
2014年  

12月 20～21日 

パシフィコ横浜会議センターで第 18回日本統合医療学会（大会長：塩田清二先生）が開催。題目「筋・骨格・関節疾患に

対する統合医療」の座長を竹谷内克彰先生が担当。講演者は竹谷内克彰先生「腰痛に対する脊椎徒手療法のエビデン

スの現状と課題」、村上佳弘先生「カイロプラクティックの有効性と安全性を担保するために～理論的背景や教育の現状

を中心として～」、三輪健彦先生「筋・骨格・関節疾患に対するカイロプラクティック治療の実際」、松田恵造先生「脊椎マニ

ピュレーションの力学的負荷～スラストの加速度と発生する力の評価～」、TCC学生の越野博文氏「わが国のカイロプラ

クティック教育のあり方」 

http://imj2014.com/program.html 

12月 15日 

2014年 11月 21日 Spine誌掲載の M.シュナイダー氏らの研究報告によれば、腰痛に対する徒手的スラストマニピュレ

ーション(MTM)と補助器具を用いるマニュピレーション（MAM）の有効性の比較、およびマニピュレーションと通常の内科

的治療とを比較する無作為対照試験が行われ、徒手的スラストマニピュレーション(MTM)は、MAMおよび内科的治療に

比べ、腰痛患者の疼痛や機能障害を短期的に改善することが示されました。 

A Comparison of Spinal Manipulation Methods and usual Medical care for Acute and Sub-Acute Low Back Pain: A 

Randomized Clinical Trial. 

腰痛の機能障害を短期に改善する手技は？ 

12月 8日 

カイロプラクティック（カイロプラクター）の職業分類ですが、厚生労働省職業安定局では「医療・保健・福祉の職業」のその

他保健医療に分類しています。経済産業省関連の独立行政法人中小企業基盤整備機構では「医療・福祉」の業種に分類

しています。日本カイロプラクティック登録機構のホームページに各府省や独立行政法人によるカイロプラクティック（カイ

ロプラクター）の職業分類がリストアップされています。 

医療・保健・福祉の職業 （ハローワークインターネットサービス） 

業種別開業ガイド 医療・福祉 （J-Net21） 

各府省によるカイロプラクティック＆カイロプラクターの分類 （日本カイロプラクティック登録機構）  

11月 11日 

マレーシア政府保健省が主催する「第８回国際伝統・代替医療シンポジウム（INTRACOM）］（10月 30日～11月 2日：マ

レーシア・クアラルンプール）に会員で東京カレッジ・オブ・カイロプラクティック外来部長の三輪健彦先生が参加しました。

また世界カイロプラクティック連合（WFC）とカイロプラクティック大学協会（ACC）主催の「WFC/ACC カイロプラクティック
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教育会議」（10月 30日～11月 1日：アメリカ・マイアミ）に竹谷内啓介会長が参加しました。12月 20日、21日開催の第

