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2019年 ニュース 

12月 12日  

世界カイロプラクティック連合（WFC）の米国代表団体である米国カイロプラクティック協会（ACA）は、薬物以外の疼痛

改善や全身の機能促進に役立つカイロプラクティックの国民向けの説明サイトを立ち上げました。HandsDownBetter 

（圧倒的に良くなろう）は腰痛・頚部痛・関節痛や頭痛などの筋骨格系症状を抱える人々に対して薬物や手術以外の

代替案を紹介する情報提供サイトです。 

12月 11日  

日本統合医療学会が統合医療用語集（Glossary of Integrative Medicine）を発行しました。カイロプラクティック関連

用語も掲載しています。 

11月 27日  

当会では行政との間での意見交換をもとに「筋骨格系（運動器系） 医療業種の比較」の表を数年前に作成しました。

更新した筋骨格系分野に携わる日本の医療業種・職種の表です。整形外科・理学療法・鍼灸・カイロプラクティック・あ

んまマッサージ指圧・接骨・整体・リラクゼーションの業種を比較しています。内容には下記が含まれます。 

 各省庁による多くの分類でカイロプラクティックは広義の医療に含まれる。 

 世界保健機関による補完代替医療の指針は鍼治療とカイロプラクティックのみである。 

 世界保健機関の公式提携団体（NGO）は、世界医師会・国際歯科連盟・国際看護師協会・世界理学療法連盟・世界作業

療法士連盟・世界鍼灸学会連合会・世界カイロプラクティック連合など。 

11月 23日  

「カイロプラクティック・メンテナンスケア-最新情報 文献のシステマティックレビュー」 カイロプラクティック＆徒手療法

誌に掲載されたメンテナンスケアに関するシステマティックレビューの報告です。14の論文のうち 10本が北欧の文献

であり、それによると北欧でのカイロプラクティックを受診したことのある患者のうち約 30%が平均１～3か月ごとにメ

ンテナンスケアを受けているとの報告です。本調査の結論として、腰痛を抱える患者に対して初期治療で良好な予後

の場合、メンテナンスケアはエビデンスに基づく二次予防・三次予防になりうるとのことです。 

11月 21日  

米国カイロプラクティック協会（ACA）とパーマーカレッジ・オブ・カイロプラクティックは「エビデンス推進活動（Evidence 

in Action）」の業務提携を行い、研究結果や他のエビデンスをどのように臨床に応用するかの方法を記事や映像で説

明しています。エビデンスに基づく臨床は、利用できる最善の研究結果に臨床家の経験・知識と患者の価値観・好み

を統合したものです。パーマーカレッジではエビデンスに基づく臨床のツールキットを紹介しています。 

11月 21日  

https://www.acatoday.org/
https://handsdownbetter.org/
http://imj.or.jp/new/wp/wp-content/uploads/Glossary_of_Integrative_Medicine.pdf
https://www.jac-chiro.org/pdf/data/healthcomparison.pdf
https://www.who.int/about/collaborations/non-state-actors/non-state-actors-list.pdf?ua=1
https://chiromt.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12998-019-0283-6
http://www.palmer.edu/research/clinician-research-resource-toolkit/?ql=1
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櫻井充参議院議員によるあはき法に関する質問主意書、およびその答弁書です。第 198回国会（常会） 

厚生労働省の回答は、「『医業類似行為』とは、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を

及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある『医行為』ではないが、一定の資格を有する者が行わなければ人体に危害を

及ぼすおそれのある行為であると解しており、それには、あん摩、マッサージ及び指圧、はり、きゅう並びに柔道整復

のほか、これら以外の手技、温熱等による療術行為であって人体に危害を及ぼすおそれのあるものが含まれると考え

ているところである。」とあります。過去、厚生労働省はこれとは異なる、「医業類似行為とは、あん摩・はり・きゅう・ 柔

道整復といった法定の行為４種と、カイ ロプラクティックや整体のような、法定の行為以外の民間療法を含む概念で

ある。」という回答を出しています。 

 第１７４回国会 決算行政監視委員会第三分科会 第１号 

 厚生労働省に寄せられた「国民の皆様の声」の集計報告について （平成２３年１月３１日）  

11月 14日  

日本スポーツカイロプラクティック連盟のお知らせです。 

【日時】 2019年 12月 8日（日） 午前 10時～午後 4時 

【会場】 TKPスター会議室銀座カンファレンスルーム 

【主催】 （一社）日本スポーツカイロプラクティック連盟  

【協力】 （一社）日本カイロプラクターズ協会  

【テーマ】 ～東京 2020に向けたセミナーシリーズ④～  ランナーの為の栄養学セミナー 

ランナーの為の栄養学、日々の食事やレース前後の食事などを中心とした内容、臨床でよく見かける栄養学的疾患の

紹介  

【講師】 部谷祐紀先生 （五輪日本選手団公式トレーナー・管理栄養士・鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師）  

