県、茨城県において実施されていることを、知
事はじめ、県民にも知っていただくことを目的と
して表敬訪問を行ったことを紹介した。なお第 2
回目の日本研修については、本年10月下旬から
12月中旬までを予定している旨の報告があった。

▲挨拶する工藤会長

▲挨拶する芳賀所長

▲
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研修成果報告

【要旨】
足の損傷をエコーで学ぶ
　私は市川整骨院と東京
医科大学茨城医療センタ
ーでご指導いただきまし
た。市川整骨院では、た
くさんの骨折や軟部損傷
について学ぶことができ
ました。私の研修の目的
は足の損傷について理解
を深めることでした。足関節捻挫はモンゴルで
も多くみられる怪我です。今回の研修では毎日
の治療の中で症状の変化を見ることができまし
た。特に印象に残ったのはエコーで靭帯の損傷
を観察できたことです。エコーはモンゴルの医
療でとても必要なことだと感じました。レント
ゲンと違いこれは靭帯を動かしながら観察でき
ることがいいと思いました。もうひとつ持ち運
びできるエコーにも驚きました。今回の研修で
は往診も受けました。モンゴルでは村の医者は
往診しますのでとても勉強になりました。
　東京医科大学茨城医療センターでは接骨院で
はあまり見られない重傷患者さんがたくさん来
院されていました。特に足のケガが多く、手術
する患者さんが多かったです。手術後の入院患
者さんの包帯交換を毎日行いました。
　今回の 2ヶ月の研修で市川整骨院、東京医科
大学茨城医療センターの先生たちに心から感謝
しております。

【要旨】
上腕骨外科頸骨折の治療を体験
　私は美浦整骨院と東京医科大学茨城医療セン
ターで研修しました。美浦整骨院では竹藤先生
のご指導でいろいろなケガを勉強しました。な
かでも上腕骨外科頸骨折の症例が印象的でした。
症例は65歳の女性ですが、毎日のように治療を
していました。時間と共に症状を比較すること
ができてとても勉強になりました。
　リハビリで大事なことは骨折したところだけ
でなく、ほかの関節の動きを良くすることが大
事だとわかりました。私の研修が終わる頃には
この患者さんは整骨院にかからないまでに回復
していました。
　東京医科大学茨城医療センターでは、先生た
ちの毎朝のミーティングと患者さんの回診、手
術後の治療とリハビリを毎日見学しました。左
橈骨骨折と大腿骨頚部内側骨折の手術を見学し
ました。骨盤から骨を採って脛骨に移植した手
術もあり、助手をしました。

　入院するときの診察か
ら退院するまでのことを
見学したことがとても勉
強になりました。美浦整
骨院と東京医科大学茨城
医療センターの優しい人
たちに心から感謝してい
ます。

氏名：ダシュラウダン・ボロルトゥーヤ　
年齢：23歳　女性　准医師、看護師
所属：第 3産院　
学歴： 2011年モンゴル国立健康科学大学看護

学校卒（2008‒2011）

氏名：オユンバートル・ダリルチュルン
年齢：22歳　女性　准医師、看護師
所属： モンゴル国立健康科学大学医療技術大学
学歴： 2011年モンゴル国立健康科学大学看護

学校卒（2008‒2011）
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【要旨】
骨折・脱臼の整復、固定、後療を学ぶ

　香川県のなみお接骨院、
埼玉県の栗原整形外科で
約 2ヶ月研修させていた
だきました。
　なみお接骨院では今ま
で習っていない股関節脱
臼の整復法を教えていた
だきました。

　またベンネット骨折といろいろな骨折の整復
固定法について学びました。そのほか、後療法
の中で用いられる全身のテーピングの仕方を教
えていただきました。香川県接骨師会の学術の
先生方がなみお整骨院で勉強会を開催してくれ
まして、いろんな症例を持ってきて教えていた
だきました。
　埼玉県の栗原整形外科では、膝の前十字靭帯
の損傷について院長先生が細かく教えてくれま
した。骨折の整復、固定、ギプス巻きなどをや
らせていただきました。