18回日本統合医療学会では竹谷内克彰先生、村上佳弘先生、三輪健彦先生が講演予定です。 

カイロプラクティック教育会議に参加して （日本統合医療学会ホームページ） 

11月 6日 

日本カイロプラクティック登録機構（JCR）による 2015年度第五回カイロプラクティック統一試験（JCR-IBCE登録試験）が

2015年 2月 1日（日）に行われます。 

【試験】 第五回 JCR-IBCEカイロプラクティック統一試験 

【日時】 2015年 2月 1日（日）午前 10時～午後 4時 30分 

【会場】 新橋 IKビル会議室 東京都港区新橋 6-20-11 新橋 IKビル 8階（日赤ビルそば） 

【対象者】 試験申込書をご覧ください。 

【費用】 40,600円 （350米ドル・送金料込） 

【申込締切】 2015年 1月 9日（金） 

【問い合わせ】 日本カイロプラクティック登録機構 

【申込詳細】 試験申込書 

11月 3日 

来年、日本カイロプラクターズ協会（主催）、日本スポーツカイロプラクティック連盟（協力）、江崎器械株式会社（協賛）、科

学新聞社（後援）の国際セミナーが開催されます。テーマは臨床マネジメントとスポーツカイロプラクティックテクニックです。 

【名称】 2015年カイロプラクティック国際セミナー 

【日時】 2015年 3月 28日（日）午後 1時～午後 5時&3月 29日（日）午前 9時 30分～午後 4時 

【会場】新橋・竹芝（東京都港区）周辺  

【講師】 

Dr.デニス・リチャーズ（前WFC会長、元 CAA会長） 

Dr.マーティン・カマラ（APAP会長、フィリピンオリンピック委員会医療部共同代表） 

【費用】 

・JAC会員：両日 25,000円  ・学生：両日 15,000円  ・一般（WHO基準）：両日 30,000円 

一日（土曜日もしくは日曜日）参加もあります。 

【申し込み詳細】  2015年カイロプラクティック国際セミナー 

11月 1日 

平成 26年 11月１日 総務省・経済産業省経済センサス‐活動調査の試験調査単独事業所調査票（医療、福祉）では、カ

イロプラクティックは「療術業」内の「その他の療術業」の事業内容に区分されています。 

経済センサス活動調査・試験調査 

「職務構造に関する研究」2012年 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 

10月 17日 
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日本カイロプラクターズ協会制作の活動紹介映像が完成しました。「一般社団法人日本カイロプラクターズ協会」「カイロプ

ラクティックとは」「カイロプラクティック教育」の三部から構成されています。 

日本カイロプラクターズ協会の活動紹介映像 

10月 16日 

村上佳弘 JCR（日本カイロプラクティック登録機構）理事長代理は厚生労働省を訪問し、医政局医事課長に JCR登録者

名簿（JCR登録カイロプラクターリスト）を提出し受理されました。名簿提出に際しての懇談概要は、１．JCR設立と登録者

名簿作成の目的と意義 ２．国内外のカイロプラクティック業界の現状報告 ３．法制化された国のカイロプラクティック教

育の内容 ４．国民生活センター要請による「安全性と広告に関するガイドライン」作成の報告 ５．「安全教育プログラム」

の趣旨説明の５項目でした。今後定期的に JCRから登録者名簿が厚生労働省へ提出され、独立行政法人国民生活セン

ターなどとも連携して、登録者名簿が有効に活用されることが見込まれます。 

日本カイロプラクティック登録機構 検索ページ 

厚生労働省に登録者名簿提出のご報告 

日本カイロプラクティック登録機構のご紹介 

カイロ施術者名簿公開 （共同通信） 

カイロ施術者の名簿公開 （産経新聞） 

10月 13日 

国際サッカー連盟（FIFA）が設立した FIFA医学評価研究センター（F-MARC）による「サッカー医学マニュアル」の中で医

療チームとしてカイロプラクターの役割が掲載されています。（25ページから 28ページ） 

サッカー医学マニュアル （財団法人日本サッカー協会ホームページ） 

10月 6日 

長崎県佐世保市のラジオ放送、はっぴぃ FM「Beauty Talk」に会員の石丸文吾先生が出演してカイロプラクティックについ

て一般の方に分かりやすく解説しました。 

はっぴぃ！FM 

10月 1日 

日本広告審査機構（JARO）が「広告法務Ｑ＆Ａ」を出版しました。広告に関する相談の 150 事例を選定し、法令に合わせ

て取りまとめた本です。カイロプラクティック広告の留意点や世界保健機関（WHO）ガイドラインについても記載されていま

す。 

「広告法務 Q&A」（宣伝会議株式会社） 
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9月 22日 

