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11月 5日 １１月５日付の毎日新聞の「あなたの処方せん・24」の記事で顧問の竹

谷内宏明氏の紹介があり、どのカイロプラクターにかかればよいか日

本カイロプラクターズ協会の認定オフィスについても述べている。 

この記事 

10月 30日 札幌で開催された第 18回日本腰痛学会で、JAC会員の竹谷内克彰

氏が「整形外科医の脊椎徒手療法に関する認識の現状調査」と題して

口演発表を行いました。 

第 18回日本腰痛学会ホームページ 

10月 1日 第一回カイロプラクティック統一試験が 2011年 2月 11日に JCR（日本

カイロプラクティック登録機構）主催で開催されます。対象は東京カレッ

ジオブカイロプラクティックの 2010年度卒業生、マードック大学インター

ナショナルスタディーセンタージャパンの 2010年度卒業生および 2009

年以降国際カイロプラクティックカレッジ CSCプログラム修了生と 2005

年以降マードック大学 CSCプログラム修了生です。試験対策のワーク

ショップが 11月 23日に東京で 12月 5日に大阪で開催を予定しており

ます。 

この詳細 

10 月 1日 カイロプラクティック講演会が 25日、北海道北見市で開かれました。

JAC会員の村上佳弘氏、竹谷内克彰氏、城戸﨑九一郎氏がカイロプ

ラクティックについて解説しました。 

この記事 

9月 28日 本日、熊本県議会の平成 22年 9月定例会において池田和貴議員（自

由民主党）から「カイロプラクティック」についての質問がありました。カ

イロプラクティック WHOガイドラインが発行され、世界約 40カ国に代替

医療として普及している実情や、無資格の医業類似行為のため苦情

があっても取り締まる事ができない問題点などが答弁されました。熊本

県側からは早急に法制化を望むとの回答がありました。 

熊本県議会のホームページ 

カイロプラクティックに関しての池田和貴議員の質問 

健康福祉部長の森枝敏郎氏答弁 

9月 25日 東京カレッジ・オブ・カイロプラクティックの学生により開催された横粂

勝仁衆議院議員とカイロプラクティックについて考える会にはJAC役員
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を含め多数が参加した。今後も引き続き横粂議員と共に考える会が開

催される予定。 

横粂勝仁公式ブログ 

9月 5日 平成 20年度厚生労働科学研究費補助金（医療技術評価総合研究事

業）総括研究報告書の「統合医療の安全性と有効性に関する研究」の

中で、有害事象の経験と内容について東京都保健所、政令市保健セ

ンター、東京都消費生活総合センター、法律相談センターなどの団体

へのアンケートにおいて、健康被害、経済的被害などの問題があった

順位は下記であった。教育や業務において法規制がないカイロプラク

ティック・整体が上位に挙げられる。 

 

１．健康食品 

２．カイロプラクティック・整体 

３．漢方薬 

４．水 

５．鍼灸 

６．温熱療法 

７．ホメオパシー 

８．心理療法 

8月 26日 9月 20日にパーティーイベント、レイサマ―パーティーが東京・大崎の

アイリッシュパブ・ザ・シャノンズで開催されます。主催は日本カイロプ

ラクターズ協会関東甲信越ブロック、RMIT大学日本校同窓会、協賛は

江崎器械株式会社、株式会社イノアックリビング、産学社エンタプライ

ズです。チケットは一枚 1,000円（750円までの 1 ドリンク付）です。お求

めはお早めにお願い致します。 

お申し込み 

7月 15日 7月 12日付の東愛知新聞に 11日に開催された東京カレッジ・オブ・カ

イロプラクティック(TCC)主催、日本カイロプラクターズ協会(JAC)後援

の「カイロプラクティック講演会」の様子が記事に掲載された。豊橋商工

会議所で開かれ TCC校長の竹谷内宏明顧問が WHO国際基準カイロ

プラクティックの有効性や将来性を語った。 

この記事 

6月 28日 6月 28日付の日経産業新聞で東京都健康長寿医療センター研究所の

堀田晴美研究副部長、渡辺信博研究員（JAC会員）らと独ビュルツブ

ルク大学の研究チームは病気やけがなどによる痛みを和らげる新しい
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仕組みを発見しました。皮膚に軽く触れるとモルヒネに似た物質が体

内に分泌され痛みを抑えていたそうです。 

この記事 

6月 12日 注意 

WHO とは全く関係ない団体や教育機関が WHO（世界保健機関）の名

称を用いてカイロプラクティック等の宣伝を行っているようなのでご注

意ください。カイロプラクティックの WHOガイドラインの内容については

日本カイロプラクターズ協会事務局までお問い合わせください。世界保

健機関本部でも様々な詐欺についての注意を促しています。 

5月 31日 本日放送の東京 FMの番組クロノス（午前 6時～8時）の追跡というコ

ーナーの中で、5月 31日の WHO（世界保健機関）特集の中で、カイロ

プラクティックの基礎教育と安全性に関する WHOガイドラインについて

日本カイロプラクターズ協会が取材を受けました。 

5月 18日 

 

 

竹谷内克彰先生、門田安弘先生協力執筆の運動器

の痛みプライマリケア・頚部・肩の痛みが出版されま

した。 

 

