受講申し込みの流れ
申込書及び
会員登録用紙の提出

審査の通知及び
案内書の送付

書類審査
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通知
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受講
開始

カイロプラクティック大学、若し

申込内容、登録内容の不備等を確

審査を通過した方には、セミナー

くは CSC プログラムの卒業を証明

認、審査致します。

のご案内等の書類を送付いたしま

できるもの、卒業年を確認できる

す。

受講

案内書にしたがって、セミナーを
開始いたします。

もののコピーもご同封下さい。

ICCSP

日程
第 1 回 2014 年２月 9 日（日）〜 11 日（祝日）

第 2 回 2014 年

4 月 2７日（日）〜 29 日（祝）

２月 ９日（日）10：00 〜 20：00

第 3 回 2014 年

9 月 21 日（日）〜 23 日（祝）

２月１０日（月） 9：00 〜 19：00

第 4 回 2014 年 11 月 22 日（土）〜 24 日（祝）

２月１１日（祝） 9：00 〜 16：00

第 5 回 2015 年

1 月 10 日（土）〜 12 日（祝）

昼休み：12：00 〜 13：00

第 6 回 2015 年

3 月 21 日（祝）〜 23 日（月）

※ 随時休憩有り

第 7 回 2015 年

9 月 20 日（日）〜 22 日（火）

Internationally Certified Chiropractic Sports Practitioner

会場
かやの木会館
住所：〒111-0051 東京都台東区蔵前 3-22-9
都営地下鉄大江戸線「蔵前駅」
Ａ６出口より０分
都営地下鉄浅草線「蔵前駅」
Ａ４出口より徒歩３分
営団銀座線「田原町駅」より徒歩８分
※羽田、成田、品川からは浅草線で乗り換えなしでお越しになれます。
※上野からは銀座線で乗り換えなしでお越しになれます。
詳細はかやの木会館のホームページでご確認ください。
http://www.kayanoki.com/index.htm

プロフェッショナル認定と試験に関して
認定試験を受験するためには、原則として全７回の講義全てに出席をする必要があります。すべての講義を修了後し、認定
試験を受験し、合格した後にＦＩＣＳよりスポーツカイロプラクティックのプロフェッショナル認定であるＩＣＣＳＰ
（Internationally Certiﬁed Chiropractic Sports Practitioner 国際スポーツカイロプラクティックプロフェッショナル認定）

日本スポーツカイロプラクティック連盟

を受ける事ができます。

Japanese Federation of Chiropractic Sportive

英語に関して
原則、日本語で行います。
海外から講師をお招きしますが、通訳を通し日本語で受講する形式を取ります。また、講義資料等に関しても原則翻訳済み
で日本語のものをご用意致します。

日本スポーツカイロプラクティック連盟

ICCSP

Japanese Federation of Chiropractic Sportive

Internationally Certified Chiropractic Sports Practitioner

東京都中央区日本橋1-2-8 ニホンバシビル７F
KIZUカイロプラクティックANNEX内 Ｊ−ＦＯＣＳ本部
ＴＥＬ
：03-6225-2757（佐藤）
HP: http://jfocs.org/ Email：info@jfocs.org

東京都港区新橋6-21-3 U-MAXビル2F
東京カレッジオブカイロプラクティック内 ICＣSP事務局
ＴＥＬ
：03-3578-7373
Email：iccsp@chiro.jp

〒103-0027

〒105-0004

講義内容

FICS とは
フランス語の「FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE CHIROPRATIQUE DU SPORT」の略で、
日本語では『国際スポー
ツカイロプラクティック連盟』と訳され、1987 年にロンドンで開催された、国際スポーツカイロプラクティック首脳会議
において設立されました。
（英語名：INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORTS CHIROPRACTIC）世界各国のスポー
ツカイロプラクティックの団体や個人会員で構成されており国際的な競技団体と提携を結んでいます。
FICS の主な活動は国際的なスポーツイベントにスポーツカイロプラクターを派遣し、選手が最高のパフォーマンスを発
揮出来る様にサポートする事です。

●国際スポーツ医学とスポーツメディスンチーム

●スポーツ栄養学

●頭部、脊椎、上肢、下肢、胸腹部

●環境要因の障害

●レントゲン学

●若年層・老年層とスポーツ

●応急処置

●テーピング

●スポーツ心理学

●スポーツ医学と法律

●運動、スポーツリハビリのコンセプト

最近では 2012 年のロンドンオリンピックにも FICS メンバーが参加しており、ソウルオリンピック以降の全てのオリン
ピックにFICSのメンバーが参加しています。また、
４年に一度開かれるワールドゲームスへもオフィシャルで参加しており、
色々な競技団体の世界選手権にも参加しています。スポーツカイロプラクティックのプロフェッショナルの教育と育成、ス
ポーツカイロプラクティックに関する研究も行なっています。

