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母国で多くの人を救いたい!!

モンゴル人指導者育成　第2回日本研修開講式

　公益社団法人日本柔道整復師会（以下、日
整）は、平成₂₅年₁₀月₂₂日（火）東京ドームホ
テルにおいて関係各位の来賓を迎え、「JICA
草の根技術協力事業（パートナー型）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回日本研修開講式」を
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。
　研修を始めるのは、ダシュラダン・ボロル
トゥーヤ准医師、バトムンク・アルタンエル
デネ准医師、ムンフバートル・ボロルチメグ
准医師の ₃名の指導者研修生。 ₂か月間にわ
たり柔道整復術について、日整会員の接骨院、

整骨院およびこの事業にご理解いただいてい
る整形外科医院で研修を実施する。開講式で
は研修生 ₃名によるモンゴルでの活動報告が
スライドで説明しながら行われた。
　引き続き懇親会が開かれ、工藤会長から「痛
みを感じながら、痛いところに手を当て、心
を読んで治療する技術を学び、子供たちの怪
我に対して全身全霊で臨むことを約束できま
すか」との問いかけに研修生は「がんばりま
す」と研修に対する強い決意を示した。
　同会場では、モンゴル国立健康大学付属看
護学校新学長のオトンゴァ・ネメヒー氏の挨
拶が、インターネットにより現地中継された。
また、ツゥブ県のバグ医師講習会場からも中
継が配信され、両国の友好関係の象徴的な開
講式となった。

広報部
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2020年東京五輪へ参画を要望

　開講式は、午後 4 時から国際部本間琢英部員
の司会進行にて、木山時雨副会長の開式の辞で
始まった。
　挨拶に立った工藤会長は「前回は閉講式から
始まりました。閉講式は日本において学んだ人
たちの発表で、開講式は、閉講式で発表した先
生たちが帰国してどのような活動を行ったのか
報告をしていただきます。
　西洋医学を国が受け入れたとしても地域によ
っては、恩恵を被っていない場所もあるため、
その中で柔道整復術は安価で安心で、日本で長
い間伝統的に培ってきた技術、これは間違いな
く世界で必要とされる技術であり、WHO でも
柔道整復術を日本の伝統医療として認められた
技術であります。
　2020年東京オリンピックのときには、我われ
は医師会と共にトレーナーの活動をしっかりと
やらせていただくそのための働く場所を提供し
ていただきたいことを文部科学大臣にもお願い
してあります。
　後は、我が業界が優秀なアスリートに対して、
自分たちの名誉を賭けて医師会と共に、日本の
武士道精神にのっとった『おもてなし』ができ
るか、できないかに掛かってくると思いますの
で、日本柔道整復師会が限りない研究と学術研
鑚を積んでそれを提供していくように頑張って
いきたいと思っております」と述べた。

モンゴルでの活動の現況と
将来展望

　続いて、国際部の富永敬二理事
から次のように説明と報告があっ
た。
　モンゴルでの活動は、2005年 3
月公益社団法人東京都柔道接骨師
会が朝青龍財団の招聘でモンゴル
を訪れたのが始まりで、その後、
外務省の「日本 NGO 連携無償資
金協力」を受け事業を実施し、
2009年10月からは、国際協力機構
JICA と業務委託契約を結び「草

の根技術協力支援型」としてプロジェクトを実
施した。これによりモンゴルの医療従事者とモ
ンゴル国民に柔道整復術の必要性と有効性を認
識してもらうことが第一目標である。
　我われが撤退した後も、柔道整復術の普及、
指導活動をモンゴル人のみで行うことができる
ようにしたい。そのためには柔道整復術指導者
育成が不可欠で日々研鑚を積んでいる。

