
第八回 カイロプラクター登録試験（JCR登録試験） 

平成 30年 2月 4日実施 

 

各位 

前略 日本カイロプラクティック登録機構（JCR）は、「第八回 カイロプラクター登録試験」

（JCR登録試験）を平成 30年 2月 4日（日）に実施します。世界保健機関（WHO）によ

る一定の安全基準を満たすカイロプラクターを登録し安全なカイロプラクターを選ぶ基準

を示すことを目的として、日本カイロプラクティック登録機構は2008年に設立されました。

登録者名簿は一般公開され、定期的に厚生労働省へ提出されています。 

カイロプラクティック利用者の健康と安全を担保するため本機構の登録事業に賛同され 

る皆さまの受験をお待ちしております。 

草々 

 

日本カイロプラクティック登録機構事務局 

 

■第八回 カイロプラクター登録試験 概要■ 

試 験 ： 第八回 カイロプラクター登録試験（JCR登録試験） 

日 時 ： 平成 30年（2018年）2月 4日 (日) 

場 所 ：新橋 IKビル 8階会議室 

受 験 料 ： 42,000円（受験料 350米ドルおよび送金手数料込：1米ドル＝120円） 

※お振り込みは各自ご負担くださいますようお願い申し上げます。 

 

○ 試験会場： 新橋 IKビル 8 階会議室  東京都港区新橋 6-20-11 

都営地下鉄【御成門駅】A4 出口徒歩 4 分； 都営地下鉄【大門駅】A2 出口徒歩 8 分； 

JR・東京モノレール【浜松町駅】北口徒歩 10 分； JR・東京メトロ・都営地下鉄 

【新橋駅】烏森口徒歩 10 分 

☆ 別紙の地図をご覧ください。 

☆ 羽田空港からお越しの方 ①：京浜急行線の「羽田空港国内線ターミナル駅」から急行、

特急もしくは快特に乗車し「品川駅」で下車。「品川駅」から JR 線に乗車し「浜松町

駅」で下車。浜松町駅から徒歩 10 分。（計約 40～50 分） 

☆ 羽田空港からお越しの方 ②：東京モノレールの「羽田空港第 1 ビル」「羽田空港第 2 ビ

ル」から乗車し「浜松町」で下車。「浜松町」から徒歩 10 分。（計約 30～40 分） 

 

○ 試験内容：別紙の「JCR登録試験内容について」と「参考図書」をご覧ください。 



 

○ 合否通知：受験から約 2カ月以内に合格証明書と共に郵送いたします。 

 

○ カイロプラクター登録：JCR登録試験の合格証明書を受領された方は、本機構のカイロ

プラクター登録申請書を提出してください。登録完了後は、WHO基準カイロプラクタ

ーとして厚生労働省に氏名および登録者情報が提出されます。登録申請の手順につきま

しては合格証明書の郵送時にお知らせいたします。 

 

○ お申し込み：受験希望の方は別紙の「2018年 JCR登録試験の申込書および承諾書」に

記入の上、2017年 12 月 15 日（金）着でお送りください。申し込みから受験までの細

かな手続きにつきましては別紙「試験の申し込み方法」をご覧ください。 

送り先： 日本カイロプラクティック登録機構 

〒105-0003 東京都港区西新橋 3-24-5-503 JAC事務局内 

 

○ 詳細：下記のURLをご参照ください。 

日本カイロプラクティック登録機構のご紹介 

http://www.chiroreg.jp/PDF/jcr_brochure.pdf 

カイロプラクター登録試験 サンプル問題 

http://www.ibce.org/?page_id=1068 

 

○ お問い合わせ：お申し込みにつきましてご質問がございましたらメールまたは FAX に

て対応させて頂きますのでよろしくお願い致します。 

 

Eメール： webmaster@chiroreg.jp  

FAX番号： 03-3578-9390 

Eメール、FAXをお持ちでない方はお手紙でご連絡ください。 

宛先： 日本カイロプラクティック登録機構 

〒105-0003 東京都港区西新橋 3-24-5-503 JAC事務局内 

 

■カイロプラクター登録試験について■ 

カイロプラクター登録試験（JCR 登録試験）の内容は、米国カイロプラクティック国家

試験を運営している全米カイロプラクティック試験委員会（NBCE）支援のもと 2003 年に

設立された国際カイロプラクティック試験委員会（IBCE）が作成しています。カイロプラ

クター登録試験の正式名称は、「JCR登録試験」（旧称：JCR-IBCE カイロプラクティック

統一試験）で 2011年より実施されています。 

 

http://www.chiroreg.jp/PDF/jcr_brochure.pdf
http://www.ibce.org/?page_id=1068
mailto:webmaster@chiroreg.jp


試験問題は IBCE の臨床能力判定試験（SPEC）と呼ばれる、米国や海外においてすでに

資格を得たカイロプラクターに対して臨床知識を再確認する試験を日本語に翻訳した問題

から、本機構の試験委員会が国内の状況に適切な問題を選択しています。 

試験後、カイロプラクター登録試験の合格証明書を受領された方は、本機構のカイロプラ

クター登録申請書に記入して提出してください。登録完了後は、WHO 基準カイロプラクタ

ーとして厚生労働省に登録者情報が提出されます。登録申請の手順につきましては合格証

明書の郵送時にお知らせいたします。 

 