ICCSP とは
FICS が発行するスポーツカイロプラクティックの国際的に認知されている卒後教育です。日本国内では初めての開催と
なります。
INTERNATIONALLY CERTIFIED CHIROPRACTIC SPORTS PRACTITIONER（国際スポーツカイロプラクティックプ
ロフェッショナル認定）の略称で、以前行われていた ICSSD プログラムから 2013 年７月 1 日付けで名称変更がなされま
した。

FICS が参加するスポーツイベントに公式メンバーとして派遣される条件の一つが ICCSP の取得で

受講資格
・ RMIT 大学日本校卒業者
・ マードック大学フルプログラム卒業者
・ RMIT 大学日本校 CSC 卒業者
・ マードック大学 CSC 卒業者 ※但し、2009 年〜 2012 年間の卒業者は JCR に登録済み若しくは登録予定の者
・ TCC（東京カイロプラクティックカレッジ）卒業者 ※但し、JCR に登録済み、若しくは登録予定の者
・ TCC（東京カイロプラクティックカレッジ）に在籍する３年生または４年生
・ その他、CCE に認可を受けた海外のカイロプラクティック大学卒業者
※ FICS の行う ICCSP プログラム受講資格は、国際教育基準のカイロプラクティック大学卒業後、カイロプラクティックに関する学
位を取得した者に限られていますが、日本の現状に合わせカイロプラクティック標準化プログラム（CSC）を終了し日本カイロプ

す。

ラクティック登録機構（JCR）に登録した者、または所定の期間内（ICCSP 登録試験迄に）に登録された者も含まれます。

JFOCS とは
日本スポーツカイロプラクティック連盟（JAPANESE FEDERATION OF CHIROPRACTIC SPORTIVE）は FICS の日
本における唯一の代表団体です。1998 年の FICS 規約改正に伴い、2001 年に日本のスポーツカイロプラクティックを代
表する団体として設立されました。

・ 世界ショートトラックスピードスケートチーム選手権大会
・ フォスターズ プロサーフィン世界選手権 （クイックシルバープロジャパン）

日本カイロプラクティック登録機構（JCR）登録試験に関して
今回のＩＣＣＳＰプログラムでは、一部の対象となる受講者に所定の期間内（ＩＣＣＳＰ登録試験迄）に日
本カイロプラクティック登録機構（JCR）の登録試験を合格し、JCR へ登録することが義務付けられます。
対象となるのは、
・マードック大学 CSC
2009 〜 2012 年の卒業者

・TCC 卒業生または在校生

・ アイアンマンジャパン（トライアスロン）
・ 世界ジュニアカヌー世界選手権大会
・ アジア冬季競技大会 青森
・ ICF カヌーワールドカップ小松大会
・ 全アジア空手道選手権大会
など、数々の国際大会でサポートを行なってきました。

ICCSP コースの詳細
3 日間のセミナーを全部で７回、計 160 時間超の講義を行います。
講師陣は世界中のスポーツの現場で活躍するFICSメンバーを招聘します。また、
全講義を同じ講師が担当するのではなく、
講義毎に最も適切な講師が来日する予定です。
ICCSP コースを母国語で行うという試みは世界的にも稀で、今まで ICCSP コースの日本開催を困難にしていましたが、
全ての講義は日本語に翻訳され、日本語の資料も用意されます。
また、次回以降の開催に関しては第一回目の終了後を目処に調整中です。

受講費用
通常受講費 500,000 円
早期割

500,000 円 → 420,000 円（２０１４年１月１７日必着でお申し込み頂いた場合）

学生

250,000 円

※ 尚、受講後に ICCSP の認定試験料金＋登録費が別途掛かります。
（$750）

納付期限
1 回目の期限は 1 回目の開始前の 2014 年 2 月 8 日まで。
2 回目の期限は 5 回目の開始前の 2015 年 1 月 5 日まで。

キャンセル料金に関して
原則として、諸経費を除き、講義の受講状況に応じて返金致します。

お振込み先

掛かる諸経費は、事務手数料、ICCSP プログラム申請費、JFOCS 会費、通信費
などです。

三菱東京ＵＦＪ銀行

ICCSP プログラムの受講に際して、FICS 会員として登録するため、JFOCS（日

一般社団法人日本スポーツカイロプラクティック連盟

本スポーツカイロプラクティック連盟）の会員として登録されます。また、受講費

代表理事

折橋

普通口座

0206388

の内３０，０００円（会費二年分、本部登録費含む）は会費として処理されます。

日本橋中央支店 ( 店番号 333）

直紀（オリハシ

ナオキ）

