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　平成28年（2016）11月22日（火）、公益社団法人日本柔道整復師会（日整）は、2006年から実施した「モン
ゴル国 日本伝統治療（柔道整復術）普及事業」の祝賀会を東京ドームホテルにおいて開催した。政官界や
日本医師会をはじめ、モンゴル国、関係・関連団体、協力医療機関と施設など、幅広い層から126名の来賓
を迎え、会員併せて242名で10年の歩みを振り返り盛大に祝った。
　この事業は、柔道整復師の伝統的技術と知識を開発途上国（以下、途上国）に伝え、有効な医療資源とし
て国益につながることを目的として始まった。2006年 6 月から2009年 3 月までは、外務省日本NGO連携無
償資金協力によりODA（政府開発援助）として、モンゴル国で「日本伝統治療（柔道整復術）普及プロジ
ェクト」を実施。更に2009年10月から2011年 3 月まで、JICA（国際協力機構）「草の根技術協力事業（支援
型）」を契約し、継続事業として活動を実施した。
　これらの実績が認められ2011年 9 月から 5 年間、更にJICA「草の根技術協力事業（パートナー型）」を契
約して事業を継続した。そして 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に、同国から日本に指導者候補を招き、医療機関（整形外科）や接骨院・整骨
院において研修を行い、柔道整復術を習得していただいた。この過程において、技術や知識のほかに大切な
日本人の熱き心も伝わり、平成28年 8 月をもって本邦研修の所期の目的を達成したのである。

モンゴル国日本伝統治療（柔道整復術）普及事業祝賀会

国際貢献10年の歩み
盛大に祝う

広報部



31

国際貢献10年の歩み 盛大に祝う

感動を呼んだオープニング映像
ODAで最も成果を上げた事業

　祝賀会は午後 4 時から始まり、柔道整復師の資格
を持ちラジオDJやイベントMCとして活躍してい
る玉木真穂さんが進行を務めた。
　まず迫力あふれるオープニングビデオを上映。柔
道整復術は、柔道整復師は、いつから、どのように
して始まったのであろうか。そのルーツは「西洋医
学が日本に伝わる遥か以前、武道の『活法』が民族
医学として発展してきた日本固有の誇りある伝統医
療であり、『利他の精神』を貫き、西洋医学と民族
医学を融合させながら時代と共に歩み進化を遂げて
きた職業である」と簡潔に表現した。
　嘉納治五郎先生が教育的価値の高い柔道と「精力
善用 自他共栄」の精神を世界に広めたように、医
療に恵まれない国々に柔道整復術と「利他の精神」
を伝え役立ってもらいたい、という崇高な考えが日
整執行部に芽生え、その気運は次第に高まっていっ
た。参議院議員の武見敬三先生をはじめ、多くの方々
のお力添えにより2002年 5 月に原健日整会長と当時
の学術部長であった工藤鉄男常務理事らがジュネーブ
にあるWHO（世界保健機関）の本部を訪問。WHO
伝統医学総会でのプレゼンテーションを経て、柔道
整復術はWHOに正式に認知され、世界に柔道セ
ラピーとして認められた。このお墨付きを契機に海
外への普及活動が始まった。こうしたグローバルな
視点で国際貢献事業に取り組んだことを紹介した。
　そして、外務省・JICAと連携した10年間にわた
る日整の地道な活動は、幾多の試練を乗り越えモン
ゴルの地で実を結んだ。その証として2016年 9 月 1
日、モンゴル国立医療科学大学に柔道整復術を教授
する伝統医療セラピー科が新
設された。柔道整復術が同国
の風土となり、国民から愛さ
れる医療職種として根付き、
発展するよう日整は強く願い、
これからも協力していく姿勢
を示した。
　柔道整復術の普及事業が日
本のODA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2014年10月
にNHK WORLDで唯一放

送され、派遣会員の指導風景や落馬で負傷した人の
手当など30分間にわたり紹介されたことも報じた。
　日整は、世界的規模に視野を広げながら、今後も
日本国の未来に向け貢献していくことを誓い、結び
の場面とした。風が夢を運び、道が人を繋げる。こ
のイメージどおり実現した大規模な事業に大きな拍
手が湧き、会場内は暫し感動の空気に満たされた。
　その余韻が浸る中、挨拶に立った工藤鉄男会長は
来賓の皆様に対し、深甚なるお礼の言葉を述べた後