■試験対象者■ 

対象者は、下記の世界保健機関（WHO）指針に準拠した教育プログラム修了者です。 

● 2011年 3月以降の「CCE認証取得カイロプラクティック教育」修了者 

【国際承認取得のカイロプラクティック教育プログラム一覧】 

http://www.cceintl.org/index.php/accrediting-bodies/ 

● 2009年から 2012年までの「日本カイロプラクターズ協会（JAC）承認カイロプラクティ

ック標準化コース（CSC）」修了者 

【CSCプログラム：2012年で終了】 

http://www.jac-chiro.org/education.html 

● 国民生活センターの要請による「カイロプラクティック安全教育プログラム」修了者 

【カイロプラクティック安全教育プログラム：2014年開講】 

http://chiro-safety-program.com/ 

 

※CCE（カイロプラクティック教育審議会）：世界 4つの地域（米国、欧州、カナダ、大洋

州）に存在するカイロプラクティック教育プログラムの国際認証機関。現在、国内では東京

カレッジ・オブ・カイロプラクティック（TCC）が唯一、CCE大洋州から国際認証を取得

している。 

 

■試験内容■ 

試験は二項目からなる合計 200問のマークシート方式（多肢選択問題）です。 

＜項目 1＞ 

患者評価の理解と一般常識を確認するための問題 

１．患者への問診 (Patient interview) 

２．理学検査 (Physical Examination) 

３．神経筋骨格系検査 (Neuro-musculoskeletal Examination) 

４．X 線検査 (X-ray Examination) 

５．臨床検査と特殊検査 (Clinical Lab and Special Studies) 

６．診断および臨床所見 (Diagnosis or Clinical Impression) 

https://www.value-press.com/bin/tools/link_counter?l=YUhSMGNEb3ZMM2QzZHk1alkyVnBiblJzTG05eVp5OXBibVJsZUM1d2FIQXZZV05qY21Wa2FYUnBibWN0WW05a2FXVnpMdz09&a=jsqcmyjujpp
https://www.value-press.com/bin/tools/link_counter?l=YUhSMGNEb3ZMM2QzZHk1cVlXTXRZMmhwY204dWIzSm5MMlZrZFdOaGRHbHZiaTVvZEcxcw%3D%3D&a=jsqcmyjujpp
https://www.value-press.com/bin/tools/link_counter?l=YUhSMGNEb3ZMMk5vYVhKdkxYTmhabVYwZVMxd2NtOW5jbUZ0TG1OdmJTOD0%3D&a=jsqcmyjujpp


７．カイロプラクティック・テクニック (Chiropractic Techniques) 

８．補助療法 (Supportive Techniques) 

９．症例対処方法 (Case Intervention Strategies) 

 

＜項目 2＞ 

臨床でよく目にする 25臨床症例のマネジメントに関する問題 

１．関節、神経学、筋骨格系の症状 

２．消化器系、心臓血管系、呼吸器系および外皮の症状 

３．内分泌、代謝、男性・女性生殖器、血液学、リンパ系、腎臓、泌尿器系の症状 

４．その他多岐にわたる症状（アレルギー・栄養学）、眼、耳、鼻、喉、小児、性病など 

 

■試験免除者■ 

登録申請者で試験免除希望者は、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。 

 全米カイロプラクティック試験委員会（NBCE）試験 Ⅰ部およびⅡ部合格者 

 法制化された国（州）のカイロプラクター免許取得者 

（例：米国各州、カナダ各州、イギリス、豪州、スイス他） 

 2011年 2月以前の「CCE認証取得カイロプラクティック教育」修了者 

 2008年末までの「JAC承認カイロプラクティック標準化コース（CSC）」修了者 

 

■試験の申し込み方法■ 

カイロプラクター登録試験（JCR登録試験：旧称 JCR-IBCEカイロプラクティック統一

試験）を受験される方は、下記の手順に従って申し込みをお願いします。 

 

１） 申込書の記入例を参考に、JCR登録試験の申込書および承諾書に記入し、下記の

JCR事務局宛に申込期限までに郵送でお送りください。申込書と共に A4サイズ程度

の学位（または修了書）のコピーを必ず同封してください。申込書は全てアルファベ

ットと数字で記入してください。アルファベットで記入できない場合は日本語でお書

きください。事務局で翻訳させて頂きます。署名の欄は日本語でも構いません。 
 

 フルプログラムの学生の場合は在籍の学校を通して申し込みをして下さい。 

 JCR試験受験資格プログラム（安全教育プログラム）受講生の方は各自でお

申し込みください。（※申請書の在籍教育機関の個所には Safety Training 

Programとお書きください） 

 

 

 

 

105-0003  

東京都港区西新橋 3-24-5 レック御成門川名ビル 503  ＪＡC 事務局内 

日本カイロプラクティック登録機構（JCR） 宛 

 