運動器の痛みプライマリケア・頚部・肩の痛み 

菊地臣一（著） 

南江堂 定価：5,250円 
 

5月 17日 本日の第 174回通常国会で赤松正雄衆議院議員が決算行政監視委

員会第三分科会で長妻昭厚生労働大臣と足立信也厚生労働大臣政

務官に対し「統合医療の中で注目されているカイロプラクティックにつ

いて、業界が玉石混交にあることや WHOガイドラインを参考にアメリカ

やオーストラリアなど欧米と比較して出遅れている教育や研究、そして

三浦レポートの見直し」などについて質問しました。国会で WHOガイド

ラインを含めたカイロプラクティックの法制度の見直しについて言及さ

れたのは画期的なことです。過去には大分県議会で平成 19年第 4回

定例会で WHOガイドラインを参考にカイロプラクティック法制度化につ

いての討議がありました。今後の国会でのカイロプラクティックについ

ての有益な議論に期待します。 

 

第 174回通常国会決算行政監視委員会第三分科会 （ビデオ録画） 
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第 174回通常国会決算行政監視委員会第三分科会 (会議録) 

 

第 174回国会 5月 17日決算行政監視委員会ニュース 

5月 6日 RMIT大学日本校（現東京カレッジ・オブ・カイロプラクティック）が 2回目

のCCEAアクレディテーション（承認）を継続して 2012年まで取得しまし

た。 

3月 19日 インドネシア・バリで 2010年度 APCDF(アジア・パシフィック・カイロプラ

クター連合)の年次総会が開催され、アジア地域の協力について話し

合われました。先日 2012年までの CCEAアクレディテーション（認可）

を更新した東京カレッジ・オブ・カイロプラクティック（RMIT大学日本校）

の教育内容についても報告されました。 

2月 17日 NPO法人日本ホリスティック医学協会(帯津良一会長)刊行の「ホリステ

ィックマガジン」2010年号で手技療法団体として一般社団法人日本カイ

ロプラクターズ協会が紹介されました。 

2月 12日 2月 12日の東京新聞（中日新聞）の記事で「統合医療推進へプロジェ

クトチーム」と題して、厚生労働省が安全性など本格分析をする記事が

掲載されました。記事ではカイロプラクティックについても統合医療の

用手療法の一部として紹介しています。 

MSN産経ニュース 「統合医療推進」へ厚労省がプロジェクトチーム 

 

動画 

キャリアブレイン「統合医療のプロジェクトチームが初会合」 

 

NHK「統合医療推進チームで検討へ」 

2月 9日 シンガポールの Novotel Hotel Clarke Quayで、CCIA（オーストラレイジ

ア・カイロプラクティック教育機関連合）共同会議が開催され、豪州 3校

ニュージーランド 1校に加え、新たに韓国、マレーシア、日本からそれ

ぞれ 1校が加盟し、CCIAP（アジア・パシフィック・カイロプラクティック教

育機関協会）が設立されることが決定されました。 

*CCIA: Consortium of Chiropractic Institutions Australasia 

（オーストラレイジア・カイロプラクティック教育機関連合） 

 

CCIAP参加メンバーの教育機関 

・マッコーリー大学 （豪州） 
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・ＲＭＩＴ大学 （豪州） 

・マードック大学 （豪州） 

・ニュージーランド・カレッジ・オブ・カイロプラクティック （ニュージーラ

ンド） 

・ハンセオ大学 （韓国） 

・国際医科大学 （マレーシア） 

・東京カレッジ・オブ・カイロプラクティック （日本） 

2月 3日 アメリカのカイロプラクティック州資格のための試験問題提供団体、

NBCE（ナショナルボード試験委員会）が NBCEテストを受験できる教育

機関を発表しました。アジア地域では東京カレッジ・オブ・カイロプラク

ティックと韓国のハンセオ大学です。ハンセオ大学は NBCE試験会場

にもなっています。 

 

NBCE受験の条件を満たす教育機関 

2月 2日 

 

 

南山堂出版の家庭医・プライマリ・ケア医のための

総合誌治療 (The Journal of Therapy)の 2010年 2

月号(vol.92) 

不定愁訴に立ち向かうの中で、会員の竹谷内克彰

先生が「無資格の施術（整体・カイロプラクティックな

ど）レビュー」の項目を執筆しました。一般社団法人

日本カイロプラクターズ協会の紹介も記載されてい

ます。 
 

2月 1日 1月 28日の参議院予算委員会で、山根隆治議員が統合医療の推進

について質問しました。鳩山由紀夫総理は、「今まで日本の医療は病

気になったときの西洋医療中心であったが、病気にならない常に健康

を維持していくための東洋的な医療、統合医療をこの内閣のリードす

るものとして、政府としても真剣に検討をして推進していきたい」と統合

医療推進に向けての決意を語りました。日本カイロプラクターズ協会も

日本統合医療学会の代表として民主党へWHO基準のカイロプラクティ

ックの情報を提供しています。 

詳細は下記のページをご覧ください。 

民主党ニュース 

1月 29日 NBCE（ナショナルボード委員会）から連絡があり、9月 19日（予定）に

IBCE主催の JCR（日本カイロプラクティック登録機構）第一回統一試験
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（日本語で受験）が JAC、NBCE協力で行われることが決定しました。

詳細は後程。 

 

受験者条件： 

１）フルプログラム卒業生 

 （＊2010年 9月以降日本および海外のカイロ教育機関卒業生。国際

的に認知されている教育機関の一覧は世界のカイロ教育機関を参

照。） 

 

２）JAC承認 CSCプログラム卒業生 

 （2009年を含む以降の卒業生。） 

1月 11日 IMJ（日本統合医療学会）の認定資格者の会が開催され、JACの竹谷

内宏明顧問がカイロプラクティック代表世話人に選出された。 
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