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2015年度 第2回日本研修閉講式

　公益社団法人日本柔道整復師会（以下、日整）は、平成27年12月13日（日）、「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 2回日本研修閉講式を東京都台東
区にある東天紅「飛鳥」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。本プロジェク
トは、日整が独立行政法人国際協力機構（JICA）の支援を受け、草の根技術協力事業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できる体制
づくりを目的としている。モンゴルから日本に指導者候補を招いて年 2回の研修を実施してきた。これをも
って本邦研修は終了したが、平成28年 8 月まではプロジェクト期間中であり、モンゴルへの講師派遣は実施
される。
　日本で最後の研修をされたのは、それぞれ 5回目となったダシュラウダン・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、オユンバータル・ダリンチュルン准医師の 3名。今回、京都府の長尾接
骨院と埼玉県の栗原整形外科で研修された成果の発表と、 5年間の研修活動を振り返った。准医師 3名には
JICA東京国際センターの佐々木十一郎所長より受講証明書、工藤鉄男会長からは受講証明書と記念品が授
与された。柔道整復術の指導者育成過程において、知識や技術のほかに大切な日本人の熱き心が伝わり、本
邦研修の所期の目的を達成した。
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　閉講式は午後 3 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
進められた。工藤会長は挨拶でご来賓に対して深甚
なる感謝の意を表した後「この事業が日本のODA

（世界開発援助）の中で最も成果を上げたことにより、
現 地 で の 技 術 移 転 の 様 子 を 昨 年10月 にNHK 
WORLDで放送していただきました。派遣会員の
指導風景や落馬で負傷した人の手当など30分間にわ
たり紹介していただき、NHKの素晴らしい制作に
感動いたしました」と述べた。利他の精神に立脚し
た海外普及活動が柔道整復術の発展と国際化へ繋が
っていくことを示唆した。（次ページに要旨掲載）
この後、来賓の方々から心温まるご祝辞をいただい
た。

来賓挨拶（要旨）

外務省アジア太洋州局中国・モンゴル第 1課�
� 上席専門官　林�伸一郎氏
新しいステージの始まり

　私は、外務省にモン
ゴルの専門職として入
省させてもらいました。
日本柔道整復師会の皆
様がモンゴルへのご協
力を始められるとき、
たまたま東京に在籍し
てモンゴルを担当して

いた縁がありました。日本柔道整復師会の皆様が10
年来モンゴルでの活動に対し、政府として微力です
がご協力をさせていただきました。そのプログラム
も一つの区切りを迎えようとしています。きょうお
招きをいただき、とても感慨深い面持ちになってお
ります。工藤会長をはじめ役員の皆様、本当にあり
がとうございます。
　日本にも「まさかの時の友こそ真の友」という言
葉があるとおり、モンゴルにも同じような意味の諺
があります。要するに困った時こそ本当の友達の価
値が分かると言います。私は 3 回以上、合わせて10
年以上モンゴルに勤務していましたが、私が行った
ことも見たことも聞いたこともない場所まで、皆様
がモンゴルの人と一緒になって遠くまで行かれ、指
導をしてくださったということに敬意と感謝を込め、

改めて心からお礼を申し上げます。皆様こそ本当に
モンゴルの真の友であることを強調させていただき
ます。
　講習を終えられた 3 名の方々にお願いしたいと思
います。今度はあなたたちが私たちに力を貸してほ
しいと思います。ご帰国された後に本来のお仕事で
ある怪我をされた方々を治していく、もしくは治し
ていく方々の指導に当たられると思います。今後も
日本柔道整復師会の皆様がモンゴルで十分に力を発
揮できる環境をつくっていっていただけるよう、お
願いをさせていただきます。モンゴルは日本柔道整
復師会のお力がこれからも必要です。私たちも知恵
を絞り卒業される 3 名の方々と力を合わせ、道をつ
くっていきたいと思います。閉講式でありますが、
決して終わりではなく“新しいステージの始まり”
という意味できょうはとても意義のある日に感じて
おります。

独立行政法人JICA�
� 東京国際センター所長　佐々木�十一郎氏
特筆すべき 3 つの特徴

　本日はかくも盛大に
本プロジェクト閉講式
が盛大に開会されてい
ますことに対して心よ
りお祝い申し上げます。
冒頭、工藤会長よりお
話がありましたように
草の根技術協力事業の