【受講料】 ・会員：7,000円（当日支払、早期後申込） ・会員：5,000円（11月 30日までの早期申込） ・学生：3,000

円  

【申込】 info@jfocs.org  

11月 12日  

衆議院議員（財務副大臣）の遠山清彦氏から厚生労働省医政局医事課長の佐々木健氏に「第１０回登録者名簿（登

録カイロプラクター名簿）」が提出さ れました。今回で日本カイロプラクティック登録機構の登録者総数は 561名となり

ました。 名簿提出の際には日本カイロプラクティック登録機構理事長代理の村上佳弘氏と日本カイロプラクターズ協

会会長の竹谷内啓介氏も同席しました。日本カイロプラクターズ協会から厚生労働省に対して「法律的に問題のある

行為についての対策に関する要望書」と「専門的職業であるカイロプラクターに関する意見書」が提出され、国内や海

外のカイロプラクティック業界の現状について意見交換が行われました。以下の法律的に問題のある行為に対する早

急な対応を要望しました。 

 小顔調整などの美容効果、癌や難病に対する効果・効能の誇大広告（景品表示法に抵触する恐れのある行為）  

 カイロプラクティック治療を対象とする療養費・診療報酬の不正請求（柔道整復療養費の悪用など）  

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/198/syuh/s198062.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/198/touh/t198062.htm
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/174/0043/17405170043001a.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000011dm5-img/2r98520000011dps.pdf
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/st-ginza/access/
https://jokins.jp/2019/09/12/pro-inteview01/
https://www.jac-chiro.org/pdf/pressrelease/2019_11_12_document.pdf
https://www.jac-chiro.org/pdf/pressrelease/2019_11_12_document.pdf
https://www.jac-chiro.org/pdf/pressrelease/2019_11_12_opinion.pdf
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 カイロプラクティックの名称を用いる団体・個人による寝具等の強引な販売勧誘（特定商取引法に抵触する恐れのある行

為） 

11月 11日  

第十回カイロプラクター登録試験のお知らせが公開されました。 

【日 時】 2020年 1月 26日（日） 午前 10時～午後 4時 30分 

【会 場】 新橋 IKビル 

【試 験】  第十回 カイロプラクター登録試験（JCR 登録試験）  

【主 催】 日本カイロプラクティック登録機構  

【協 力】 国際カイロプラクティック試験委員会 

【詳 細】 試験情報 

11月 5日  

日本カイロプラクターズ協会の九州ブロックセミナーのお知らせです。 

【日 時】 20209年 1月 19日（日） 午前 10時～午後 5時 

【会 場】 リファレンス駅東ビル （福岡県福岡市博多区博多駅東 1-16-14 ） 

【テーマ】 五十嵐由樹 DCによる 「頭蓋と顎関節」セミナー 第２回 

【講 師】 五十嵐由樹先生 Yoshiki Igarashi DC （山野学苑山野医療専門学校専科教員）  

【詳 細】 セミナー・学会情報 

10月 29日  

「脊椎痛を抱える患者間でのカイロプラクティック利用とオピオイドのレセプトの関連性：システマティックレビューとメタ

アナリシス」の中で、腰痛にカイロプラクティックケアを利用している人は、オピオイド（オピオイド系鎮痛薬）の使用が低

い可能性があることが最新研究で明らかになりました。慢性的な腰痛や頚部痛に対してカイロプラクティックケアを受

診している人はオピオイドを使用する可能性が低いかもしれないことが、システマティックレビューで報告されました。

研究者は、脊椎痛を抱える 6万 2千名の被験者が含まれる報告済みの 6つの小規模研究を調査し、全ての研究に

おいて 11% から 51%の患者がカイロプラクティックケアを利用していた事実をつきとめました。カイロプラクターを受

診した人は、受診しなかった人に比べてオピオイドを使用する可能性が 64%低くなると、研究者はペインメディシン誌 

（Pain Medicine）で述べています。北米ではオピオイドの過剰摂取が社会問題となっているためカナダの Choosing 

Wisely（医療における"賢明な選択"）は Opioid Wisely※の啓蒙活動を立ち上げています。※カナダカイロプラクティッ

ク協会は Opioid Wiselyに参加しています。 

10月 28日  

世界カイロプラクティック連合（WFC）はカイロプラクティック団体で唯一、世界保健機関（WHO）と公式に提携している

非政府組織です。WHOの様々なプログラムへの協力と共に国連の「持続可能な開発目標」（SDGs）を支援していま

https://www.chiroreg.jp/PDF/2020_jcr_exam.pdf
https://www.facebook.com/chirokyushu
https://www.jac-chiro.org/seminar.html
https://academic.oup.com/painmedicine/advance-article-abstract/doi/10.1093/pm/pnz219/5575223?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/painmedicine/advance-article-abstract/doi/10.1093/pm/pnz219/5575223?redirectedFrom=fulltext
https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/
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す。SDGsは、貧困に終止符を打ち、地球を保護し、すべての人が平和と豊かさを享受できるよう呼びかけています。

SDGs17の目標のうち、SDG3の「すべての人に健康と福祉を」はWFCの事業と特に関係します 

10月 25日  

「サイズは重要か？保存治療の成功に関する腰椎椎間板ヘルニアの大きさの影響の分析」 本研究では、腰椎椎間

板ヘルニアの大きさと脊柱管の大きさとの関係は、保存治療の成功率に影響を与えないと結論づけています。この後

向き研究（n=386）では、MRI検査で 2年以内に診断され手術介入を必要とした場合はヘルニアの大きさに影響され

たかどうか、さらには 6週間の保存治療マネジメントの失敗に関して予測値があるかどうか、を調べたところそのよう

な関連性は見いだせませんでした。また研究では、重篤なケース（馬尾症候群または深刻な運動神経障害）を除くす

べての手術を遅らせることで、まずは保存治療との併用を薦めるエビデンスを強く支持しています。 

10月 22日  

世界最大の発行部数を持つ医学誌、ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン（NEJM：米国マサチューセッツ