「オープニングとしてモンゴル国での10年間の歩み
をビデオでご覧いただきました。この事業にご支援
ご協力をいただきました皆様に改めて厚くお礼申し
上げます。伝統的価値と近代的価値を融合させてき
た技術と精神がグローバル化され、途上国の医療整
備がなされていない地域で必要とされています。そ
の一つがこのモンゴル国です」と述べた（要旨別掲）。

　次にモンゴル国への日本
伝統治療（柔道整復術）普
及プロジェクト10年間の活
動について、国際部の萩原
隆部長がスライドで説明。
同国の地域医療従事者への
研修・講習、モンゴル国立

医療科学大学の授業に講師派遣、公開セミナーの開
催、モンゴル人指導者や普及員の育成、柔道整復術
テキストハンドブックを作成して活用するなど、そ
の成果を報告した。
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工藤会長　祝賀会挨拶の要旨

　国会議員の先生方をはじめ、多くのご来賓
の皆様には大変お忙しい中をご臨席いただき、
誠にありがとうございます。オープニングと
してモンゴル国での10年間の歩みをビデオで
ご覧いただきました。この事業にご支援ご協
力をいただきました皆様に改めて厚くお礼申
し上げます。
　海外普及事業は、まず柔道整復術をWHO
に日本の伝統医療として登録しようというこ
とで、参議院議員の武見敬三先生をはじめ、
多くの関係者の皆様のご協力によりスタート
いたしました。武見先生のお父さんは武見太
郎先生という方で日本医師会長を務められた
方でございます。小さいときに新潟県におき
まして手を骨折し、接骨院の先生に治療して
もらい、そのときの感動と感激が忘れなかっ
たとのことです。
　日整社団設立20周年記念式典ならびに祝賀
会において武見太郎先生は「皆さんの技術は
西洋や東洋から来た技術でもなく、日本で生
まれ、日本の風土によってつくられた接骨術
です。同時に日本人の利他の精神である人々
に尽くす奉仕の心が治療に入っています。世
界に類を見ない日本人の精神が入っている医
療、これはまさに『日本の民族医療』です」
と命名されました。
　先輩の人たちは患部に触れて心を癒し、ど
んな夜中でも地域の人たちが苦しんでいると

きに出かけて行きました。伝統的価値と近代
的価値を融合させてきたこの技術と精神がグ
ローバル化され、途上国の医療整備がなされ
ていない地域で必要とされています。その一
つがこのモンゴル国です。
　非常に広大な土地の中で、首都であるウラ
ンバートルではある程度の医療が受けられま
す。しかし、それから300km、400km離れ
たところでは医療機関へのアクセスが悪く適
切な処置が受けられないケースが珍しくあり
ません。そのような中で柔道整復師が患部に
触れることによって心を癒し、現地で入手可
能な材料を用いて骨折や脱臼の治療を施すこ
とができます。
　この技術が同国で認められ、モンゴル国立
医療科学大学に柔道整復術を教授する伝統医
療セラピー科が新設されました。日本の有明
医療大学と柔道セラピーを学問的に相互啓発
し、研究し合うことになりました。そこに日
整は技術協力をしていく新しいステージがで
きています。
　しかし、柔道整復術がモンゴル国に定着し、
大輪の花を咲かすためには、日整と有明医療
大学の力だけではできません。きょうご臨席
をいただきましたご来賓の皆様をはじめ、関
係各位のご支援とご協力が必要です。これか
らも更なるご指導いただきますよう、切にお
願い申し上げます。

咲かせよう! 
「大輪の花」
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指導者認定証を授与
　続いて、モンゴル国で柔道整復術の指導者となる
ための研修課程を達成されたエンフタイワン・トゥ
ブシンバヤル准医師、ダシュラウダン・ボロルトゥ
ーヤ准医師、オユンバータル・ダリンチュルン准医
師、ムンフバートル・ボロルチメグ准医師に工藤会
長から指導者認定書が授与され、故国での活躍に期
待を込めて大きな拍手が送られた。
　この後、指導者の皆様から工藤会長へ心の込もっ
たプレゼントが贈られた。次にモンゴル国立医療科
学大学から日整に記念品が贈られ、これに対し日整
からも同大学へ記念品を贈呈した。