　モンゴルで多いお年寄りの圧迫骨折の固定で
すが、日本ではキャストギプスを使用しますが
モンゴルでは、どういうふうに作るかというこ
とを考えてみたいと思います。毎週火曜日には
早朝の勉強会があります。いろんな症例があり
ますのでたくさん勉強をさせていただきました。
　香川県接骨師会会長の石原先生、なみお先生
と一緒に香川県知事の浜田恵造様に表敬訪問を
させていただきました。今回、骨折と脱臼の、
整復固定もそうなんですけど、後療法について
多くを学ぶことができました。これからもモン
ゴルでもリハビリテーションに関わるような知
識をさらに深めたいと思います。

受講証明書を授与

　研修成果を報告後、 3人の准医師に JICA国
内事業部地球ひろばの芳賀克彦所長と工藤鉄男
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。閉講式は厳粛の内に萩原正和副
会長の閉式の辞により終了した。

氏名：エンフタイワン・トゥブシンバヤル
年齢： 25歳　男性　准医師、看護師、理学療

法士
所属： モンゴル国立健康科学大学医療技術大

学　教員
学歴： 2009年モンゴル国立健康科学大学看護

学校卒（2006‒2009） 
2011年モンゴル国立健康科学大学看護
学校理学療法士コース（2010‒2011）

【閉講式ならびに祝賀会来賓出席者（順不同）】
衆議院議員 逢沢　一郎様
衆議院議員鴨下一郎様秘書 小松﨑　彰様
参議院議員 武見　敬三様
参議院議員 中川　雅冶様
参議院議員 有村　治子様
外務省アジア大洋州局中国・モンゴル第一課上席専門官
 藁谷　　栄様
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
自由民主党東京都連幹事長 内田　　茂様
自由民主党東京都連 高島なおき様
自由民主党東京都連 中屋　文孝様
独立行政法人国際協力機構国内事業部地球ひろば所長
 芳賀　克彦様

独立行政法人国際協力機構国内事業部
地球ひろば地域連携 NGO連携担当次長 洲崎　毅浩様
地球ひろば地域連携課市民参加協力課 毛利　花絵様
独立行政法人国際協力機構 JICA横浜市民参加協力課
 中野　幸昌様
株式会社共同通信社代表取締役 古賀　尚文様
株式会社共同通信社取締役情報企画本部長
 小林　秀一様
株式会社共同通信社情報企画部次長 土屋　　出様
行政書士 佐藤　信義様
全国地方新聞社連合会相談役 古谷　堯彦様
国際連合大学事務局長 秋葉　正嗣様
学校法人花田学園東京有明医療大学理事長
 櫻井　康司様
医療法人社団宏友会栗原整形外科院長 栗原　友介様
産経新聞東京本社企画業務室部長 石垣　良幸様 



－ 5－

称賛で盛り上がった懇親会

　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、開発途上国での柔
道整復術の必要性を説き、情熱と真心をもって
普及事業を展開している旨を述べた。国際交流
とその活動については、国際部の萩原隆部長と
根來信也部員が説明した。

　乾杯の挨拶に立った共同通信社の古賀尚文社
長は「現地のニーズに合った最適な技術協力で
あり、まさに安倍内閣が今進めております海外
経済協力、この典型的な実施事例であり、高く
評価されるものと確信をいたしております。私
ども共同通信は、加盟社として全国に北は北海
道から南は沖縄タイムズまで新聞社がたくさん

あります。こ
うした加盟社
の新聞紙面を
活用いたしま
して、日本柔
道整復師会の
素晴らしい活
動をもっと国
内に広報して
いかなければ
ならないと思
っております。
また、我が社の海外ネットワークもフルに使い
まして海外にも活動を知らしめていくことは、
とても大切なことだと思います。私ども共同通
信社は全力を挙げて皆様の活動にご協力するこ
とをお誓い申し上げます」と述べられ、海外協
力活動のますますの発展と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
祝杯を挙げた。
　多くの来賓の方々より、閉講式での 3人の熱
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、異口同音に称賛の声があり、
盛り上がった懇親会となった。

日整の活動を世界中に知ってもらおう !!
共同通信社が全力を挙げて協力へ

▲萩原国際部長 ▲根來部員

▲挨拶する共同通信社社長 古賀尚文氏
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工藤会長の閉講式挨拶（要旨）