内科外科学会発行）の編集委員による「慢性腰痛に対する脊椎徒手療法（Spinal Manipulative Therapy）」について

の論文評が掲載されました。通常医療と同程度の効果は認められるが、リスクの報告もあるとコメントしています。 

10月 21日  

今年は、日本初の専門的なカイロプラクティック学術書「カイロプラクチックの理論・応用・実技」が出版されてから 50

年を迎えます。当時は、ナショナルカイロプラクティック大学（現 National University of Health Sciences）のジョセフ・

ジェンシー（Joseph Janse）学長、日本カイロプラクティック総連盟の竹谷内米雄会長や藤井尚治氏、科学新聞社の

池田冨士太社長の尽力により発行が実現しました。現在の解剖学的、生理学的エビデンスと照らし合わせると内容は

必ずしも科学的に支持されない部分もありますが、1960年代としては最先端の医学研究を盛り込んでいたようです。 

10月 19日  

10月 19~20日、専修大学神田キャンパスで開かれた日本カイロプラクティック徒手医学会の第 21回学術大会(大会

長 伊澤勝典先生：JSCC理事・JAC正会員)が開催されました。 本大会では、JAC会員の 2名が発表しました。若

槻カイロプラクティック・オフィスの若槻朋彦先生は「炎症性コンディションと基底核による運動の影響」、ハレルヤ・カイ

ロプラクティックの松田恵造先生は「脊椎マニピュレーションの加速度の計測とその意義～頚椎、胸椎および腰椎に対

する手技間の比較～」の発表を行いました。 また竹谷内啓介 JAC会長が、懇親会での挨拶にて、2021年 5月に開

かれるWFC(世界カイロプラクティック連合)東京大会への参加協力の呼び掛けを行いました。 

10月 16日  

世界脊椎デー（World Spine Day 2019）のイベント「健康寿命を延ばす姿勢とセルフケア」 が盛況のうちに終了しま

した。ご参加いただいた皆様ありがとうございます。講演者の方々、後援いただいた厚生労働省・中央区・中央区社会

福祉協議会にもお礼申し上げます。来年も同様のイベント開催を予定しています。 

10月 9日  

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2192568219880822
https://www.jwatch.org/na48749/2019/03/26/spinal-manipulative-therapy-chronic-low-back-pain
https://www.bmj.com/content/364/bmj.l689?fbclid=IwAR02pWVhZKBWjDItZW87UKyMQQhC_KBZZ3-3_ZciGlFOMqpKV9mr1WPVJWY
https://jsccnet.org/
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日本カイロプラクティック登録機構から 2020年度の『第十回カイロプラクター登録試験（JCR登録試験）』の詳細が公

表されました。アメリカのカイロプラクティック国家試験を運営している団体が組織した国際カイロプラクティック試験委

員会（IBCE）による試験合格後は、WHO基準カイロプラクターとして登録され、厚生労働省医政局医事課に名簿が提

出されます。 

10月 8日  

日本カイロプラクターズ協会の北海道ブロックセミナーのお知らせです。 

【日 時】 2019年 11月 24日（日） 午前 9時～午後 4時 

【会場】かでる２・７道民活動センター 6階  

【テーマ】カイロプラクティックテクニックと臨床のヒント 

【講師】後藤雅博 先生 Masahiro Goto DC （後藤カイロプラクティックオフィス院長） 

【参加費】 4,000円（会員） 

【懇親会】 4,000円（11月 23日午後 7時から） 

【詳 細】 セミナー・学会情報 

10月 6日  

アフリカ南部のザンビア共和国でカイロプラクティックの法制化（カイロプラクターの登録制度）が認められました。ザン

ビアは英国連邦加盟国であり、国の言語は、英語（公用語）、ベンバ語、ニャンジァ語、トンガ語です。 

10月 2日  

埼玉県からのカイロプラクティック・整体等の法的な資格制度のない「手技」による施術・契約トラブル注意のお知らせ

です。 

10月 1日  

【第 10回日本カイロプラクティック科学学会 参加者へのお知らせ】  

事前参加申し込みの受付を 10月 25日まで延期します。それ以降は当日参加申し込みの料金になりますのでご注意

ください。尚、11月 3日・4日が連休中のため周辺宿泊施設が大変込み合っています。お勧めは池尻大橋駅もしくは

渋谷駅周辺のビジネスホテルの宿泊施設です。 

□ ホテルサーブ渋谷 （池尻大橋駅前） 

□ アクトホテル渋谷 （池尻大橋駅徒歩 3分） 

□ 大橋会館 （渋谷駅徒歩 5分・池尻大橋駅徒歩 3分） 

□ オリンピックイン渋谷 （池尻大橋駅徒歩 2分） 

□ 渋谷東急 REIホテル （渋谷駅徒歩 2分） 

□ 渋谷東武ホテル （渋谷駅徒歩 7分）  

□ ホテルユニゾ渋谷 （渋谷駅徒歩 9分）  

9月 30日  

https://www.chiroreg.jp/PDF/2020_jcr_exam.pdf
https://www.jac-chiro.org/seminar.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/b0304/soudanjirei/190625.html
http://www.suavehotel.net/
https://www.act-hotel.com/shibuya/
https://www.neclivex.co.jp/ohashi/
https://www.olympic-inn.co.jp/shibuya/
https://www.tokyuhotels.co.jp/shibuya-r/index.html
https://www.tobuhotel.co.jp/shibuya/
http://www.unizo-hotel.co.jp/shibuya/
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JAC西日本ブロック東海地区勉強会のお知らせです。 

【日 時】 2019年 12月 1日（日） 午後 1時～午後 4時 30分 

【会 場】 名古屋国鉄会館 602号室 （名古屋市中村区椿町 20-15） 名古屋駅西口徒歩５分 

【テーマ】 「理学検査所見による施術選択の考察－理学検査所見をどう考えるか？」 

【講 師】 辻本善光先生  (辻本カイロプラクティックオフィス代表・元国際カイロプラクティックカレッジ講師) 

