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May 8, 2018      By email only 
 
Dr Teiji Takei 
Director of Medical Professions Division 
Health Policy Bureau 
Ministry of Health, Labour and Welfare 
Government of Japan 
Tokyo 
Japan 
 
Dear Sirs 
 
Re: Global status of the chiropractic profession 

 
I write at the request of World Federation of Chiropractic’s (WFC) 
Constituent Member for Japan, the Japanese Association of Chiropractors. 
This document sets out briefly the current status of the chiropractic 
profession as it exists around the world. 
 
Chiropractic is an autonomous, primary contact healthcare profession 
concerned with the treatment of musculoskeletal disorders, particularly of 
the spine. It is well established, and the WFC has over 90 national 
chiropractic association members in 7 world regions. There are an 
estimated 110,000 chiropractors in the world currently, comprising practising 
clinicians, researchers, academics and health policy experts. In the largest 
jurisdictions – the United States, Canada, Australia and the UK – 
chiropractic is regulated by statute and every chiropractor holds a licence to 
practise. Statutory regulation protects the public and ensures that standards 
of education, conduct and practice are maintained. 
 
The World Federation of Chiropractic has been a non-governmental 
organisation in official relations with the World Health Organization (WHO) 
since 1997. It works collaboratively to promote and implement WHO policy 
frameworks, specifically as they relate to the Sustainable Development 
Goals. Specifically, the WFC has connections to the departments of 
Disability and Rehabilitation, Integrated Care of Older People, Integrated 
People Centred Health Services, Traditional, Complementary and 
Integrative Medicine and Mortality, Health Standards and Data Informatics. 
 
There are currently over 40 educational institutions offering programmes in 
chiropractic. These programmes, lasting a minimum of 4 years, are 
delivered at Masters level and many are affiliated with university institutions. 
International accreditation exists through a number of Councils on 
Chiropractic Education. Indeed, Toyko College of Chiropractic is 
independently accredited through the Council on Chiropractic Education 
(Australasia). 
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The WFC has three standing committees in the form of the Research Committee, Disability and 
Rehabilitation Committee, and Public Health Committees. These are chaired and populated by highly 
qualified specialists in their respective fields. The WFC offers a Biennial World Congress, which features 
the profession’s largest scientific meeting, and a Chiropractic Education Conference, events that bring the 
profession together to advance international standards. 
 
It is a reflection of the current status of the chiropractic profession that its senior researchers publish 
regularly in internationally respected peer reviewed journals. Recently, two chiropractors were among the 
30 international authors that produced a series of papers on low back pain in The Lancet. Others have 
held senior positions in international spine societies.   
 
Chiropractic is highly regarded in the field of sports medicine. Chiropractors were present within the 
polyclinics of the London 2012 and Rio 2016 Olympic and Paralympic Games, where their presence was 
highly valued by the International Olympic Committee. In addition to being part of the host medical 
services, many chiropractors also participated as members of national Olympic squads. The status of 
chiropractic in international Olympic sport is such that the Chief of the United States Olympic Medical 
Team, Dr Bill Moreau, is himself a chiropractor.  
 
Chiropractic, as an independent health care profession, is regulated in over 40 countries around the 
world. That it is yet to be regulated in Japan is a matter of regret and the WFC stands prepared to assist 
both the Japanese Association of Chiropractors and, if invited, the Japanese Government, in facilitating 
such regulation in Japan. 
 
As the epidemic of back pain continues, along with an increasing ageing population, chiropractors have a 
key role to play in improving functional and intrinsic capacity. As highly trained health care professionals, 
chiropractors take a biopsychosocial approach to care that extends beyond the mere provision of manual 
therapy. 
 
The WFC is aware of the role that the Japan Chiropractic Register (JCR) plays in quality assurance within 
the chiropractic profession in Japan. The presence of such a register assures the WFC that registrants 
meet international standards of education and training. This self-regulatory framework is important and 
the WFC commends its structure in moving towards statutory regulation of the profession and protection 
of the public. In summary, chiropractors are ready and prepared to play an active role in regulated health 
care in Japan.  
 