　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につきましては、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。お陰をもちまして 5年

計画の中で 3年目になります。モンゴル国の准

医師の皆さんには、日本の伝統治療である柔道

整復術を母国で生かしていただきたい、という

思いを込めて日本の各地で研修をしていただき

ました。日本で生まれた柔道整復術が“新しい

世界の扉を開く”という意味で、ご協力をいた

だいた外務省そして JICAの皆様方に研修成果を

ご披露しようという執行部の熱い思いで本日の

閉講式を執り行いました。本日は共同通信社社

長の古賀様をはじめ多くのご来賓の方々がお見

えになっております。大変お忙しいところ、ご

臨席をいただきましたことに対しまして、心か

らお礼を申し上げ敬意を表します。

　 3名の准医師の皆さんには、モンゴルの国で

お医者さんにかかれない人たちのために、日本

で生まれた伝統技術をもって初期治療の役目を

果していただきたいと思っております。日本の

江戸時代には接骨術というものが日本国民の健

康を維持してきたという歴史があります。モン

ゴルの国はこれから新しい国として、この伝統

技術を国内のいろいろなところで提供すること

によって、モンゴルの国民皆さんが素晴らしさ

を享受していただけるようにするのも 3名の役

目です。これで終わったということではなく、日

本でご教示をいただいた先生たちのご恩を忘れ

ず、これからもさまざまな意見交換をしてくだ

さい。もし母国の医療現場で困ったときには電

話やインターネットでご教示していただきなが

ら、新しい情報や技術をどんどん吸収してくだ

さい。

　柔道整復術は、開発途上国においても大変役

にたつものだと思っております。これからも日

本柔道整復師会は国民が求める技術の研鑽に

日々努め、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。我われは常

に国益を考えてこの技術を世界に提供すること

によって、少しでも役に立つことを基本精神と

して事業を展開して参りたいと思います。この

事業達成のために、外務省そして JICAの皆様、

マスコミの皆様をはじめご来賓の皆様にはより

一層のご支援とご指導を切にお願い申し上げま

す。

所期の目的は国益にあり
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芳賀克彦所長の閉講式挨拶（要旨）

　本日は多数の関係者の方々がご列席のもとで、

かくも盛大にモンゴルに対する草の根技術協力

プロジェクト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、この機会を利用

いたしまして本プロジェクトに日頃よりご尽力

いただいております公益社団法人日本柔道整復

師会の関係者の皆様にも厚くお礼申し上げます。

　また、先日、工藤様が同会の会長にご就任さ

れたことに対しましても心よりお喜び申し上げ

ます。

　さて、モンゴルに対する本プロジェクトの活動の

一環として、このたび 3名のモンゴルの関係者の

方々が 2ヶ月間の日本での研修を無事に終了いた

しました。トゥブシンバヤルさん、ダリルチュルン

さん、ボロルトゥーヤさん、本当にお疲れ様でした。

また、日本柔道整復師会の皆様におかれましても、

研修医に対し熱心にご指導やお世話をしていただ

きまして本当にありがとうございました。

　最も暑い時季での研修でしたが、大変充実し

た研修だったと伺っております。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

につきましては、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ぜひ帰国後に復

習され、その後はできるだけ多くの方々に研修

の成果を伝えていただきたいと考えております。

また、この研修がどのように役立ったのか、今

後どういう場面で活用できたのか、その成果を

将来ぜひ JICAにも報告いただけたらと思ってお

ります。

　日本とモンゴルは昨年に国交樹立40周年を迎

え今年は41年目に当たります。JICAは日本政府

の国際協力の方針に基づきまして、日本国内の

さまざまな機関のご支援とご協力をいただきな

がら従来よりモンゴルに対しましては技術協力

プロジェクト事業、有償無償資金協力事業、ボ

ランティア事業など、さまざまな協力事業を実

施させていただいております。

　その中でもこの草の根技術協力事業につきま

しては通常の政府関の事業と異なりまして、日

本国内の団体から事業をご提案いただくという

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公益社団法

人日本柔道整復師会の皆様からのご提案があっ

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感謝を表明させていただき

ます。このような協力が日本とモンゴルの更なる友

好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。

更なる友好親善関係の促進に