来賓挨拶（要旨）
東京オリンピック・パラリンピック担当大臣

　丸川珠代 氏

世界に誇る伝統医療
　公益社団法人日本柔道整
復師会におかれましては、
社会に寄与しながら柔道整
復師の資質向上に努めてお
られ、高く敬意とお礼を申
し上げます。そしてモンゴ
ル国において外傷患者に対
して適切な治療を行い、外傷後の後遺症に悩む方を一
人でも少なくするため、平成18年から10年間に及ぶ活
動を行い、モンゴル国全土を奔走し、厳しい環境の中
で技術指導が行われてきました。海外での長年の取り
組みについては、大変なご苦労があったかと存じます。
皆様のご尽力に対して心から敬意を表します。
　柔道整復術は古来から日本の伝統医療として地域
社会の住民の健康維持に大きく貢献をされてきまし
た。我が国が誇る伝統医療を世界に配信されること

は大変喜ばしいことであり、モンゴル国立医療科学
大学に柔道整復術を学ぶコースが設立されたことは、
ひとえに貴会のご努力の証であると、これもまた敬
意を表したいと存じます。
　近年では柔道整復師の皆様を取り巻く環境も変化
し、施術者の質の向上が求められていると聞いてお
ります。このような状況を踏まえて、昨年12月から
は柔道整復師会の皆様の協力の下で、学校養成施設
の教育内容の検討が行われ、その報告書が10月に取
りまとめられたと聞いております。このようなこと
を踏まえ今後も柔道整復師の皆様方が世界に誇るこ
の伝統医療として、良質なサービスを国民に提供さ
れることを願っております。
　2020年には東京にオリンピック・パラリンピック
がやって来ます。ご承知のように柔道は世界中に普
及した国際スポーツです。フランスでは柔道に取り
組む競技人口が日本の競技人口を遥かに上回ってい
ます。柔道と同じように柔道整復術がオリンピッ
ク・パラリンピック大会を通じて世界の皆様に認識
され、理解され、広がっていくことを心から願って
おります。結びにあたり、日本柔道整復師会のます
ますのご発展を祈念申し上げまして、祝辞とさせて
いただきます。

公益社団法人日本医師会常任理事　釜萢　敏 氏

病院や診療所との更なる連携を
　本日は私どもの横倉義武
会長がお伺いするはずでし
たが、あいにく会議が重な
り、私が名代として参りま
した。先ほどの映像を拝見
いたしまして、工藤会長様
をはじめ日本柔道整復師会
の皆様のモンゴルにおける活動が非常に素晴らしい、
と感銘を受けました。それは首都ウランバートルば
かりでなく、幅広くあちこちに出向かれ、10年にわ
たって活動を続けられたことでございます。
　これまでにも、柔道整復師の皆様には大変お世話
になっておりますけれども、更にこれから、接骨院
と病院・診療所との連携を深め、地域の皆様により
良い医療を提供することができるように強く願って
いるところでございます。日本柔道整復師会のます
ますのご発展を心からお祈りいたしまして、お祝い
の言葉とさせていただきます。

認定書を手に 日整から大学へ記念品
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駐日モンゴル大使館　参事官・領事部長
L. エルデネダワー 氏

両国友好と故国発展に取り組む
　モンゴル国と日本の友好
関係は毎年深くなっていま
す。国民の交流も活発にな
っております。日本の皆さ
んのご協力の中　自分の国
を発展できる国にしたいと
思っております。今までの
26年間モンゴルが民主化されて以来、たくさんの援
助をいただきました。これからも努力してモンゴル
が素晴らしい国になるように頑張りたいと思います。
　柔道整復師会の皆さんがモンゴルで素晴らしい事
業を拡大普及させていただきましたことに対し、心
から感謝申し上げたいと思います。10年間大変なご
苦労をされたかと思います。全土が大変な気候の中
で生活をしている遊牧民の所に行き、治療をしてい
ただいていることに地方の出身として心から感謝し
たいと思います。これからも継続的に皆さんにお世
話になりながら事業を継続させていただきたいと思
います。
　この事業にご支援をいただいた国会議員の先生方
や政府の皆様、関係者の皆様にも心から感謝いたし
ます。モンゴル国と日本、両国の友好関係がますま
す発展することと、日本柔道整復師会の活躍を心か
らお祈りして挨拶といたします。
　