Yours sincerely 

 
 
 
 
 
 
 

Richard Brown DC, LL.M, FRCC 
Secretary-General 
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2018年 5月 8日 

日本国厚生労働省 医政局 

医事課長 武井 貞治 様 

 

カイロプラクティック業界の国際状況について 

冠省 

世界カイロプラクティック連合（WFC）の日本代表団体である日本カイロプラクターズ協

会の要請により一筆啓上申し上げます。本文では世界中のカイロプラクティック業界の現

状について簡潔にご説明させていただきます。 

 

カイロプラクティックは独立した筋骨格系障害の治療に関連するプライマリヘルスケアの

職業であり、特に脊椎に注目しています。世界カイロプラクティック連合（WFC）は世界

7 地域の 90 ヶ国以上のカイロプラクティック会員団体から構成されています。現在、推定

11 万人のカイロプラクターが臨床家、研究者、教育・医療政策専門家としてそれぞれの領

域に携わっています。法制化されている影響力のある国々は、アメリカ、カナダ、オースト

ラリアとイギリスであり、それぞれの国では法的規制により免許制度が確立しています。法

的規制は国民の安全を守り教育基準を確保することで、倫理や臨床の水準が維持されます。 

 

カイロプラクティックは独立した筋骨格系障害の治療（特に脊椎に注目する）プライマリヘ

ルスケアの職業です。世界カイロプラクティック連合（WFC）は世界 7地域、90ヶ国以上

のカイロプラクティック団体から会員構成されています。現在、世界中で推定 11万人のカ

イロプラクターが臨床家、研究者、教育・医療政策専門家としてそれぞれの領域に携わって

います。特にアメリカ、カナダ、オーストラリアとイギリスの法制化されている国々では法

的規制により免許制度が確立しています。各国の法的規制は教育水準を確保し、術者の倫理

や臨床の水準が保たれることで国民の安全を守る役割を担っています。 

 

世界カイロプラクティック連合は 1997 年から世界保健機関（WHO）の非政府組織に公式

に加盟しています。WHO 政策の取り組みを普及し実施するため協力しながら、特に

Sustainable Development Goal（持続可能な開発目標）に関する分野を重視しています。

WFCは障害＆リハビリテーション、高齢者の統合ケア、統合的な人々中心のヘルスサービ

ス、伝統・補完・統合医療、死亡率、健康基準、データ情報学の部署と関係があります。 

 

今日では 40以上のカイロプラクティック教育機関があり、最低 4年間の修士レベルの教育

を提供し、多くは大学（高等教育機関）と提携しています。大学は各地域のカイロプラクテ

ィック教育審議会を通して国際的な教育の認証評価制度があります。実際に東京カレッジ・

オブ・カイロプラクティックは独自で大洋州カイロプラクティック教育審議会から認証を



取得しています。 

 

WFCは三つの常任委員会として、研究委員会、障害＆リハビリテーション委員会、公衆衛

生委員会を設置しています。各委員会は研究に従事した専門家から構成されています。また

WFCは隔年で業界最大の研究学会である世界大会およびカイロプラクティック教育会議を

開催しており、業界の発展に貢献しています。 

 

最近ではカイロプラクティックの上級研究者は国際的評価の高い査読のある学会誌に定期

的に研究論文を投稿しています。最近では 2 名のカイロプラクターが医学雑誌ランセット

の腰痛シリーズ研究論文のグループ著者 30名に含まれました。国際的な脊椎学会の理事を

務める研究者もいます。 

 

カイロプラクティックはスポーツ医学の分野でも高く評価されています。2012 年ロンドン

と 2016年リオのオリンピック・パラリンピック総合診療所（ポリクリニック）ではカイロ

プラクターが参加し、国際オリンピック委員会から高く評価を受けました。さらには代表国

の医療サービスの一員として多くのカイロプラクターが各国のオリンピックスポーツチー

ムに参加しています。国際的なオリンピックスポーツの中でのカイロプラクティックの地

位としては、アメリカオリンピック委員会医療部門代表者兼カイロプラクターである Dr 

Bill Moreauが有名です。 

 

独立したヘルスケアの職業として 40カ国以上でカイロプラクティックが法制化されていま

す。残念ながら日本では法制化されていませんが、WFCは日本カイロプラクターズ協会を

協力する準備があり、日本国政府からご招待いただければ日本の法制化を手助けする用意

があります。 

 

高齢化社会とともに腰痛の蔓延が世界的な課題であり、カイロプラクターは機能や内在的

能力を改善する重要な役割を担います。専門的な教育を受けたヘルスケアの職業としてカ

イロプラクターは生物心理社会的アプローチから、単に徒手療法以上のケアを提供するこ

とができます。 

 

WFCは日本カイロプラクティック登録機構（JCR）が日本のカイロプラクティック業界内

の質を保証する役割を担っていると理解しております。このような登録機関の存在はWFC

にとっても国際基準の教育および学習を履修している登録者を把握する際に役立ちます。

自主規制の枠組みは重要であり、WFCは業界の法的規制や国民の安全を守ることにつなが

る観点からこの様な取り組みを喜ばしく思います。最後にカイロプラクターは日本の法的

資格制度のあるヘルスケアの中で積極的役割を担う準備ができています。 

草々 

 

世界カイロプラクティック連合（WFC）事務局長 

Richard Brown DC, LL.M, FRCC 
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