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マードック大学 BHSｃコース
Re: Murdoch University International BHSc Course
2007 年 5 月 14 日（月）に開催された世界カイロプラクティック連合
（WFC）理事会に出席し、カイロプラクティック標準化コース（CSC）とし
て東京で実施されているマードック大学 BHSｃ（Chiro）プログラムの詳細
情報を提供して頂いたことに感謝します。
Thank you for attending the recent Council meeting of the World Federation
of Chiropractic (WFC) on Monday May 14, 2007 to provide details of the
Murdoch University Bachelor of Health Sciences in Chiropractic (BHSc)
program being offered in Tokyo as a chiropractic standardization course
(CSC).

WFC を代表して、貴コースが WFC の「カイロプラクティック国際教育憲
章」及び世界保健機関（WHO）の「カイロプラクティックの基礎教育と安全
性に関するガイドライン」の必要条件を満たしていることを認めます。その
結果、WFC は卒業生をカイロプラクターとして認知します。これにより卒業
生は正式に、日本での臨床及び WFC のあらゆる活動に参加する資格を得ま
す。卒業後さらに 2 年間の教育を継続し、マードック大学カイロプラクティ
ック学士コースを修了した場合、カイロプラクターとして国際的に活躍する
こともできます。
On behalf of the WFC I confirm that this course seems to satisfy the
requirements of the WFC’s International Charter on Chiropractic Education
and the World Health Organization’s Guidelines on Basic Training and Safety
in Chiropractic, with the result that successful graduates will qualify for
recognition by the WFC as chiropractors. This means that graduates will be
duly qualified to practise in Japan and participate in all WFC activities.
Graduates who continue with their education for a further two years and
complete the Murdoch Bachelor of Chiropractic course, will qualify for
international practice.
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WFC はマードック大学の BHSｃプログラムが太平洋州地域カイロプラクティック教育審議会
（CCEA）にアクレディテーション取得申請を行なったことを承知しています。そしてこれに基
づき、現在、日本カイロプラクターズ協会（JAC）が貴コースを正式承認することを検討してい
ることを認識しています。最後になりますが、WFC は BHSｃコースが向こう約 3 年間という限
られた期間のみ入学希望者に対して提供されるということも理解しています。
The WFC understands that the Murdoch BHSc program has now been submitted to the Council
on Chiropractic Education Australasia (CCEA) for accreditation, and that on this basis the
Japanese Association of Chiropractors (JAC) is now considering its formal approval of the course.
Finally the WFC understands that the BHSc course will only be open to applicants for a limited
period of approximately three years.

WFC を代表して、マードック大学とマードック大学インターナショナルスタディセンタージャ
パンにお祝いを申し上げますとともに、現在のプログラムと日本のカイロプラクティック教育の
質を向上させるための多大なる努力に対して健闘をお祈り申し上げます。
On behalf of the WFC, congratulations to Murdoch University and the Murdoch University
International Study Centre on its current programs and its impressive efforts to improve the
quality of chiropractic education in Japan.

Yours truly,

ジェラルド・クラム DC
会長
c.c.
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