安全教育プログラム第 2期生入学募集締め切りは 9月 30日です。入学希望の方はお早めに東京カレッジオブカイロプラ

クティック事務局（03-3437-6907）までご連絡ください。 JCR登録試験に合格したプログラム修了者は、WFC（世界カイロ

プラクティック連合）の承認のもとWFC世界大会を含めた国際学会、公式なカイロプラクティックセミナーに参加することが

できます。10月より安全教育プログラム第 3期生の募集が開始します。 

安全教育プログラム 3期生募集 

9月 18日 

1952年ペンシルベニアカイロプラクティック協会会長Dr.ライ・ヒューズ・ホプキンスの世界的な呼びかけにより、9月 18日

はカイロプラクティック・デー（D.D.パーマーがカイロプラクティックを創始した日）となりました。今年は、D.D.パーマーがカ

イロプラクティックを創始してから 119年、川口三郎が日本に伝えてから 98年になります。東京カレッジ・オブ・カイロプラク

ティックでは日本広告審査機構（JARO）担当者による基調講演が恒例のカイロプラクティック・デーで行われました。 

1953年～1969年 当時の日本のカイロプラクティック・デーの様子  

9月 17日 

日本カイロプラクティック登録機構（JCR）が登録カイロプラクターのデータベースを公開しました。WHO基準の教育を履

修した後、IBCE試験合格/NBCE試験合格/法制化された国の免許取得などの登録条件を満たしたカイロプラクターが登

録されています。JCRは登録申請を随時受け付けています。 

日本カイロプラクティック登録機構 検索ページ 

各府省による カイロプラクティック＆カイロプラクターの分類 

9月 3日 

毎年 10月 16日は運動器の 10年(BJD)により制定された世界脊椎デー(World Spine Day)です。BJD加盟団体の世界

カイロプラクティック連合(WFC)が中心となり世界中に運動を広めています。 今年は脊椎疾患の理解を呼び掛ける日で

す。脊椎疾患の例として、腰痛、頚部痛、側弯症、椎間板の病気などが挙げられ、これらは我々の健康に大きく影響し、仕

事や毎日の生活、快適な睡眠を妨げる恐れがあります。 多くの研究では悪い姿勢や運動不足が腰痛や脊椎疾患を起こ

すことが指摘されています。しかしながらこうしたよく見られる脊椎疾患の多くは日常の生活習慣の改善により簡単に防ぐ

事ができます。 

世界脊椎デー （日本語公式サイト） 

世界脊椎デー （なるほど統計学園・総務省統計局） 

8月 11日 

JAC会員の千田英昭先生が、インターハイ（平成 26年度全国高等学校総合体育大会）で石川県選手団専属カイロプラク

ターとして 3校の選手のケアを行っています。高校生以外にも、大学との契約もされ、これからインターカレッジ（全日本学
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生選手権）にも参画することとなります。その他、プロ野球チームの中日ドラゴンズのキャンプでのケアなども担当していま

す。 

7月 15日 

Spine誌 Volume 14, Issue 7, Pages 1106–1116, July 1, 2014 

「慢性腰痛ケアに対する脊椎マニピュレーションの用量反応と有効性：無作為化比較試験」と題した論文が掲載されました。

脊椎マニピュレーションを用いる場合、18回以上の施術では大きな違いはなく12回の施術が一番効果的な結果が得られ

たとのことです。この研究は NIH（米国立衛生研究所）の NCCAM（国立補完代替医療センター）の研究費補助金で行わ

れました。 

Dose-response and efficacy of spinal manipulation for care of chronic low back pain: a randomized controlled trial 

カイロプラクティック （「統合医療」情報発信サイト・厚生労働省） 

7月 8日 

公益社団法人日本広告審査機構のREPORT JARO7月号に民間自主規制団体との懇親会からというタイトルで、日本カ

イロプラクターズ協会顧問の村上佳弘先生の発表が掲載されました。 

REPORT JARO （日本広告審査機構） 

6月 30日 

ブラジルで開催されている 2014年 FIFA（国際サッカー連盟）ワールドカップに出場している、イタリアチームに米国ミネソ

タ州ミネアポリスのカイロプラクター、Dr.ジョン・ピエティラが同行します。イタリアでは AC ミランをはじめとした強豪サッカ

ーチームで、選手のケアにカイロプラクティック治療が取り入れられています。またアメリカチームもカイロプラクターDr.ジ

ェイソン・ランフェルトの治療を受けています。開催国ブラジルでは、 ブラジルサッカー連盟管轄のトレーニングセンターで

カイロプラクター、Dr.エリザ・ダレグレーブ（WFC加盟団体ブラジルカイロプラクターズ協会会員）が選手の治療を行なって

います。 

ミネソタの DCが第 20回 FIFAワールドカップのイタリア代表に同行 （英語：CBS ミネソタ） 

ブラジルチームの治療をカイロプラクターが依頼される （ポルトガル語：ブラジルサッカー連盟） 

クアッドシティーズのカイロプラクターはアメリカチームを治療 （英語：KWQC-NBC） 

6月 29日 

日本カイロプラクターズ協会の iタウンページを利用した調べでは、全国各都道府県「カイロプラクティック」の看板を掲げる

オフィスの件数は 2014年 6月 20日時点で 10,492軒です。2008年の調べでは「カイロプラクティック」オフィスは 12,436

軒でした。ちなみに「整体」を掲げるオフィスは 6月 20日時点で 19,993軒です。カイロプラクティック従事者すべての人数

は不明ですが、約 2~3万人と推測されます。 

6月 24日 
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共同ニュースで安心なカイロ施術者に目安として日本カイロプラクティック登録機構（JCR）による登録制度が紹介されまし