 

２） JCR登録試験の申込書および承諾書の内容が事務局で受理されましたら、振込先が提

示された用紙が届きますので指定の口座に受験料の費用をお納めください。受験料は

米国への送金料込みで一人 42,000円です。（2017年：350米ドル） 

 

３） 事務局で受験料の振込が確認されましたら、受験料振込確認書が受験者各自の手元に

送られます。 

 

４） 当日は、顔写真が入った身分を証明できるもの（免許証もしくはパスポート）を受験

料振込確認書とともに会場へお持ちください。 

 

５） 試験結果がお手元に届く際に JCR登録申請の手順についてもお知らせいたします。

JCR登録申請が完了した時点でWHO基準カイロプラクターとして厚生労働省提出用

の名簿に掲載されます。 

 



会場「新橋ＩＫビル8 階会議室」までのアクセス 

 

浜松町駅（徒歩 10分）・大門駅（徒歩 8分）・御成門駅（徒歩 4分）からお越しの方 

 

 

 

 



新橋駅（徒歩 10分）からお越しの方 

 

 

 

 

 

ＩＫビル 

 

東京都港区新橋 6-20-11 



INTERNATIONAL BOARD OF CHIROPRACTIC EXAMINERS

Special Purposes Examination for Chiropractic for Japan Chiropractic Register

2018年JCR-IBCE登録試験の申込書および承諾書 

指示に従って記入して下さい。未完成の申込書は返送されます。

1. 個人情報 Personal Information

氏名 Name   
 姓  (Last name) 名 (First name)

住所 Address  
 （現在の郵送先住所） (Current mailing address)

 （現在の郵送先住所、続き） (Current mailing address, line 2)

生年月日 Date of birth        Ｅメールアドレス E-mail address ___________________________________
 （月）(M)（日）(D)（年）(Y)  （所有している場合） (if available)

在籍していたカイロプラクティック教育機関  卒業年月     
  （月） （年）

2. 以前、ＪＣＲのＳＰＥＣ試験申請書を出願したことがありますか？  はい Yes  いいえ No

3. 費用：申込書と共に米国のＩＢＣＥに支払うべき金額350ドル（銀行小切手、郵便為替、支払い保証小切手）を同封
して下さい。

 Examination fee, SPEC: $350 

私は 国際カイロプラクティック試験委員会 (ＩBCE) または試験監督が次の行為があったと確定した場合、受験資格を失う、あ
るいは試験を受ける、解答を続ける、または採点結果を受け取る資格を永久に剥奪される可能性があることを理解します。1) 偽の、
または誤解を招くような情報を申込用紙に記入した場合。2) 別の受験者の代理で受験した、または別の受験者に自分の代わりに受験
してもらった場合。3) 試験監督の指摘、または解答用紙の統計結果から判断して、不正行為が明らかになった場合。4) IBCE 試験の
安全性または完全性を損ねる、または損ねる可能性がある行動、または行為に携わった場合。このような行動、行為には、試験の任
意の一部分をコピーまたは複製する、あるいは質問と解答を暗記して、暗記した質問/解答内容を他人に提供する、などが挙げられま
すが、これに限定されません。5) その他、試験会場の備品を持ち帰るなど、試験結果の正当性を無効にするような行為に従事した場
合。6) 試験環境に破壊的、攻撃的、または不適切な影響をもたらすと見なされる、何らかの行為に及んだ場合。

私は、試験場で出された指示に従わなかった場合や、試験中に別の受験者から情報を得たり、別の受験者に情報を提供する、ある
いは試験室にメモを持ち込むなどして、自分または他の受験者を有利な立場に立たせるような行為、または情報伝達行為がカンニング
であることを認識しています。また、IBCE は、試験の安全性や受験者の結果の正当性が損なわれたと判断するに十分な証拠がある場
合、上記に定めた規則の違反に受験者が関与していない場合でも、受験者の点数を保留にする、取り消す、または破棄する権利を留保
します。

 この申込書と試験はコロラド州にあるIBCEが作成、受理するものである。申込書と試験は翻訳され、それに伴う全ての権利と義務
はコロラド州の法律に基づいて解釈され、施行されるものとする。コロラド地区のアメリカ合衆国連邦地方裁判所とコロラド州地方裁
判所は、この申込書および試験により直接的または間接的に発生する全ての行為に対する専属管轄権を有しており、申請者は本契約に
よりこれらの裁判所の権限に同意するものとする。
 この書類にサインすることは、SPECの試験結果をJCR（日本カイロプラクティック登録機構）に通知することに同意したことにな
ります。

 どのような状況であろうともNBCE（全米カイロプラクティック試験委員会）およびIBCEは、JCRまたは他の資格機関によるSPEC試
験の合格を保証しません。

4. 申請者の署名 X  日付   

この私の署名によりＪＣＲへ私の試験結果を送付する事をＩＢＣＥに許可します。

5. ＪＣＲ理事長の署名 X  日付  

この私の署名により、この申請者がＪＣＲ主催のＩＢＣＥによるＳＰＥＣ試験を受験できる事を認めます。