中でもこのプロジェクトは“特筆すべき 3 つの特徴”
を持っております。
　一つはWHOに対する働きかけをはじめ、柔道
整復師会の皆様が伝統的な日本の治療を国際的に広
めよう、それを認知させようというような発意に基
づいてこのプロジェクトが実施されている、という
ことです。通常、この事業は開発途上国からの要請
に基づいて実施をいたしますけれども、日本の団体
の皆様の発意によって実施されているという特徴が
あります。
　二つ目の特徴として、このプロジェクトの場合は
コアになるリーダーの人材の方を何回も招いて、そ
の中で日本の心を教え込まれている点に特徴があろ
うかと思います。今回の 3 名の方々も 5 回来日され、
それぞれの地域で柔道整復師の皆様のご協力のもと
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2015年度 第2回日本研修閉講式

　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 2 回日本研修閉講
式に、外務省を代表してアジア太平洋州局中
国・モンゴル第 1 課の上席専門官である林伸一
郎様をはじめ、この事業遂行にお力添えをいた
だいている多くの皆様にご臨席を賜り、誠にあ
りがとうございます。 5 年計画でモンゴルから
3 名ずつの研修生を招き、日本各地で柔道整復
術を学んでいただきました。今回は京都と埼玉
で研修され、日本語も上手になり本邦研修の最
終報告の日を迎えました。
　実はWHO（世界保健機関）に世界の伝統
医療の道筋をつくろうという意気が高まり、旧
厚生省から派遣されたWHO神戸センター所
長の川口雄二さんの紹介で外務省に訪問したの
がきっかけであります。厚生労働省のご助力も
あり、2001年 2 月のWHO発行「伝統医療と
相補・代替医療に関する報告」には、日本の伝
統医療として柔道整復術が紹介されました。爾
来、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、という強い信念を持って日本柔道整復師会
は常置機関として国際部を創設し、プロジェク

トをスタートさせました。
　ご存知のことと思いますが、このプロジェク
トが日本のODA（世界開発援助）の中で最も
成果を上げたことにより、現地での技術移転の
様子を昨年10月にNHK WORLDで放送して
いただきました。派遣会員の指導風景や落馬で
負傷した人の手当など30分にわたり紹介され、
柔道整復師を世界中に知らしめたNHKの素晴
らしい制作に感動いたしました。
　柔道整復師の徒手整復術は、医療インフラが
未整備の国の人たちにとって必要な技術として
高く評価されておりますので、今後もこうした
国々への技術提供や人材育成に努めてまいりま
す。一方国内においても知識や技術を更に高め、
これから訪れる地域包括ケア時代の中で専門性
を活かし、ケアの部分を柔道整復師が補ってい
けるよう国に要望書を提出しております。我わ
れは新たな活動を切り開き、日本の良さを世界
に広めていくことを基本的方向としてまいりま
すので、ご来賓の皆様をはじめ関係各位におか
れましては、これからも一層のご支援とご指導
を切にお願い申し上げます。
　 3 名の研修生の皆様は今回で 5 回目というこ
とですので、多くの知識と技術を身に付けたこ
とと思います。お国に帰りましたら、このよう
な閉講式をしていただいたことを心に記念日と
して刻み、モンゴルの発展と人々のために活用
していただければありがたいと思います。これ
からも必要なことがあれば継続的に技術提供す
る用意をしてありますので、お国の学校の先生
や保健省の先生方にお話をしてください。そし
て我われに申し出ていただければ日本の外務省
をはじめ、関係機関にお願いをいたしますので
使命感を持って頑張ってください。我われは常
に全人的な育成を目指してまいります。

工藤会長　閉講式挨拶（要旨）

世界中に知らしめたプロジェクト



22

に一歩一歩技術が高まっていき、かつ日本人の心が
分かっていっているというところが非常に大きな特
徴だと思います。
　このプロジェクトに参加された研修生の皆さんは
リーダーでありますから、モンゴルの柔道整復師の
技術を背負う立場にあります。この技術をモンゴル
の中で定着させるには長い道のりがあろうかと思い
ます。しかし、皆さんの後ろには日本柔道整復師会
の方々がついています。自信を持ってモンゴルの中
でリーダーとして柔道整復術を広めていくことをお
願い申し上げます。
　最後の特徴としましては、会長も申し上げたとお
り、昨年の10月にはこのプロジェクトがNHK 
WORLDで30分にわたり世界に向けて紹介されま
した。JICAの草の根技術協力事業は年間150件近く
ありますけれども、英語で全世界に発信されるプロ
ジェクトとして名が挙がったのは、昨年であればこ
れだけでございます。それだけ日本のマスコミも注
目しております。
　また、国際協力の月刊誌を発刊しております。そ
こにグローバル人材という形でこのプロジェクトメ
ンバーの根來信也さんにご登場いただき、この事業
をご紹介していただきました。今後も他の国へのご
支援を考えているであろうと思います。誇るべき伝
統治療が国際的にますます認められ発展することを
確信しております。今後とも我われJICAと共に歩
んでいただければ大変ありがたいと思います。