た。 

5月 26日 

日本カイロプラクティック登録機構（JCR）は、カイロプラクター登録制度を開始しました。登録対象者は全国 850名の

WHO基準カイロプラクター（WHOのカイロプラクティック・ガイドラインによる教育基準を満たす者）です。登録申請書はこ

ちらからダウンロードできます。 

WHO基準カイロプラクターとして、ＪＣＲリストへ登録するには下記の【１】もしくは【２】の条件を満たす必要があります。 

【１】CCE基準もしくはそれに準ずるカイロプラクティック教育機関を卒業した場合、下記のいずれかを証明すること。 

・ CCE基準およびそれに準ずるカイロプラクティック教育機関を 2011年 3月以降に卒業し、JCR試験に合格しているこ

と。 

・ CCE基準およびそれに準ずるカイロプラクティック教育機関を卒業し、法制化国の開業（州）資格を取得していること。 

・ CCE基準およびそれに準ずるカイロプラクティック教育機関を卒業し、NBCE試験パート I＆IIの試験に合格しているこ

と。 

・ CCE基準およびそれに準ずるカイロプラクティック教育機関を 2011年 2月以前に卒業していること。 

【２】JAC承認の暫定教育プログラムを修了した場合、下記のいずれかを証明すること。 

・ JAC承認 CSCプログラムを 2008年末までに修了していること。 

・ JAC承認 CSCプログラムを 2009年から 2012年までの間に修了し、JCR試験に合格していること。  

・ 国民生活センターの要請による JAC承認の「安全教育プログラム」を修了し、JCR試験に合格していること。 

※CCE基準： CCE（カイロプラクティック教育審議会）およびそれに準ずるカイロプラクティック教育機関は、CCEI

（Council on Chiropractic Education International：国際カイロプラクティック教育審議会）加盟団体リストに掲載。JCR登

録条件のカイロプラクティック教育機関、特別に認められた教育プログラム、JAC承認の暫定教育プログラムを参照。 

※JCR試験： IBCE（International Board of Chiropractic Examiners：国際カイロプラクティック試験委員会）から提供さ

れた試験をカイロプラクティック統一試験（JCR-IBCE試験）として使用。 

※NBCE試験： NBCE（National Board of Chiropractic Examiners：全米カイロプラクティック試験委員会）提供の試験。 

※CSCプログラム： CSC（カイロプラクティック標準化コース）プログラムは、CCE基準のカイロプラクティック教育機関と

提携のもと、2012年まで開業者を対象とした JAC承認の経過措置プログラム。 

5月 19日 

WHO（世界保健機関）非政府組織のWFC（世界カイロプラクティック連合）およびその代表団体である、JAC（日本カイロ

プラクターズ協会）は 5月 31日の「世界禁煙デー」（World No Tobacco Day）を支持しています。WHOの 2014年度目

標は、各国政府がたばこの値段を上げることにより、喫煙率を下げて、がんなどの病気から人々を救うことです。（世界保

健機関）喫煙は健康に悪影響を及ぼすことが研究で分かってきました。厚生労働省は、平成 26年度「世界禁煙デー」にお

ける取組及び「禁煙週間」の実施についてを発表しています。WFCは「カイロプラクターはたばこに反対する」というキャン

ペーンを行っています。 

5月 15日 

http://www.47news.jp/feature/medical/2014/06/post-1108.html
http://www.chiroreg.jp/
http://www.chiroreg.jp/PDF/2014.06.18.jcr_registration_letter.pdf
http://www.chiroreg.jp/PDF/2014.06.18.jcr_registration_letter.pdf
http://www.cceintl.org/
http://www.cceintl.org/
http://www.chiroreg.jp/PDF/jcr_registration_requirements.pdf
http://www.chiroreg.jp/PDF/jcr_registration_requirements.pdf
http://www.ibce.org/
https://www.nbce.org/
http://www.jac-chiro.org/education.html
http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2014/event/en/
http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/kin-en/14.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/kin-en/14.html
http://www.wfc.org/website/docs/ChiropractorInformation.pdf


