第十回 カイロプラクター登録試験
（JCR 登録試験）のお知らせ
関係各位
拝啓
初秋の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚
く御礼申し上げます。
来年 1 月 26 日に開催される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）協力の第十回カイロプラクター登録試験（JCR 登録
試験）の詳細をお知らせいたします。
○ 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： 03-5401-0956
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

国民の健康と安全を守るため、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。
敬具

令和元年 9 月 2 日
日本カイロプラクティック登録機構（JCR）事務局

■ 第十回 カイロプラクター登録試験 概要 ■
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
日 時 ： 令和二年（2020 年）1 月 26 日 (日)
場 所 ： 新橋 IK ビル 8 階会議室
受 験 料 ： 42,000 円（受験料 350 米ドルおよび送金事務手数料）
※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
☆ 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）
○ 日程：
■ 9:30

受付開始

■ 10:00～12:40 試験（前半）
■ 12:40～14:00 昼休憩
■ 14:00～16:30 試験（後半）
○ 試験内容：下記の「試験内容」と「参考図書」をご覧ください。
○ 合否通知：受験日から 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。
○ 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、2019 年 12 月 16 日（月）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

■ 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」です。
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
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
http://www.jac-chiro.org/education.html
● 2014 年開講の「JCR 試験受験資格プログラム（安全教育プログラム）」修了者
http://chiro-safety-program.com/
※CCE（カイロプラクティック教育審議会）
：世界 4 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 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)
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）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
米国への送金事務手数料込で一人 42,000 円です。
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。

■ 試験の参考図書 ■
JCR 登録試験問題に関連する参考図書をお知らせします。一部廃刊の書籍もありますが、
購入が必須というわけではありません。これらの参考図書のリストは National Board of
Chiropractic Examiners（全米カイロプラクティック試験委員会）の SPEC Reference Texts
のページから抜粋し、翻訳された書籍を掲載いたしました。
（2104 年 11 月末日）
メルクマニュアル 第 18 版 日本語版 Mark H. Beers 福島 雅典 日経 BP 社
ベイツ診察法 福井 次矢; 井部 俊子 メディカルサイエンスインターナショナル
写真で学ぶ整形外科テスト法 ジョセフ J.シプリアーノ 斎藤 明義 医道の日本社
腰痛の診断と治療 J.M.コックス 竹谷内 宏明 エンタプライズ
ハリソン内科学ハンドブック Jean D. Wilson、Kurt J. Isselbacher、Joseph B. Martin、
Richard K. Root 総合医学社
カイロプラクティックマネジメント メリデル・I・ガッターマン 竹谷内 宏明

エンタプラ

イズ
カイロプラクティック総覧 本間 三郎、竹谷内 宏明、 スコット・ハルデマン

エンタプラ

イズ
整形外科医のための神経学図説―脊髄・神経... Hoppenfeld 津山 直一 南江堂
図解四肢と脊椎の診かた Stanley Hoppenfeld 首藤 貴 医歯薬出版
腰痛のマネジメント 辻 陽雄 W.H.Kirkaldy‐Willis 医学書院
脊椎のリハビリテーション 上巻 クレイグ リーベンソン 菊地 臣一 エンタプライズ
脊椎のリハビリテーション 下巻 クレイグ リーベンソン 菊地 臣一 エンタプライズ
運動生理学―エネルギー・栄養・ヒューマン... W.D. McArdle 田口 貞善 杏林書院
カレント・メディカル診断と治療〈2003... Jr.,ローレンス・M. ティアニー、マキシン・
A. パパダキス、スティーブン・J. ミックフィ、日経 BP 社医療情報開発他
カイロプラクティック・テクニック総覧(新版) D.Peterson/T.Bergmann 竹谷内宏明/大谷
素明/伊藤彰洋/原田義也/竹谷内啓介

エンタプライズ

トリガーポイント・マニュアル I II ジャネット・トラベル、デイヴィッド・サイモン
ズ、 川原 群大 エンタプライズ
大系骨・関節の画像診断 I II T.R.ヨーカム、L.J.ロウ、 福田 国彦 エンタプライズ
大系骨・関節の画像診断 III IV T.R.ヨーカム、L.J.ロウ、 福田 国彦

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
2020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-mail address（所有している場合）
（月 M)（日 D)（年 Y)

在籍していたカイロプラクティック教育機関

卒業年月
 は い Yes

2. 以前、ＪＣＲのＳＰＥＣ試験申請書を出願したことがありますか？

（月） （年）

 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。（ＪＣＲに直接支払う場合は除く）
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。