【内 容】 サブラクセーションについて 視診：姿勢変化による静的視診と動的視診の差 触診：筋の状態の差異→処

置の選択 可動域検査：①姿勢変化による症状の変化について ②エンドフィールの差を考える アジャストメントの選

択 （※ところどころアナトミートレインの筋線が出ます） 

【参加費】 3,000円 

【申 込】 info@jac-chiro.org 03-3578-9390 

9月 25日  

WFC（世界カイロプラクティック連合）の基本理念（Principles）が発表されました。この基本理念では、WFCの特徴と

方向性を世界中のカイロプラクティック業界に対して示しています。 

9月 19日  

アメリカ国防総省は腰痛を抱える軍人に対してカイロプラクティックケアが体調管理に有用な研究報告書を議会に提

出しました。米軍病院では徐々にカイロプラクティックサービスの提供が始まっています。またアメリカのトライケア（現

役や退役軍人のメンバーと家族が利用できる健康保険）でカイロプラクティックと鍼治療が利用できるよう政策の見直

しを行っています。 

9月 13日  

日本カイロプラクティック登録機構理事長の遠山清彦衆議院議員が財務副大臣に就任しました。 

8月 28日  

2019年の世界脊椎デーのイベント情報のお知らせです。 

【日 時】 2019年 10月 16日（水） 午前 11時～午後 2時 

【会 場】 Flatto日本橋 （東京都中央区日本橋本町 1丁目 4−12 カネダ日本橋センタービルディング 1階 ） 

【テーマ】 「健康寿命を延ばす姿勢とセルフケア」 （世界脊椎デー２０１９） 

【講 師】 井上航先生・三輪健彦先生・橋本早苗先生 

【主 催】 一般社団法人日本カイロプラクターズ協会 

【協 力】 東京カレッジ・オブ・カイロプラクティック 

【後 援】 スマートライフプロジェクト（厚生労働省）・中央区・中央区社会福祉協議会 

【詳 細】 申込ページ 

8月 28日  

https://www.wfc.org/website/index.php?option=com_content&view=article&id=533:wfc-releases-new-guiding-principles-document&catid=56:news--publications&Itemid=27&lang=en
https://www.military.com/daily-news/2019/09/16/chiropractic-care-works-troops-lower-back-pain-not-everyone-can-access-it.html/amp
https://www.military.com/daily-news/2019/09/26/tricare-moves-toward-chiropractic-coverage.html
https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/meibo/fukudaijin.html
https://www.jac-chiro.org/wsd2019.html
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BMJ誌（英国医師会雑誌）オープンアクセスに「現状のカイロプラクティック臨床の患者背景と特性の把握：オンタリオ

州のカイロプラクティック観察と分析の横断研究 (O-COAST)」が掲載されました。治療対象疾患の 49%は腰痛、続

いて頚部痛が 15%、筋骨格系以外の疾患は 1.3%。頻繁に使用される治療法としては、脊椎マニピュレーション

(72%)、軟部組織療法(70%)、モビリゼーション/緩和操作(35%)の順でした。 

8月 27日  

【第 10回日本カイロプラクティック科学学会 参加者へのお知らせ】  

11月 3日・4日が連休中のため周辺宿泊施設が大変込み合っています。宿泊のご予約はお早めにお申し込みくださ

い。会場最寄駅の三軒茶屋周辺は宿泊施設が少ないため、お勧めは隣の池尻大橋駅もしくは渋谷駅周辺の施設で

す。 

□ ザビ―三軒茶屋 

□ 渋谷東急 REIホテル  

□ ホテルサーブ渋谷 

□ アクトホテル渋谷 

□ オリンピックイン渋谷 

□ ホテルユニゾ渋谷  

□ 渋谷東武ホテル 

□ セルリアンタワー東急ホテル  

□ ウェスティンホテル東京 

8月 26日  

日本カイロプラクターズ協会の九州ブロックセミナーのお知らせです。 

【日 時】 2019年 10月 6日（日） 午前 10時～午後 5時 

【会 場】 リファレンス駅東ビル （福岡県福岡市博多区博多駅東 1-16-14 ） 

【テーマ】 五十嵐由樹 DCによる 「頭蓋と顎関節」セミナー 第 1回 

【講 師】 五十嵐由樹先生 Yoshiki Igarashi DC （山野学苑山野医療専門学校専科教員）  

【詳 細】 セミナー・学会情報 

8月 11日  

ハーバード大学医学部で腰痛に対するカイロプラクティックの研究とともに最新情報が紹介されています。 

8月 10日  

東京カレッジ・オブ・カイロプラクティックの同窓会サイトが新しくなりました。 

8月 9日  

https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/9/8/e029851.full.pdf
https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/9/8/e029851.full.pdf
https://www.facebook.com/chirokyushu
https://www.jac-chiro.org/seminar.html
https://www.health.harvard.edu/blog/should-you-see-a-chiropractor-for-low-back-pain-2019073017412
http://alumni-chiro.org/
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JAC名誉会長の赤松正雄先生が産経新聞のインタビューを受け記事が掲載されました。 