厚生労働省　医政局医事課長　武井貞治 氏

国民に信頼される柔道整復師に
　貴会におかれましては柔
道整復の進歩発展に努め、
国民の保健衛生の向上に大
きく貢献されたことに深く
感謝いたします。
　この度の事業では平成18
年から日本国内に留まらず、
モンゴル国において准医師への講習会や学生への講
義、公開講座などを開催し、柔道整復の普及を図る
とともに指導者育成のためモンゴル国の方を日本に
招いての研修を実施するなど、多岐にわたって取り
組みを行われたと伺っております。
　ご尽力の甲斐あって、本年 9 月にはモンゴル国立

医療科学大学において日本国外ではじめての柔道整
復を専門的に学ぶコースである伝統医療セラピー科
コースが開設されたとのこと、皆様の長年にわたる
ご努力とその成果に心から敬意を表します。今後モ
ンゴル国において更なる柔道整復のご発展と保健衛
生の推進を祈念いたします。
　さて、我が国の医療をめぐる環境は急速な少子高
齢化、医療技術の高度化、これに伴う国民の医療サ
ービス受用の多様化など大きく変化しており、国民
の医療に対する関心、信頼を確保し質の高い医療サ
ービスを安定的に提供できる体制の構築が重要な課
題となっております。このような中、厚生労働省で
は、昨年12月から柔道整復師養成施設のカリキュラ
ム等に関する検討会を開催し、教育内容等の改善に
ついて貴会の長尾淳彦先生にも構成員としてご意見
を賜りながら 5 回にわたり議論を重ねてまいりまし
た。今後、これらの議論を踏まえ、カリキュラム等
の見直しに向けた検討作業について更に進めてまい
りますので、これまで以上に高い資質をもった柔道
整復師が養成されることを期待しております。
　柔道整復は伝統的な医療として長く社会に受け入
れられ、国民の健康の保持に大きく貢献してきまし
た。貴会をはじめ柔道整復師の皆様が引き続き自己
研鑽を重ねられ、より一層国民の信頼と期待にお応
えいただけるようお願い申し上げるとともに、貴会
のますますのご発展と皆様のご健康ご活躍を心から
祈念してお祝いの言葉といたします。

外務省　アジア大洋州局　中国・モンゴル第 1 課
上席専門官　　林　伸一郎 氏

国際協力事業のお手本
　私が日本柔道整復師会の
皆さまに初めてお会いした
のは2005年の暮れのことだ
ったと思います。モンゴル
相撲の全国大会の会場で柔
道整復師会の皆さま方が怪
我をした力士の手当てをし
ていました。モンゴル人にとっては日本の柔道整復
術をまのあたりにして、ものすごくびっくりして、
感動して、この術を私たちにぜひ教えてほしいと言
われたそうです。
　外務省として柔道整復術をモンゴルに普及される
ことに協力してもらうことはできないかと、相談を受
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けたのが2005年の暮れのことでした。私はそのとき
モンゴルの担当をしておりましたので、微力ではあり
ますが何とか後押しができればと思っておりました。
結果的には柔道整復師会で担当者されている方が本
当に粘り強く、何度も何度も申請書を書き直し、文
句ひとつ言わずやってくださいました。そのお陰をも
ちまして、外務省の日本NGO連携無償事業（N連）
の一つに採択されました。そして2006年から 3 年間
モンゴルで事業を展開してくださいました。
　皆様のモンゴルへの熱い思いは私が想像するより
も遥かに高いところにありました。外務省の事業が
終った後もJICAの「草の根技術協力事業（支援型）」
の支援を受け事業を展開しました。更にJICAの「草
の根技術協力事業（パートナー型）」という新しい
プログラムに挑戦され、合計10年間モンゴルで活動
されました。モンゴルは日本の国土の 4 倍あって21
の県があります。実は私も長くモンゴルへ行ったこ
とがありますが、全て回ったわけではありません。
大自然で綺麗なところですが、道路整備はなく、水
洗トイレや電気も水道もないようなところで皆様は
長く滞在され、日本の伝統治療の技術普及に努めら
れました。10年間ひたむきにモンゴルに種をまき続
けられ、その結果、先ほど認定証を受けられた 4 人
のモンゴルの方が育てられたのだと思います。
　これまでに皆さんの努力によってどんなに多くの
モンゴルの人が救われてきたのだろうか、そしてこ
れから更にどんなに多くのモンゴルの人たちが救わ
れるのだろうか、といったことにその思いを馳せて
しまうと非常に胸が熱くなります。
　この事業の素晴らしさを一番よく知っているのは
私ではないかと思います。外務省もJICAのこのプ
ログラムを非常に高く評価していますので、草の根
技術協力のお手本としてこれから語り継がれていく
ことと思います。工藤会長をはじめ、幹部の方々と
日本柔道整復師会の皆さまにお礼を申し上げて挨拶
といたします。