カイロプラクティック業界最大の国際学会、WFC（世界カイロプラクティック連合）世界大会が 2015年にギリシャのアテネ

で開催されます。ECU（欧州カイロプラクターズ連合）の大会も同時開催されます。このたび第 13回アテネ大会の公式ホ

ームページが完成しました。運動器の 10年（BJD）公式ページでも紹介されています。 

【会議】 第 13回WFC世界大会（2015年, ギリシャ・アテネ） 

【日程】 2015年 5月 13日～16日 trategy 2014-2023 

【会場】 Athens Hilton Hotel（ヒルトンホテル・アテネ）& Megaron Athens International Conference Centre 

5月 9日 

WHO（世界保健機関）は、カイロプラクティックや保健にかかわる下記のガイドラインを発行しました。 

【名称】 「WHO 伝統医学計画 2014年-2023年」 

【原文】 WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023 

【内容】 世界保健総会の決議によりこの伝統医学計画が立ち上がりました。 人々の健康を維持するために、カイロプラ

クティックを含めた伝統医学の役割を高めていく目的があります。 

【名称】 「保健人材の育成改革と拡大 2013年WHOガイドライン」 

【原文】 Transforming and scaling up health professionals' education and training WHO Guidelines 2013 

【内容】 このガイドラインでは、保健（ヘルスケア専門家）人材の改革として、伝統的な病院ベースの三次医療から地域社

会とのつながりを重視した教育へ変えていく目的があります。 

【名称】 「専門職連携教育および協同的実務行動のための構想」 

【原文】 Framework for action on interprofessional education and collaborative practice 

【内容】 世界規模での専門職連携の現状と、最善の専門職連携教育と協働実務の必須項目を各国の保健政策立案者

に提供する目的で作成されました。 

5月 8日 

独立行政法人国民生活センターと公益社団法人日本広告審査機構の担当者を講師にお招きして、「カイロプラクティック

など手技療法による健康危害と誇大広告を防ぐ」セミナーを開催します。カイロプラクティックなど手技療法における健康

危害や誇大広告の現状を理解することが目的です。同時に信頼できる施術所を見分ける知識も学んで頂きます。 

【題目】 「カイロプラクティックなど手技療法による健康危害と誇大広告を防ぐ」 

◇「カイロプラクティックを含めた手技療法の危害」 

独立行政法人国民生活センター 商品テスト部消費生活専門相談員  小坂潤子 氏 

◇ 「カイロプラクティックなど資格制度がない施術院の広告規制」 

公益社団法人日本広告審査機構 審査部消費生活アドバイザー  倉本仁美 氏  

【日時】 2014年 6月 22日（日）午後 1時～4時 

【会場】 新橋 IKビル 東京都港区新橋 6-20-11 新橋 IKビル 8階（日赤ビルそば） 

【対象】 どなたでもご参加いただけます。（定員 50名）※事前登録が必要です。 

【費用】 無料 

【申込詳細】 カイロプラクティックなど手技療法による健康危害と誇大広告を防ぐ 

http://bjdonline.org/events-diary/wfc-congress-2015/
http://www.wfc.org/congress2015/
http://www.hiltonathens.gr/en/home.html
http://www.maicc.gr/en/
http://www.who.int/medicines/publications/traditional/trm_strategy14_23/en/
http://whoeducationguidelines.org/content/guidelines-order-and-download
http://www.who.int/hrh/resources/framework_action/en/
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.jaro.or.jp/
http://www.jac-chiro.org/pdf/safetyseminar_2014.pdf