【改憲再出発】赤松正雄元厚生労働副大臣 憲法審には幻滅 予備的国民投票を 

8月 5日  

第 10回日本カイロプラクティック科学学会学術大会の基調講演者が決定しました。以下、仮題です。講演テーマが最

終決定しましたら追加講演者とともに更新いたします。学会の開催期間が連休中のため、宿泊施設は各自お早めに

予約をお取りください。詳細は学術大会公式ページをご覧ください。 

 直原幹 先生（上越教育大学副学長）：スポーツ科学とエビデンス  

 大谷晃司 先生（福島県立医科大学医療人育成支援センター主任教授）：エビデンスに基づく整形外科学の治療 

 森實敏夫 先生（日本医療機能評価機構客員研究主幹）：EBM（科学的根拠に基づく医療） とは 

 北澤京子 先生（京都薬科大学客員教授）：【医療の"賢明な選択（Choosing Wisely）"推進する】  

 後藤雅博 先生（後藤カイロプラクティックオフィス）：統合医療とカイロプラクティック 

 竹谷内啓介 先生（東京カイロプラクティック・JAC会長）：【カイロプラクティックに必要な EPIC】 

 中塚祐文 先生（中塚カイロプラクティック研究所）：ワークショップ 

7月 25日  

東京カレッジオブカイロプラクティックの学生（日本カイロプラクターズ協会学生会員）が、新橋駅前で開催されている

第 24回新橋こいちまつりで姿勢検査を実施しました。二日間にわたり多くの方にお越しいただきました。 

7月 24日  

日本カイロプラクターズ協会の九州ブロックセミナーのお知らせです。 

【日 時】 2019年 8月 18日（日） 午前 10時～午後 5時 

【会 場】 シェアオフィス sumiyoshibase （福岡県博多市住吉 2-11-21 地下 1 ） 

【テーマ】 「アスレティックトレーナーの役割とテクニックセミナー」 

【講 師】 管進吾先生 Shingo Kan AT （元ソフトバンクホークストレーナー）  

【詳 細】 セミナー・学会情報 

7月 24日  

日本カイロプラクターズ協会の関東甲信越ブロック主催・日本スポーツカイロプラクティック連盟協力のトム・グリーンウ

ェイ先生講演会のお知らせです。 

【日 時】 2019年 9月 29日（日） ：午後 2時～4時 

【会 場】 味覚糖 UHA館 TKP浜松町カンファレンスセンター4C （東京都港区浜松町 1-26-1） 

【テーマ】 ～東京２０２０に向けたセミナーシリーズ③～ 

「競技大会の多職種連携診療に従事するカイロプラクターの役割と複雑な制度： 

カイロプラクターに求められる技術とマネジメント」 

https://www.sankei.com/politics/amp/190809/plt1908090007-a.html
https://www.chiropractic.or.jp/congress/
http://www.shinbashi.net/top/koichi/2019/
https://www.facebook.com/chirokyushu
https://www.jac-chiro.org/seminar.html
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【講 師】 トム・グリーンウェイ先生 Tom Greenway DC （IOC カイロプラクティック部門代表） 

【通 訳】 丹野孝治先生・山田広志先生 

【詳 細】 講演会情報 

7月 24日  

カイロプラクティック＆徒手療法雑誌に「カイロプラクティック労働力調査：国際的な視点から」（The chiropractic 

workforce: a global review）が掲載されました。WFC（世界カイロプラクティック連合）加盟団体の協力を得て、世界中

のカイロプラクティック労働力を可用性（人数と場所）、質（教育と免許）、利便性（アクセス・保険カバー）、容認性（業務

範囲・法律上の権利）の観点から調査しています。2011年にWFCにより作成された「カイロプラクティック業務に関す

る法的状況の国際調査報告書」以降、業界最大規模の調査です。  

 90か国に普及し 103,469人のカイロプラクター※が存在する。 （※WHO基準/国際標準） 

 19か国に 48の教育機関※がある。 

 81か国で、国民が直接カイロプラクターに受診することができ、46か国で国民皆保険もしくは民間保険が適用される。  

 90か国のうち、（日本を含む）68か国で法的に許容され、12か国で違法と明記されている。  

 カイロプラクティックの法律や教育機関の存在は高所得国に多い傾向である。 

7月 23日  

海外では医学部を設置する大学がカイロプラクティック学科を併設するケースが増えてきており、イギリス(セントラルラ

ンカシャー大学：University of Central Lancashire)、オーストラリア(マッコーリー大学：Macquarie University)、スイス

(チューリッヒ大学：University of Zurich)、デンマーク(南デンマーク大学：University of Southern Denmark)、マレー

シア（国際医療大学：International Medical University）などが主な例です。 

7月 15日  

WFC（世界カイロプラクティック連合）のアジア地域会議がシンガポールで開催されました。リチャード・ブラウンWFC

事務局長、竹谷内啓介WFC理事を含めてマレーシア、シンガポール、インドネシア、フィリピン、台湾、香港、韓国、

日本の代表が集まり業界の共通課題や業界発展のための目標について協議しました。多くの出席者から、アジア地

域で 24年ぶりとなる、東京での 2021年WFC世界大会に期待の声がありました。 

7月 9日  

WHO基準（国際基準）カイロプラクター求人のお知らせ： さくカイロプラクティック（神奈川県横浜市） 

詳しくは求人広告のお知らせをご覧ください。 

7月 2日  

東京都日野市発行の「広報ひの」で日本人初のカイロプラクター、森久保重太郎（1868-1933）について紹介されまし

た。1887年の渡米後は帰国せず、アメリカで生涯を過ごしました。さらに国文学研究資料館の史料から、森久保は明

https://www.jac-chiro.org/tgseminar2019.html
https://chiromt.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12998-019-0255-x
https://www.jac-chiro.org/ad.html
http://www.city.hino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/011/981/0601/190601_08-09.pdf
https://www.nijl.ac.jp/
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治元年（1868年）生まれであることが判明しました。今までの記録では、米国での森久保は 1877年生まれで通して