駐日モンゴル国大使館　一等書記官�
� スズバータル・ボロルチメグ氏
最も重要なのは人づくり

　本日は日本研修の閉
講式にお招きいただき
まして心から感謝申し
上げます。きょうに至
るまでに多大なご尽力
をいただきました関係
者の皆様に心よりお礼
申し上げます。モンゴ

ルは新しい発展の道を歩んでおりますが、発展に伴
い最も重要なのは“人づくり”であることを日々深
く認識しているところです。
　日本の道徳教育をモンゴルに正式に寄与されるこ
とが決まり、モンゴルから多くの研修生が日本を訪

れて他人を思いやる心、社会に貢献する精神を学ん
でいます。そして、その“人づくり”に当たりまし
ては本プロジェクトも大変重要な役割をしているこ
とを認識しております。
　先日、個人的な話ですが、ある日本の方と話をし
ました。私は「相撲業界では最近モンゴル人の横綱
が活躍しておりますので、モンゴル人としては少し
遠慮して申し訳なく思っています。横綱になった皆
さんとコーチや相撲協会のモンゴル人の皆さんも日
本の高校に通い、日本の先生方の指導を受け、日本
の家族の皆様の支えがあってからこそ素晴らしい成
績を挙げることができるのです。そのことを十分認
識しており深く感謝しています」とお伝えしたとき、
その方は「今の横綱たちは、日本の武道と相撲道の
精神を理解し、モンゴル国および世界に普及してく
ださっているので、これは大変素晴らしいことだと
思っています」と言ってくださり、大変嬉しく思い
ました。
　日本で学んだ皆さんは、温かい思いやりの心と柔
道整復術を自分の人生の大きな財産として、モンゴ
ルで普及活動していくことを心から願っています。

整形外科医の栗原先生に感謝状
　来賓挨拶後、本プロジェクト開始から全ての過程
において、延べ10名の研修生を受け入れていただい
た医療法人社団宏友会・栗原整形外科院長の栗原友
介先生に、工藤会長から感謝状が贈呈された。栗原
先生は「身に余る光栄であり、工藤会長をはじめ本
プロジェクト立ち上げに尽力され故人となられた国
際部の亀山実先生、ならびに日本柔道整復師会の皆
様には心より感謝申し上げます。この縁を大切にし
て更に実のある関係をつくっていきたいと思ってい
ます」と謝辞を述べられ、日整の新たなスタートへ
期待を込められた。
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「道縁」を大切に
　工藤会長は、新しいステージの幕開けについて「我
われのカウンターパートナーになっているモンゴル
国立医療科学大学ときょうお見えになっている有明
医療大学理事長の櫻井康司先生との間で協定が結ば
れ、学問的に相互啓発し研究し合うことになりまし
た。そこに日本柔道整復師会は技術協力をしていく
新しい仕組みでございます」と述べ、新たな学術活
動への方向を示した。
　更に「栗原先生から“縁を大切に”というお話が
ありました。柔道整復術には柔道の名前がついて道
が入っています。どんな分野でも道を究めるために
協力し合っていく、この道を究める中で出会った人
たちを道縁というそうです。道の縁という言い方を
するそうです。この道を究めるために知り合った人
は、村や町、国を越え、文化を越え、宗教をも越え
られるといわれています。モンゴルの 3 名の方は、
このプロジェクトに関わる全ての人たちとの出会い
を道縁として忘れることなく頑張っていただきたい
と思います。日本柔道整復師会はこの道縁を大切に
して邁進してまいります」と語り、“人との出会い
の大切さ”を強調した。

研修成果報告（要旨）

准医師�
� ダシュラウダン・ボロルトゥーヤ
� （ 3名を代表して）

3 つの怪我の固定技術を学ぶ
　今回、京都府の長尾
接骨院と埼玉県の栗原
整形外科には 3 名一緒
にお世話になりました。
長尾接骨院では、運動
療法などを教えてもら
いました。スタッフの
人たちが残ってくださ

り、勉強会を週 2 回行っていただきました。明治国
際医療大学の講義では、鍼灸の人たちと勉強をしま
した。いろいろな理論を勉強できたので大学の授業
を受けてためになりました。
　栗原整形外科ではいろいろな外傷の鑑別診断を学