今回の研修は富山県で

　毎年 2 回の受け入れを実施し、整形外科医院、
接骨院、整骨院でそれぞれ 1 ヶ月合計 2 ヶ月の
研修を実施。接骨院研修は、日整会員の下で行
っている。今まで、東京、佐賀、埼玉、茨城、
香川の各都県で実施。
　今回は、平成25年10月23日から、富山県に移
動し研修を実施する。整形外科医院での研修先
は、毎回受け入れていただいている、埼玉県の
栗原整形外科医院のほか、今回は、東京都の鳥

▲挨拶する工藤会長

▲富永国際部担当理事
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居整形外科医院、きよせ松山クリニックの先生
方に、事業の趣旨をご理解いただき引き受けて
いただいた。

今後の課題

　モンゴルでは政権交代があり、さまざまな制
度見直しがなされ医療制度も例外ではなく、我
われがカウンターパートの大学で教えていたバ
グ医師コースは廃止され、カウンターパートの
2 大学で新学長が誕生した。
　このような状況下で、プロジェクト後も上位
目標達成のためには、バグ医師をはじめとする
医療従事者に対し、引き続きモンゴル人指導者
候補が中心となり行っていくことが絶対に必要
である、と報告した。

日本固有の技術

　来賓の祝辞として、地球広場 NGO 連携課の
内藤徹課長は「今回来日された 3 名の研修生に

対して、これから約 2 ヶ月
弱、純粋な技術あるいは知
識を学ぶということは非常
に有意義なことですが、文
化の背景となっている日本
を理解することも重要で
す」と歓迎の言葉を述べら
れた。更に「この日本研修
は JICA でもさまざまな形
で各国からお招きしていま
すが、特に今回の目的であ
る柔道整復術は日本固有の
技術であり、日本の伝統が
作り上げたものであります。

一都 6 県を対象に60件ほどの JICA 草の根協力
事業の中でも、日本独自の技術を出し海外にお
いても有効に活用される技術プロジェクトは、
関係者を含めた組織の強さ、チームワークの強
さだと思っております。今後重要なことは自立
のステージ、モンゴル側において、自分たちで
やっていけるステージまでできればと思ってい
ます」と期待を込められた。

途上国に貢献

　中国・モンゴル第一課の藁谷栄上席専門官は
「最初、2008年から2010年までモンゴルに勤務
していました。外務省から NGO 無償事業の外
勤をしていたのが日本柔道整復師会との出会い
のきっかけとなりました」と経緯を語り、
JICA の事業を継続して行っていることに対し
て称賛された。柔道整復術に関しては「日本の
中で培われた技術をそれぞれの途上国でどうや
って生かすかという意味では、JICA のプロジ
ェクトあるいは日本の開発途上国に対する貢献

▲会場風景

▲中国・モンゴル第一課藁谷上席専門官

▲地球広場NGO連携課内藤課長



－ 4－

でも非常に画期的で、今後の日本の在り方を考
えるうえで大変重要なツールであると思いま
す」と話された。

研修員　モンゴルでの活動報告

氏名：ダシュラウダン・ボロルトゥーヤ
年齢：22歳　女性　准医師
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
専攻：准医師・看護師
取得資格：准医師・看護師

　今年 6 月〜 8 月まで研修帰国し 2 ヶ月間の活
動報告をします。
①患者は階段から落ち、足関節を負傷し受傷 3
日後に私の自宅に来ました。重度の靭帯損傷で
した。②仕事中穴に落ちたとき、足関節と膝関
節を捻り、アルタイ先生とボルロチメグ先生と
共に診察をしました。③ 2 m の高さから落下し、

手首の骨折をしたため連絡があり、講師の先生
の指示の下、整復・固定を行いました。モンゴ
ルではほとんどのケガに対して、固定をしない
ため、関節の機能障害を残します。柔道整復術
の包帯固定を施し、良好な結果が得られました。