いたようです。 

6月 26日  

カイロプラクティックの基礎教育と安全性に関するWHOガイドラインがWHO公式ホームページで公開され、日本カ

イロプラクターズ協会が公式翻訳した日本語版も掲載されています。 

6月 25日  

英国セントラルランカシャー大学（University of Central Lancashire）健康科学部にカイロプラクティック修士課程プロ

グラムが開講します。英国では 5番目のカイロプラクティック大学教育です。健康科学部には理学療法学科、作業療

法学科、スポーツセラピー学科、救急医療学科などが設置されています。またセントラルランカシャー大学には医学部

も設置されており、英国では医師とカイロプラクターの共同体制による患者ケアも整備され、統合医療制度が推進され

ています。 

6月 18日  

カイロプラクティック＆徒手療法誌（Chiropractic and Manual Therapies）掲載の論文「腰痛や頚部痛に対する徒手療

法後の有害事象は回復の可能性に影響を与えるか？：コーホート研究」では、非特異的腰痛と頚部痛の予後は徒手

療法後の軽度～中等度の有害事象により影響しないと報告しています。著者は「有害事象と関係する治療は 、疼痛

組織が解放されることで侵害受容器が刺激されて生体力学的（バイオメカニクス）適応の反応が起こることが考えられ

る」と述べています。 

6月 17日  

昭和女子大学で開催される第 10回日本カイロプラクティック科学学会学術大会（2019年 11月 3日～4日）では、ス

ポーツ科学、整形外科、EBM、Choosing Wisely（賢い医療の選択）、IOC（国際オリンピック委員会）の分野から専門

家の先生方にご講演いただきます。またリオオリンピックの総合診療所勤務やチーム帯同のカイロプラクターの先生

方の発表、一般会員の発表やパネルディスカッションも行われます。（※学会参加申し込みフォームを修理しているた

め、7月 1日申し込み開始となります。非会員の参加条件はありません。） 

6月 16日  

九州ブロックでは 8月 18日（日）にオープンセミナーを博多で開催します。 講師にはソフトバンクホークスや名古屋グ

ランパスエイト等でトレーナーとして活躍された管進吾先生をお迎えし、一般対象のセミナーです。 現場のお話に加

え、テーピングやグランストンテクニック等の実技も行っていただきます。 スポーツトレーナー、理学療法士、柔道整復

師やスポーツに興味のある方などどなたでも参加できますので、是非お誘い合わせの上ご参加くださいますようお願

い申し上げます。 

6月 16日  

https://apps.who.int/iris/handle/10665/43352
https://www.wfc.org/website/index.php?option=com_content&view=article&id=522%3Auk-to-offer-new-university-based-chiropractic-program-at-university-of-central-lancashire&catid=56%3Anews--publications&Itemid=27&lang=en
https://www.wfc.org/website/index.php?option=com_content&view=article&id=522%3Auk-to-offer-new-university-based-chiropractic-program-at-university-of-central-lancashire&catid=56%3Anews--publications&Itemid=27&lang=en
https://chiromt.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12998-019-0248-9
https://chiromt.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12998-019-0248-9
https://www.chiropractic.or.jp/
http://kyushu.nobody.jp/seminar.html
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2019年度 JAC定時総会が開催され役員改選が行われました。昨年度まで監事を務めた前田喜代治先生が勇退さ

れ、今年度の JAC栄誉賞を受賞しました。もう一名の受賞者は竹谷内宏明ら先生です。北海道、東北、西日本、九州

ブロック長も新たに選出されました。総会後セミナーでは、丹野孝治先生による臨床で役立つ医学英語の講義があり、

参加者は最近特に都市圏で増えている外国人患者に対応するため臨床英会話を学びました。 

6月 11日  

10月 16日は世界脊椎デー(World Spine Day)です。世界脊椎デー当日には今年のテーマ「背骨を動かそう！」(Get 

Spine Active)に沿った内容で イベントを開催予定です。世界脊椎デーの過去のテーマについてはこちらをご覧くださ

い。 

6月 8日  

WHO（世界保健機関）発行の学術誌「BULLETIN」掲載の論文「腰痛へのケア：医療制度は対応できているか？」で

は、腰痛ケアに対して、各国の医療制度（ヘルスシステム）がエビデンスに基づくアプローチをとるようよう呼びかけて

います。手術・ブロック注射・画像診断・薬物投与（鎮痛剤）を極力減らし、アドバイス・患者教育・安心感の提供・脊椎

マニピュレーションなどの徒手療法・運動などのアプローチを推奨しています。鎮痛剤の過剰な投与により製薬会社が

儲けている実態の報告もあります。 今、世界中のカイロプラクターが脊椎ケアの分野で貢献できる機会が訪れていま

す。 

5月 31日  

カイロプラクティック＆徒手療法雑誌にWHO提唱のリハビリテーション 2030（Rehabilitation 2030）に呼応するた

め、「世界カイロプラクティック連合による国際的なカイロプラクティックリハビリテーションのコンピテンシー・フレームワ

ーク（能力・特性の枠組み）の開発」の論文が発表されました。 

5月 31日  

2019年の世界脊椎デー（World Spine Day）のテーマは「背骨を動かそう」（Get Spine Active）です。今年は日本でも

世界脊椎デーのイベント開催を予定しています。詳細は後日こちらのホームページでお知らせします。 

5月 20日  

WFC（世界カイロプラクティック連合）代表者がジュネーブのWHO（世界保健機関）本部で開催されている世界保健

総会に出席しました。WHOの公式 NGO としてWFCは毎年、世界保健総会オブザーバーとして派遣団を送っていま

す。 

5月 16日  

アメリカの「週 40時間以下で高給が稼げる仕事 15選」(Business Insider Japan)の中で、カイロプラクターが 15位

に入っています。日本でもカイロプラクターの社会的地位を上げるには、業界全体がテクニック（療法）主体の短期教

育（講習会）に終止符を打ち、専門医療（ヘルスケア）のプロフェッション（職業）教育へ移行するよう社会や行政から求

められています。 

http://www.worldspineday.org/
https://www.jac-chiro.org/worldspineday.html
https://www.who.int/bulletin/volumes/97/6/18-226050/en/
https://chiromt.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12998-019-0249-8
https://chiromt.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12998-019-0249-8
http://www.worldspineday.org/wsd2019/
https://www.who.int/en/
https://www.businessinsider.jp/post-190571
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5月 15日  

静岡県は、頭蓋骨矯正による小顔効果を謳う不適正表示に対する措置を行いました。エステティック以外にも、カイロ

プラクティック・整体を名乗る一部業者において類似広告が見られますが、頭蓋骨矯正により小顔効果を示す科学的

根拠はありません。 『県は平成 31年 3月 11日、頭蓋骨矯正による小顔効果を謳うサービスを提供する事業者に対

し、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に基づく措置命令を行いました。 事業者は、合理的な根拠がない