び、骨折の整復のときには助手を務め、ギプス包帯
の巻き方も教えていただきました。栗原整形外科で
は 3 つの怪我の内容を覚え、その固定を作ることが
課題でした。それは㈰マレットフィンガーに対する
アルフェンスシーネ。㈪基節骨、中手骨骨折に対す
るナックルシーネ。㈫脊椎圧迫骨折に対する体幹ギ
プスでした。
　私たちがモンゴルに帰った後、これらの怪我をし
た患者さんが来たときに、診断と治療が上手くでき
ると思います。 3 名とも目的を持って臨みました。
私は「肩と腰部のスポーツの外傷の評価と治療」ア
ルタンエルデネは「足関節外傷ほか下肢外傷の鑑別
診断」ダリンチュルンは「頸部、腰部の評価と治療」
を専門に学びました。

5 年間の研修を通して
ダシュラウダン・ボロルトゥーヤ
　 5 年間の感想を私から話します。日本の美しい所
や良い先生方の所で研修させてもらい本当にお世話
になりました。日本の医療はどこにいても同じ治療
ができることです。モンゴルの医療は中央と地方で
は差があります。どこにいても同じ医療ができるよ
うにしたいと思っています。
　学会のことですが、日本に来ると勉強会、講演会、
学会に参加することがたくさんありました。モンゴ
ルには、ウランバートルだけのお医者さんや、いろ
いろな医学の人たちの学会がいっぱいあります。し
かし地方の人たちはあまり出てこないです。理由は
遠いことや知識の違いがあります。
　田舎で怪我をした人たちは、ウランバートルへ送
られることが多いです。モンゴルにはいろいろなス
ポーツで怪我をして復帰できない人がいます。私が
帰ったら柔道をしている子どもたちを特に助けてあ
げたいと思います。今までお世話になった日整の先
生方、JICAの皆様に心より感謝申し上げます。

バトムンク・アルタンエルデネ
　私はモンゴルの田舎
で生まれ、地元の大学
で勉強しました。日本
に来るまでは応急処置
をして次の病院に送っ
てばかりでした。柔道
整復師は患者さんを初
めから治るまで治療す
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るので、大切な仕事であると思っています。日本で
学んだ技術を生かし、地域の人のために一人の患者
さんを初めから治るまで治療したいと思っています。
それを地元の病院から始めようと思います。この 5
年間大変お世話になり、ありがとうございました。

オユンバータル・ダリンチュルン
　これまで各地の先生
方の指導を受けながら、
自分には何が足りない
のか何をやればよいの
か、と思ったことがあ
りました。自分の考え
が少しずつ変わってき
ました。そして今まで

に一番感じたことは、患者さんを診たからには絶対
に治したい。そういう気持ちを強く持ちました。最
初から治るまで治療することにより、治療の評価の
ためのデータがたくさん集まります。それを研究し
て効果が上がるように努めていきたいと思います。
　この 5 年間にわたりご指導してくださった先生方
に心より感謝申し上げます。

受講証明書、受講証を授与
　今回の研修成果の報告と 5 年間の感想を語った後、
3 名の研修生にJICA東京国際センターの佐々木所
長から受講証明書が授与された。引き続き工藤会長
からは受講証の授与と記念品が贈呈された。
　研修生を代表してダリンチュルン准医師は「皆様
どうもありがとうございました。国と国が協力し合
い素晴らしいプロジェクトのお陰で、日本の一家族
になれました。そのお父さんお母さんが皆様です。
これまでお世話になった 5 人の子供が成長して今大
人になりました。この 5 人の子供たちがモンゴルに
帰って家族をつくり、それぞれの地域で柔道整復術
を広め多くの人たちを救いたいと思っています。こ
の道をつくり指導していただいた日整の先生方、
JICAの皆様に心からお礼申し上げます。このプロ
ジェクトはここからがスタートであり目標は一緒で
す。

　以上感想と謝辞があり、萩原正和副会長の閉式の
辞により滞りなく終了した。

【閉講式ならびに懇親会来賓出席者（順不同）】

衆議員議員 田村　憲久様
衆議員議員逢沢　一郎様秘書 三谷　正史様
駐日ベトナム社会主義共和国大使館一等書記官

（教育課） ファム・クワン・フン様
駐日ベトナム社会主義共和国大使館二等書記官

（貿易課） ファム・ティ・ﾄゥイ・ゴック様
駐日カンボジア王国大使館一等書記官
 ソク・ヴティア様　
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
外務省アジア太洋州局中国・モンゴル第 1 課
上席専門官 林　伸一郎様
独立行政法人JICA東京国際センター所長

佐々木　十一郎様
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
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
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
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
国立研究開発法人理化学研究所
脳科学研総合研究センター脳科学研究推進室長
 秋葉　正嗣様
NHK会友 金海　脩三様

（今回の研修先）
医療法人社団宏友会・栗原整形外科院長
 栗原　友介様
公益社団法人京都府柔道整復師会会長
 長尾　淳彦様
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