氏名：バトムンク・アルタンエルデネ
所属：バヤンホンゴル県ジャルガラント市

立病院　バグ医師
年齢：28歳　男性　准医師
学歴：2006年モンゴル国立健康科学大学ゴ

ビアルタイ看護学校卒
専攻：准医師・看護師
取得資格：准医師・看護師

　今回このような機会を与えていただき、あり
がとうございます。バヤンホンゴル県ジャルガ
ラント市立病院は、3,000人位の人口で、一日
50人から60人の患者が来ます。医師が 4 名、准
医師 3 名、看護師 7 名ほか関係者で構成されて
います。医療技術大学で、看護師に対して包帯
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の技術を講義いたしました。バヤンホンゴル県
の県立病院で 2 週間の研修中、さまざまな外傷
を経験したとき、柔道整復術が大変役に立ちま
した。今後も多くの人たちを救えるよう頑張り
たいです。

氏名：ムンフバートル・ボロルチメグ
年齢：20歳　女性　准医師
所属：モンゴル国立健康科学大学付属看護

大学 Skil lab
学歴：2013年モンゴル国立健康科学大学医

療技術大学（2010−2013）
専攻：准医師・看護師
取得資格：准医師、看護師

　私は、日本に来るのは初めてです。モンゴル
では、地方で放牧しながら生活し、馬上からの
転落や不整地での転倒など日常生活の中で怪我

をするケースが非常に多く見られます。モンゴ
ルでは外傷は基本的には手術療法が主流ですが、
手術は経済的負担が多いうえ、手術後の後遺症
が頻発しておりモンゴルで社会問題となってい
ます。柔道整復術は、保存的治療であるため経
済的な負担が少なく、治療効果も高いことが理
解できました。私は、柔道整復術を更に深く習
い、母国でこの方法を発展させ、モンゴル国民
の健康分野に貢献をしたいと考えています。

　明日から 1 ケ月間、富山県での研修に期待し、
萩原正和副会長の閉式の辞により厳粛のうちに
終了した。

開講式ならびに懇親会来賓出席者（順不同）
衆議院議員 逢沢一郎様
衆議院議員 鈴木俊一様
参議院議員 中川雅治様
参議院議員 有村治子（代）様
自民党東京都連 中屋文孝様
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
自由民主党東京都連幹事長 内田　茂様
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
独立行政法人
　国際協力機構国内事業部地球ひろば

NGO 連携課課長 内藤　徹様
NGO 連携課市民参加協力員 毛利花絵様
株式会社共同通信社常務取締役 高井雅司様
株式会社共同通信情報企画部本部企画部
 土屋　出様
行政書士 佐藤信義様
産経新聞東京本社企画業務室室長 楠㟢正人様
社団法人日本着付けの会会長 伊藤尚子様
学校法人花田学園理事長、
　東京有明医療大学理事長 櫻井康司様
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　引き続き多数の来賓
をお迎えして、懇親会
が開催された。萩原正
和国際部担当副会長は
挨拶の中で「 3名の活
動報告の心構えに大変
感動をしました。この
指導者育成普及プロジ
ェクトに対しては全面

的に支援しながら進めていき、国際活動で外に
発信し、外の方からも我われを認めてもらうよ
う努めていきたい」と述べた。

　次に、モンゴル国立健康科学大学付属看護学
校オトンゴァ・ネメヒー新学長とのインターネ
ット中継での挨拶があった。
　国際活動についての報告は、萩原隆国際部長
と、金井英樹国際部員が、日本伝統治療普及事
業の取り組みを説明した。

　乾杯の挨拶に立った
共同通信社の高井雅司
常務取締役は「共同通
信社は日本全国、北は
北海道、南は沖縄まで
新聞社にニュースを配
信することを業務とし
ております。同時にア
ジアに軸足を置く国際