にもかかわらず、あたかも頭蓋骨を動かすことで小顔になり、その効果が持続するかのように思わせる表示を行って

いました。』 （静岡県公式ホームページ） 

5月 2日  

世界カイロプラクティック連合（WFC）の長期計画書（2019-2022）です。30年に渡り、WFCは世界のカイロプラクター

の臨床・教育・研究を発展させるため活動し、長期計画の表明により活動方針が明確になりました。  

◆SUPPORT（支援）：提唱・表明・学術知識の拡散を通してカイロプラクティック業界を支援する。  

◆EMPOWERMENT（地位）：平等・多様性を重視し、知識の移行により業界人の社会的地位を向上し、未来のリーダ

ーを育成する。  

◆PROMOTION（宣伝）：カイロプラクティックの有益性を国際的なステークホルダー、政治家、国民に宣伝する。  

◆ADVANCEMENT（発展）：エビデンスに基づく、人々中心の、医療専門職間連携の、協力によるケアを掲げて、カイ

ロプラクティック業界を発展させる。 

4月 30日  

カイロプラクティックが法制化（国家資格・州資格）されている国々のカイロプラクター有資格者の人数です。北米だけ

で全世界の 8割以上のカイロプラクターが集中しています。 

○ アメリカ 70,000人 

○ カナダ 9,000人 

○ オーストラリア 5,500人 

○ イギリス 3,200人 

○ デンマーク 650人 

○ ニュージーランド 640人 

○ 香港 230人 

4月 24日  

日本カイロプラクターズ協会の定時総会および総会後セミナーのお知らせです。 

【日 時】 2019年 6月 16日（日） 総会：午前 10時～12時 セミナー：午後 1時 30分～3時 30分 

【会 場】 味覚糖 UHA館 TKP浜松町カンファレンスセンター4C （東京都港区浜松町 1-26-1） 

【テーマ】 セミナー：～東京 2020に向けたセミナーシリーズ②～「臨床で役立つ医学英語」 

【講 師】 丹野孝治先生 Takaharu Tannno DC  

4月 22日  

http://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-110/30keihyouhousochi.html
https://www.wfc.org/website/images/wfc/docs/Strategic_Plan_2019-2022/WFC_STRATEGIC_PLAN_2019-2022.pdf
https://www.jac-chiro.org/assemblyseminar2019.html
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日本カイロプラクティック科学学会学術大会のテーマが決定しました。 

【名 称】 第 10回日本カイロプラクティック科学学会学術大会 

【日 時】 2019年 11月 3日（日）・4日（月）  

【会 場】 昭和女子大学 （東京都世田谷区太子堂 1-7-57）  

【テーマ】 「エビデンスに基づく臨床を目指して」  

【詳 細】 第 10回学術大会ページ 

4月 10日  

日本カイロプラクターズ協会関東甲信越ブロックの総会後セミナーのお知らせです。 

【日 時】 2019年 5月 19日（日） 総会：午後 12時～ セミナー：午後 1時～5時 

【会 場】 味覚糖 UHA館 TKP浜松町カンファレンスセンター4C （東京都港区浜松町 1-26-1） 

【テーマ】 ～東京 2020に向けたセミナーシリーズ①～「オリンピック・パラリンピックでのカイロプラクティックケア」 

【内 容】東京２０２０に向けて外国人からのカイロプラクティックケアの需要が増えることが予想されます。様々な施設

においてWHO基準のカイロプラクターによるサービスが適正に提供されるよう、オリンピックやアジア大会など国際

競技大会参加実績があるフィリピンオリンピック委員会医療部長のカマラ先生による講演です。 

【主 催】 日本カイロプラクターズ協会 関東甲信越ブロック 

【協 力】 日本スポーツカイロプラクティック連盟 

【講 師】 マーティン・カマラ先生 Martin Camara DC （ 国際スポーツカイロプラクティック連盟（FICS）代表理事） 

【申 込】 明田清吾 info@akedachiro.com  

4月 6日  

アナルズ・オブ・メディスン誌に掲載された「脊椎徒手療法における頸動脈解離を除外するリスク便益の評価方法：包

括的レビュー」では、既存の文献では、徒手療法（頸椎のモビリゼーションとマニピュレーション）は内頸動脈もしくは椎

骨動脈解離の原因やリスク増加に結び付かないと報告しています。WHO（世界保健機関）が、カイロプラクターによる

脊椎マニピュレーションの安全性と有効性を稀な合併症とともに紹介していることについても言及しています。ただし、

国際標準（WHO基準）カイロプラクターによる施術に限定されます。 

3月 23日  

3月 20 日から 23日までドイツ・ベルリンで開催された第 15回WFC（世界カイロプラクティック連合）世界大会に、竹

谷内啓介 JAC会長、若槻朋彦 JAC西日本ブロック長、三輪健彦 JFOCS会長、平木一巳 JFOCS代表が参加しま

した。  

WFC季刊ニュースレター2019年 4月号 

3月 21日  

https://www.jac-chiro.org/jscs2019.html
https://www.chiropractic.or.jp/congress/
https://www.facebook.com/JAC関東甲信越ブロック-1411633285790496/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07853890.2019.1590627?fbclid=IwAR2gqRmnl3aiVj9YX4JhFivsyqy3SOudc8rhkgg3UxLs5AKyX6ZtGlffsr8&
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07853890.2019.1590627?fbclid=IwAR2gqRmnl3aiVj9YX4JhFivsyqy3SOudc8rhkgg3UxLs5AKyX6ZtGlffsr8&
https://www.wfc.org/website/images/wfc/qwr/2019/QWR042019B.pdf
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東京カレッジ・オブ・カイロプラクティックの卒業式が行われ、新たに 10名のWHO基準カイロプラクターが輩出されま

