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11 月 30 日

11 月 28 日付けの産経新聞「集う」で「医療崩壊の危機救う羅針盤」と
題して日本統合医療学会（21・22 日、東京・本郷の東大安田講堂）につ
いての記事が掲載された。記事の中でもカイロプラクティックについて
触れられており、学会のカイロプラクティック部門を担当する日本カイロ
プラクターズ協会からは先日 11 月 22 日の学会で、竹谷内宏明会員が
発表を行った。

11 月 5 日

11 月 21 日‐22 日に東京品川の東京コンファレンスセンターで開催の第
17 回日本腰痛学会で会員の山田敏貴先生が「慢性腰痛に対するカイ
ロプラクティック・ケアの有効性―JOABPEQ を用いた前向き研究」と
いう題目で発表します。
第 17 回日本腰痛学会 HP
第 17 回日本腰痛学会プログラム
同じく 11 月 21‐22 日に東京大学安田講堂で開催の第 13 回日本統合
医療学会（IMJ2009 東京大会）で会員の竹谷内宏明先生がカイロプラ
クティックについて発表します。
第 13 回日本統合医療学会

10 月 28 日

WFC が世界の国際基準（WHO ガイドライン基準）のカイロプラクティック
教育機関リストを最近公表しました。日本からは東京カレッジ・オブ・カ
イロプラクティックとマードック大学インターナショナルスタディセンター
ジャパンの 2 校が掲載されました。
WFC 国際基準学校リスト
WFC Quarterly World Report, September 2009
東京カレッジ・オブ・カイロプラクティック
マードック大学インターナショナルスタディセンタージャパン

10 月 23 日

グローバルコンサルティング会社である「マーサー」により”カイロプラク
ティック・プログレス基金”の依頼で、カイロプラクティックについての研
究報告書が今年 10 月 12 日に発表されました。研究班主任としてハー
バード医学部助教の Niteesh Choudhry 氏とマーサー医療補助担当医

の Arnold Milstein 氏が担当。結論として、「カイロプラクティック治療は
他の療法と比較しても、腰痛と頚部痛において最も効果的であり、費
用対効果は非常に高く、医師の治療やその他広く安価といわれている
治療法と比較しても非常に有益である」などとしています。
（原文）
Do Chiropractic Physician Services for Treatment of Low Back and
Neck Pain Improve the Value of Health Benefit Plans?
「（国際基準の）カイロプラクティック専門家による腰痛および頚部痛へ
の治療は、保健医療制度の質を向上させるか？」
- 国民の健康と総合保健医療費に及ぼす増加影響についての実証
的評価 Foundation for Chiropractic Progress（ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸ･ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ基金）
マーサージャパン
Mercer
9 月 10 日

日本カイロプラクターズ協会の 2009 年度シンポジウムが 11 月 22 日、
23 日に開催します。定員が残りわずかとなっています。シンポジウム
当日は JAC が株式会社イノアックリビングと共同開発した商品もご覧
いただけます。また江崎器械株式会社とタカチホメディカル株式会社
がブースで商品販売や予約受付を致しております。
主催： 一般社団法人日本カイロプラクターズ協会
協賛： 江崎器械株式会社、タカチホメディカル株式会社
テーマ： 「匠の技」
詳細

9月2日

石川県小松市で開催されていた第 45 回全日本学生カヌー選手権でボ
ランティア治療を行った岡本カイロプラクティックオフィスの院長、石川
光雄先生が北國新聞から取材を受けました。

8 月 31 日

BIGLOBE 会員情報誌「サーイ・イサラ」9 月号の疲れを和らげる！姿勢
改善法という記事で日本カイロプラクターズ協会事務局長が取材を受
けました。

サーイ・イサラ
7 月 17 日

7 月 16 日（木）放送のフジテレビ系列とんねるずのみなさんのおかげで
したの番組に JAC 認定オフィスでもある新御茶ノ水外来センターの院
長、東堂達也先生が出演しました。