4月 24日 

社会医療法人至仁よしかわクリニック整形外科, 東京カレッジ・オブ・カイロプラクティック講師で JAC会員の竹谷内克彰

先生著書、「ヘルシー・エイジングに役立つ カイロプラクティック」 医学と看護社 5,184円（税込）が出版されました。東

京女子医科大学名誉教授の阿岸鉄三先生による総編集です。本書の特長として、カイロプラクティック入門編のみならず

応用編をまとめ、施 術に伴う現象の全体をより広く整合的に、しかも現代という 時代背景において他の医療関係者にも

違和感なく受け入れ られるような「カイロプラクティックとは何か」を提示しています。読者対象は、カイロプラクター、整形

外科医、 カイロプラクティック学生、ほか医療従事者、一般です。 

☆下記のリンク先から PDFの注文用紙をダウンロードして注文すると、送料無料にてご購入いただけます。 

ヘルシー・エイジングに役立つカイロプラクティック （竹谷内克彰著 株式会社医学と看護社） 

4月 21日 

全国の自治体（都道府県や市町村）で国民生活センターによる「手技による医業類似行為の危害」が報告されています。

同時に日本カイロプラクターズ協会による業界の対応も紹介されています。6月 22日（日）に日本カイロプラクターズ協会

主催により、独立行政法人国民生活センターおよび公益社団法人日本広告審査機構から担当者をお招きして、「カイロプ

ラクティックなど手技療法による健康危害と誇大広告を防ぐ」をテーマに無料セミナーが開催されます。 

福岡県消費生活センター 

花巻市市民生活総合相談センター 

板橋区消費者センター 

4月 14日 

厚生労働省「統合医療」に係る情報発信等推進事業による「統合医療」情報発信サイトが完成しました。「統合医療」情報

発信サイトは、一般の方や医療専門家に対して、統合医療（近代西洋医学と補完代替療法や伝統医学等との融合）につ

いて情報を紹介しているウェブサイトです。 カイロプラクティックの説明として、米国立補完代替医療センター（NCCAM）

の解説が掲載されています。 

「統合医療」情報発信サイト （厚生労働省「統合医療」に係る情報発信等推進事業） 

4月 11日 

4月 7日から 9日まで開催されたマレーシア保健省のワークショップに村上佳弘 JAC顧問が招待されました。マレーシア

政府は伝統・代替医療の充実に力を入れていて、特にカイロプラクティックの研修システム開発に重点をおいています。こ

のワークショップの目的は、12名のマレーシア厚生省関係者、5名の整形外科医と IMU(国際医療大学)カイロプラクティッ

ク学科長が共同でカイロプラクティックの臨床教育システムのモデルを作ることにあり、今回はデニス・リチャーズWFC会

長(オーストラリア)と村上顧問が外部メンバーとして参加しました。 

Traditional and Complementary Medicine Practice Guidelines for T&CM Unit: Chiropractic 

（マレーシア保健省伝統・補完医療課・カイロプラクティックガイドライン） 

http://www.jac-chiro.org/pdf/healthyaging_chiropractic.pdf
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.jaro.or.jp/
http://www.shouhiseikatsu.pref.fukuoka.lg.jp/topics/2014/01/20140131_05.htm
https://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/156/157/p004454.html
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/058/058389.html
http://www.ejim.ncgg.go.jp/public/overseas/c02/04.html
http://www.ejim.ncgg.go.jp/public/index.html
http://www.imu.edu.my/imu/
http://tcm.moh.gov.my/v4/pdf/guideline/PGChiropractic2012.pdf


3月 25日 

安全教育プログラムの第一期募集が開始しました。教育プログラムの内容については、委託先の東京カレッジ・オブ・カイ

ロプラクティックの安全教育プログラム募集要項をご覧ください。また本プログラム実施の経緯と概要につきましては、当

会の安全教育プログラムのページに掲載しています。第一期生の募集締切は 2014年 4月 20日です。 

カイロ療法安全向上へ講座（共同ニュース） 

業界の対応（国民生活センター） 

安全なカイロプラクター登録名簿を公開～国センの要請で業界が対応（ネットアイビーニュース） 

3月 24日 

独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している中小企業ビジネス支援サイト「J-Net21」内にカイロプラクティックオ