した。卒業式のため校長のフィリップ・エブロル教授が来日しました。 

3月 13日  

英国医師会雑誌（BMJ）に掲載された「慢性腰痛治療を目的とした脊椎徒手療法の有益性と有害性：ランダム化比較

試験のシステマティックレビューとメタアナリシス」では、脊椎徒手療法（SMT）がガイドライン推奨の治療法（運動や投

薬）と同様の効果があると報告しています。 

3月 13日  

日本スポーツカイロプラクティック連盟（JFOCS）と日本カイロプラクターズ協会（JAC）の間で、アスリートを対象とした

カイロプラクティックの普及や東京 2020に係る業務提携を締結しました。日本カイロプラクティック登録機構（JCR）の

基準を尊重し、アスリートに対するカイロの普及に向けて相互協力していく予定です。 

3月 12日  

10代若者の 3人に 1人が腰痛経験者であることが、米国の調査研究「子どもと思春期の若者に係る腰痛の疫学：若

者米国人 3,699人の横断研究」で明らかになりました。対象者のうち、15%が痛みで睡眠が妨げられると回答し、

41％が腰痛治療を受診したと回答しました。治療内容は、44％が理学療法、34％がカイロプラクティック、34％がマッ

サージ療法でした。 

3月 7日  

13歳のハローワーク公式ページでカイロプラクターとして会員二人(村上佳弘先生・高柳師門先生）の先輩インタビュ

ーが掲載されました。 

3月 5日  

欧州カイロプラクターズ連合（ECU）の研究代表者は EU欧州議会にて腰痛など筋骨格系疾患に対するカイロプラクタ

ーの役割についてスピーチを行いました。過去の欧州議会の代替医療（カイロプラクティック含む）に関する報告書で

す。 

2月 26日  

報道関係者から「カイロプラクティックに関する広告規制」についての質問があり、当会では倫理的・法律的に問題の

ある行為に対する当会の見解を発表しました。 

2月 22日  

東京カレッジオブカイロプラクティックが 4月入学生を募集しています。資料請求は直接学校までお問い合わせくださ

い。 

https://www.chiro.jp/
https://www.bmj.com/content/364/bmj.l689?fbclid=IwAR02pWVhZKBWjDItZW87UKyMQQhC_KBZZ3-3_ZciGlFOMqpKV9mr1WPVJWY
https://www.bmj.com/content/364/bmj.l689?fbclid=IwAR02pWVhZKBWjDItZW87UKyMQQhC_KBZZ3-3_ZciGlFOMqpKV9mr1WPVJWY
http://jfocs.org/
https://www.chiroreg.jp/
http://submissions.mirasmart.com/Verify/AAOS2019/Submission/out/AAOS2019-007523.PDF?fbclid=IwAR0-9ME2pePK07wJ6j7br-Umxe3hTkP33DtC7YJty7ylUyioIT66nfPbFyQ
http://submissions.mirasmart.com/Verify/AAOS2019/Submission/out/AAOS2019-007523.PDF?fbclid=IwAR0-9ME2pePK07wJ6j7br-Umxe3hTkP33DtC7YJty7ylUyioIT66nfPbFyQ
https://www.13hw.com/interview_pro/senpai_adv_murakami_yoshihiro.html
https://www.13hw.com/interview_pro/senpai_adv_takayanagi_shimonn.html
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1997-0075+0+DOC+XML+V0//EN
https://www.jac-chiro.org/research_07.html
https://www.jac-chiro.org/research_07.html
https://www.chiro.jp/
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2月 20日  

東京都は、平成 31年 2月 20日、小顔になる効果を標ぼうする役務を提供する事業者 2社に対し、景品表示法第 7

条第 1項の規定に基づき、措置命令を行いました。カイロプラクティック・整体による小顔矯正の科学的な根拠はあり

ません。 

1月 31日  

世界カイロプラクティック連合（WFC）の 2019～2022年役員が決定しました。北米代表 3名（米国 ACA1名・カナダ

2名）、欧州代表 1名（スイス）、アフリカ代表 1名（南アフリカ）が新たに選出され、アジア代表（日本）として竹谷内啓

介 JAC会長が再選（2期目）されました。 

1月 27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、第九回カイロ

プラクター登録試験（JCR登録試験）が実施されました。ただし以下の条件の者は試験が免除されます。  

１） 法制化されている国（州・地域）の免許取得者  

２） NBCE（全米カイロ試験委員会）試験 1 部および 2 部の合格者  

３）2011年 2月以前の国際認証取得校卒業生および 2008年 12月以前の CSC コース修了者 

1月 8日  

日本人初のカイロプラクターである森久保重太郎（1877-1933）の生涯について記述した論文です。森久保は DDパ

ーマーや BJパーマーとも深く親交があり、1907年にパーマースクールを卒業した後に医師法・オステオパシー法違

反で逮捕されたラクロス事件で有名になりました。  

【最新情報】  

①森久保重太郎の名前は英語表記の Shegetaro Morikuboから日本カイロプラクティック総連盟が森久保繁太郎の

当て字を使用してきましたが、森久保重太郎の表記であることが判明しました。  

②森久保重太郎の兄は明治から大正にかけて自由民権運動に関係した政治家、森久保作蔵（1855-1926）です。 

③森久保重太郎は作蔵、勝太郎という二人の兄がいました。作蔵の長男、善太郎（重太郎の甥）は 14歳で渡米しスタ

ンフォード大学とイェール大学で学び、帰国後は鬼怒川水力電気の常務取締役を務めました。  

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/hyoji/keihyo/20190220.html
https://www.wfc.org/website/
https://www.chiroreg.jp/
https://www.chiroreg.jp/
https://www.institutechiro.com/wp-content/uploads/2016/10/Wolfe-2014-Morikubo-Footnote.pdf
http://hino-museum.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/rekimin159.pdf
https://shashi.shibusawa.or.jp/details_idxperson.php?sid=5750&ini=%E3%82%82