通信社として、アジア諸国にも情報の発信に力
を入れています。文字、写真、映像を通じて国
際交流を諮っているところであります。ただ、
情報というものは、良いものもあれば悪いもの
もあり、国際交流に関していえば、一進一退を
繰り返しながら徐々に進んでいくものだと思い
ます。それに対して、柔道整復師会の国際交流
プロジェクトは、情報を通じての国際交流とは
若干違い、フェイスツーフェイスで、日本の伝
統技術を通じて進めていく国際貢献は、相手側
の心の奥底にじわりじわりと浸み込んでいって、
容易に覆ることのない強さをお持ちではないか
という印象を持ちました。このプロジェクトで
学ばれるモンゴルの方々が母国に帰られました
ら、ぜひその知識、技術を使われて、日本国民
のモンゴル国民への友情をしっかりと伝えてい
ただければと思います」と述べられ、柔道整復
師会の国際交流活動ならびに日本国とモンゴル
国の友好の更なる発展を祈念し、声高らかに乾
杯をした。

共同通信社が全面的に支援

▲萩原隆国際部長

▲インターネット中継の様子

▲共同通信社高井常務取締役

▲金井国際部員

▲萩原正和副会長
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　多くの来賓の方々から、柔道整復術に期待す
るありがたいお言葉をいただき、有意義な雰囲
気の中、研修生から「本日はありがとうござい
ました。明日から富山県で柔道整復術を学んで、
一生懸命勉強しますのでよろしくお願いいたし
ます」と流暢な日本語で述べた。激励の言葉と
して工藤会長から「モンゴルの地方にはレント
ゲン、画像診断、注射などはありません。何が
あるかというと、NGOが送った発電機だけです。
このようなところで我われの技術は、状況判断
の下で骨折の整復をするということを、目の当
たりに見て凄い衝撃を感じたと思います。その
ためか、我われの仲間がモンゴルに行ったとき
ぜひ協力させてください、応援しようという医
学部の学生たちが、学校でクラブを作りそこで
日本語も学んで、日本に来ている訳です。です
から、たんなるモンゴルから子どもたちが来て
いるということではなく、もっと真剣にモンゴ
ルが発展することを願いながら技術提供をして
いかなくてはなりません」と我われにも問いた
だした。そして、「250名の柔道整復師が、韓国
で社団法人大韓柔道接骨師会という会を設けて
技術提供をしていましたが、今から30年位前に
我われが訪れたときにはこれがなくなっていま
した。これは、日本においても明治 6年に消滅
されたときと同じ思いを韓国も経験した経緯が
あり、韓国でもう一度柔道整復師を復活させよ
うと、韓国の大学に物療学科を作ってもらいま
した。このような発展の中で、何かをしようと
いうことで、 7年後パラリンピックが来ますが
それに向けて、橋本昇東京都理事が団長となり、
韓国のオリンピックスタジアムのところに、柔
道整復師の名前を掲げて救護活動を行っていま
す」とすでに先を見た活動についても述べられ

た。そして、モンゴル、ミクロネシアなど子供
たちの調査をした結果について述べ、子供たち
の変形治癒が非常に多いことに触れ「日本には、
かつてサッカー世界選手権の際、試合に出られ
ないポルトガル選手に対して、柔道整復師が 3
日の治療で試合に出場させMVPも獲得し母国
に帰るとき『日本には神の手がいる』というこ
とを朝日新聞が取り上げてくれました。このよ
うな技術ですから 3名の研修生の諸君、この技
術はモンゴルの将来、未来のために絶対に必要
な技術です。なぜかというと、明治初期に消滅
した技術を、日本の国民が必要として、どんな
に文化が発展しようと、文明が発展しようと、
痛みを感じながら、痛いところに手を当て、心
を読んで治療する技術これは世界にない技術で
ありますから、子供たちの怪我に対して、全身
全霊で臨むことを約束できますか」と尋ねられ
ると、研修生からは「がんばります」と研修の
決意を約束した。そして、尊敬する人に贈るモ
ンゴル国の伝統的な儀式である「五色布の上に
チーズ菓子」を乗せた贈り物を手渡した。最後
に、豊嶋総務部長の閉会の言葉で懇親会を終了
した。

▲決意を述べる研修生 ▲エールをおくる工藤会長