事業成功と前途を祝す
　ご来賓の皆様から祝辞いただいた後、日本伝統医
療の理解者の一人であり、長きにわたり柔道整復師
業界にご尽力をいただいている医事評論家の水野肇
先生のご発声により、業界の更なる発展を願い祝杯
を挙げた。
　水野先生は、平成 7 年に医療保険審議会に設置さ

れた「柔道整復等療養費専
門部会」の12名の委員の中
に選ばれ、同じく委員とし
て孤軍奮闘した当時の松本
好司日整会長に、多大なお
力添えをいただいた方であ
る。よって柔道整復師のこ
とは深く知り得ており、乾

杯前の挨拶で未来を見据え、これから少しずつ伸び
ていくと思われる業界である、と前途を祝した。

世界を俯瞰する視点で
　この後は顧問である国会
議員の先生方からの祝辞が
続き、目標達成に対する高
い評価と称賛の声が続出し
た。モンゴル国立医療科学
大学に、柔道整復術を教授
する伝統医療セラピー科が
新設されたことは事業成功
の証であると異口同音。そ
して日本の伝統医療を海外
に普及させることは、逆に
日本国内での伝統医療を育
てることに繋がるとの指針
も示された。
　元厚生労働大臣であり、
日整顧問団世話人会相談役
でもある参議院議員の尾辻秀久先生は挨拶で、モン
ゴル友好議員連盟会長を長きにわたって務められた
ことを懐古した。
　特に外務省との橋渡しで方向性を見出していただ
いた衆議院議員の逢沢一郎先生は「まさに柔道整復
術が世界に飛躍。実は柔道整復師会の先生方に私た
ちの方からお願いを申し上げ、この素晴らしい施術
によって多くの人たちを幸せに導く、安心安全をよ
り確かなものにしていく、これは柔道整復師会の先

尾辻氏

逢沢氏

水野氏
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生方にお願いするだけでは
なくて、国家としてのプロ
ジェクト事業にさせていた
だけないか。そんなお願い
と相談を工藤会長はじめ先
生方に申し上げた数年前の
ことが思い起こされるわけ
でございます。『地球儀を
俯瞰する外交』これは安倍総理がいつも使われる言
葉ですが、まさに柔道整復師会の先生方にも世界を
俯瞰するそういった大きな地球的視野をお持ちにな
っていただきまして飛躍発展へ再度心からお願い申
し上げましてご挨拶とさせていただきます」と感慨
深く語られた。
　参議院議員の自見英子（はなこ）先生は「私は小
児科医として勤務しておりますが、医は仁術である
と思っております。先生方は柔道整復師ということ
で、道を伝えていてくださっています。私も医の同
じ医療を教わる人間として先生方と皆様にお役にた
てるように、共に頑張っていきたいと思います」と
述べられた。
　この後に祝電の披露があり、盛会裏のうちに閉宴
となった。

祝 電
外務大臣　岸田文雄 様
　「本日の日本伝統治療普及事業祝賀会を祝し、心
よりお喜びを申し上げます。関係各位の並々ならぬ
ご尽力に敬意を表し、会の益々のご発展と皆様方の
ご健勝をお祈りいたします」
厚生労働大臣　塩崎恭久 様
　「日本伝統治療（柔道整復術）普及事業祝賀会が
開かれるにあたり、一言ご祝辞を申し上げます。
　貴会は、10年間の歳月を経て、モンゴル国におい
て日本の伝統治療である柔道整復術の普及プロジェ
クトに尽力されてこられました。今日、その成果の
一つとして、モンゴル国立医療科学大学に「伝統医
療セラピー科」コースが開設されたことは、貴会の
普及プロジェクト活動がモンゴル国において大変重
要視されたことを物語っており、今後の成り行きが
大変注目されるところであります。
　日本の伝統医療である柔道整復術が海を渡り、海
外各国の国づくり、人づくりに益々、貢献されるこ
とを祈念し、日本柔道整復師会のご発展とご臨席の
皆様のご健勝をお祈り申し上げ、祝賀ご挨拶といた
します」

自見氏