6 月 20 日

2009 年 3 月厚生労働科学研究費補助金「統合医療の安全性と有効性
に関する研究」班による統合医療ガイドブック-補完代替医療の安全
性・有効性と統合医療の意義-の冊子が日本統合医療学会により完成
しました。カイロプラクティック/整体の項目で会員の竹谷内克彰先生
が執筆を担当しています。日本統合医療学会誌で抜粋個所の III 章カ
イロプラクティック/整体の項目に記載されています。
2009 年 9 月 Vol.2 No.2 日本統合医療学会誌

6 月 17 日

日本カイロプラクターズ協会の 2009 年度シンポジウム「匠の技」が 11
月 22 日、23 日開催に決定いたしました。会員の方は 6 月末まで申し
込みの場合特典があります。また参加すると日本統合医療学会の単
位としても認められます。
講師
・宮川俊平先生 （筑波大学人間総合科学研究科教授）
・渡辺信博先生 （東京都老人総合研究所研究員）
・松久正先生 （ガンステッド・カイロプラクティック・ジャパン代表）
・吉沢公二先生 （吉沢カイロプラクティック院長）
・岩崎由純先生 （コアコンディショニング協会会長）
・中塚祐文先生 （一般社団法人日本カイロプラクターズ協会会長）
詳細

6 月 10 日

竹谷内克彰先生協力執筆の運動器の痛みプライマ
リケア・腰背部の痛みが出版されました。他シリー
ズ、肘・手の痛み、頚部・肩の痛みも会員の協力によ
り出版予定です。
運動器の痛みプライマリケア・腰背部の痛み
菊地臣一（著）
南江堂 定価：5,250 円

5 月 27 日

日本カイロプラクターズ協会のマイオセラピーおよびマイオセラピスト

に関するお知らせです。
お知らせ内容
4月2日

世界脊椎デーの背骨を伸ばそうプログラム・日本語版の資料が更新さ
れました。
Straighten Up Program
日本カイロプラクターズ協会のカイロプラクティック賠償保険（損保ジャ
パン）の詳細を新しく更新しました。カイロ業界で一番長い歴史がある
保険です。
カイロ賠償保険
認定オフィスのリストが 92 件になりましたので更新しました。
JAC 認定オフィスリスト

3月4日

81.3FM（関東圏）ラジオ J-WAVE で、3 月 4 日（水）放送の JAM THE
WORLD、15 MINUTES というコーナーで、「WHO 基準に揺れるカイロプ
ラクティックの今後について」というテーマで、医療ジャーナリストの福
原麻希さんがスタジオ生出演されました。
J-WAVE Blog
JAM THE WOLRD

2 月 22 日

産経新聞に竹谷内啓介事務局長が「カイロプラクティック、民間資格、
施術に差」という内容で取材を受けた記事が掲載されました。
記事内容

1月8日

昨年、11 月 7 日から 9 日まで中国北京で開催された WHO 主催「伝統
医療学会ヘルスケアの手技療法シンポジウム」で世界中のヘルスケア
（保健衛生について）「北京宣言」が採択されました。
北京宣言 （日本語訳）
またその大会で発表した WFC 研究委員長のスコット・ハルデマン博士
らによる「運動器の 10 年・頚痛とその関連疾患の調査委員会」の研究
論文では頚椎マニピュレーション（カイロプラクティック・アジャストメン
ト）が比較的安全で有効だとの結論が出ました。残念ながら運動器の

10 年日本委員会は日本整形外科学会の反対からかホームページ上
ではそのことについて一切触れられていません。
<研究論文>
スパイン掲載（ホームページ）
運動器の 10 年日本委員会
2月3日

アメリカ合衆国新大統領のバラック・オバマ氏が昨年、ACA（米国カイ
ロプラクティック協会）へ宛てた手紙を掲載しました。主な内容としまし
ては、米国に全米健康保険制度を取り入れ、国民が安心してカイロプ
ラクティック治療の恩恵を受けられるよう働きかける考えであると述べ
ています。
ACA への手紙 （英語原本）
ACA への手紙 （日本語訳）
アメリカの医療政策に関する一問一答 （英語原本）