フィスの起業についての項目があります。現在の日本の法律がない状況や、日本カイロプラクターズ協会(JAC)が推奨す

る基準についての説明が記載されています。 

3月 20日 

公益社団法人日本広告審査機構（JARO）の関係団体協議会にて、村上佳弘顧問がカイロプラクティックの教育と広告に

ついてプレゼンを行いました。日本広告審査機構に寄せられる苦情や相談は年々増加し、通信、医療、美容分野が特に

多いとのことです。協議会でのプレゼンは、通信販売における取り組み、アフィリエイトによる詐欺行為や悪徳商法、カイロ

プラクティックの安全と広告に関するガイドライン作成や安全教育プログラム、の 3業種でした。薬事法違反をはじめ、「厚

生労働省認可」などと謳って商品を販売したり集客したりする悪徳業者はどの分野にもあり、今後も厳しい姿勢で取り組ん

でいくという日本広告審査機構からの発表もありました。  

3月 16日 

世界中のトップアスリートの多くがカイロプラクティックケアを利用しています。主な選手では、タイガー・ウッズ（米国プロゴ

ルファー）、ウサイン・ボルト（ジャマイカの陸上短距離オリンピック金メダリスト）、アンディ・マレ－（イギリスのプロテニス選

手）、セバスチャン・ベッテル（3年連続優勝したドイツの F1レーサー）。世界的に有名なスポーツチームでは、イタリアのプ

ロサッカーチーム・AC ミランの臨床研究センター、ミランラボでカイロプラクティック理論を取り入れています。 

ミランラボ（Milan Lab） 

3月 10日 

インターネットでのカイロプラクティックの国家資格化の署名活動を試験的に開始しました。 

2月 10日 

東京カレッジ・オブ・カイロプラクティック(TCC)と豪州クイーンズランド州立セントラルクイーンズランド大学(CQU)との間で

公式な提携関係が結ばれました。CQU ブリスベンキャンパスにおいて、在ブリスベン日本国総領事館の柳沢陽子総領事、

豪州カイロプラクターズ協会(CAA)のローリー・ターセル会長を立会証人として、村上佳弘 TCC教務部長とスコット・バウ

http://www.chiro.jp/archives105.html
http://www.jac-chiro.org/safety_education.html
http://www.47news.jp/feature/medical/2014/03/post-1055.html
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20120802_1.html#taiou20140129
http://ib-kenko.jp/2014/01/post_838_0130_dm1248.html
http://www.smrj.go.jp/
http://j-net21.smrj.go.jp/establish/startup/jirei_06001.html
http://www.jaro.or.jp/
http://www.acmilan.com/jp/club/milan_lab
http://www.change.org/petitions/%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81-%E5%8C%BB%E6%94%BF%E5%B1%80-%E5%8C%BB%E4%BA%8B%E8%AA%B2-%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AE%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E8%B3%87%E6%A0%BC%E5%8C%96?share_id=UILGBlVEZm&utm_campaign=share_button_action_box&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition
http://www.chiro.jp/
http://www.cqu.edu.au/
http://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/jp/
http://www.chiropractors.asn.au/


マン CQU学長が調印書に署名しました。 調印式は CQU関係者、世界カイロプラクティック連合(WFC)のデニス・リチャ

ーズ会長をはじめ、オーストラリアカイロ業界関係者など約 60名の来賓が調印セレモニーに出席しました。 公式提携の

内容は学位・単位の取得、講師・学生の交換留学、共同研究の遂行など日本のカイロプラクティック教育の更なる充実に

向けた取り組みとなります。 TCCは既に RMIT大学(オーストラリア・メルボルン)、マリアクリスティーナ王立中央大学(ス

ペイン・マドリッド近郊)とも提携しており、三校目になります。  

Official launch for Brisbane's first Chiropractic degree ブリスベン初のカイロプラクティック学位が正式に開始 

速報！豪州・クイーンズランド州立 Central Qeensland大学(CQ)と締結 

2月 5日 

独立行政法人国民生活センターから発表された「手技による医業類似行為の危害」報告に関して、日本カイロプラクター

ズ協会による「業界の対応」がセンターのホームページで公表されました。下記が公表内容です。 

国民生活センター「手技による医業類似行為の危害」 

国民生活センターから「手技による医業類似行為の危害」を予防するための策を講じる旨の要請を受け、弊会では、消費

者（利用者）の安全性を高める目的で国内カイロプラクティック施術者向け「安全教育プログラム」を 2014年 4月から開始

いたします。※１ 本プログラムは、世界保健機関（WHO）によるカイロプラクティックのガイドライン※２で求められている

安全な施術に必要な教育を受ける機会がなかった施術者を対象として、安全性と倫理性を担保するための医学講座およ

び業務ガイドラインの周知徹底を図るための内容を提供していきます。 本プログラム修了後は、国際的な第三者試験委

員会※３による試験を受験し、その合格をもってWHO基準を満たすカイロプラクターとして登録機関※４に登録されます。

また、登録名簿を公開することで利用者が安全なカイロプラクティック施術者を選ぶ基準とすることができます。 

※１ 東京カレッジ・オブ・カイロプラクティック： プログラム委託先。大洋州カイロプラクティック教育審議会(CCEA)認可校。 

※２ カイロプラクティックの基礎教育と安全性に関するWHOガイドライン 

※３ 国際カイロプラクティック試験委員会（IBCE）： 米国の国家試験運営機関である全米カイロプラクティック試験委員

会（NBCE）の協力により設立された国際組織  

※４ 日本カイロプラクティック登録機構（JCR）： WHOのカイロプラクティック教育基準を満たすカイロプラクターを登録す

る国内の登録機関  

【名称】 安全教育プログラム 

【主催】 一般社団法人日本カイロプラクターズ協会 

【委託先】 東京カレッジ・オブ・カイロプラクティック（東京都港区新橋） 

【日程】 2014年 4月 開講 

【詳細】 安全教育プログラムの実施にあたって 

【募集要項】 安全教育プログラム募集要項 （東京カレッジ・オブ・カイロプラクティック サイト内） 

2月 2日 

日本カイロプラクティック登録機構(JCR)主催、国際カイロプラクティック試験委員会(IBCE)協力による、第四回

JCR-IBCEカイロプラクティック統一試験が開催されました。 今回より、外国（米国、カナダ、豪州など）の CCE 認可もしく

は同等の教育機関卒業生で卒後 3 年未満の者（※2014年 2月の時点）も受験対象となりました。ただし以下の条件の者

http://www.wfc.org/website/
http://www.rmit.edu.au/
http://www.rcumariacristina.com/
http://www.cqu.edu.au/cquninews/stories/general-category/official-launch-for-brisbanes-first-chiropractic-degree
http://www.chiro.jp/archives107.html
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20120802_1.html
http://www.chiro.jp/
http://www.jac-chiro.org/whojpnguide.pdf
http://www.ibce.org/
http://www.nbce.org/
http://www.nbce.org/
http://www.chiroreg.jp/
http://www.jac-chiro.org/safety_education.html
http://www.chiro.jp/archives105.html


は試験が免除されます。 

 １） 法制化されている国や地域の開業資格/開業免許を取得した者 

 ２） NBCE（全米カイロ試験委員会）試験パート 1 および 2 の合格者  

【試験】 第四回 JCR-IBCE カイロプラクティック統一試験 

【日時】 平成 26年 2月 2日（日） 

【会場】 六行会ホール （東京都品川区北品川） 

【申込】 詳細  

1月 29日 

カイロプラクティックの保険適応についてのお問い合わせがありますが、基本的にカイロプラクティックの施術は自由診療

（健康保険適応外）です。 

柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて  

1月 14日 

消費者庁と国民生活センターが提携して実施している、事故情報データバンクシステムでは「カイロプラクティック」に関す

る事故情報、危険情報が収集できます。  

事故情報データバンクシステム 

1月 19日 

FICS（国際スポーツカイロプラクティック連盟）による、日本初のスポーツカイロプラクティック専門の卒後教育プログラム

である ICCSP（国際公認カイロプラクティックスポーツ専門家）コースが 2014年 2月から開講します。このコースを修了す

ることで、J-FOCS（日本スポーツカイロプラクティック連盟）会員として、様々な国際競技の場で活躍できる機会が得られ

ます。 

ICCSPプログラム募集開始のお知らせ  

1月 10日 

「英国医師会腰痛・頚部痛ガイド―解剖、診断、治療、そして生活指導と運動療法の詳細」（The BMA Guide to Back 

Care）松平 浩, 竹下 克志 (翻訳)が医道の日本社から出版されました。ガイドの中にカイロプラクティックについての項

目も記載されています。  

英国医師会 腰痛・頚部痛ガイド  

BMA Guide to Back Care  

 

http://www.redcross.ac.jp/info/access.html
http://www.redcross.ac.jp/info/access.html
http://www.chiroreg.jp/PDF/2014_jcr_exam.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jyuudou/index.html
http://www.jikojoho.go.jp/ai_national/
http://jfocs.org/%ef%bc%bb%e9%87%8d%e8%a6%81%ef%bc%bdiccsp%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%81%ae%e5%8b%9f%e9%9b%86%e9%96%8b%e5%a7%8b/
http://www.idononippon.com/book/sports/3102-7.html
http://www.dk.co.uk/nf/Book/BookDisplay/0,,9781405364294,00.html?/BMA_Guide_to_Back_Care_DK

