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1. はじめに  

IFA が設立された主要な目的は、アロマセラピストの規則を律し公共の利益を守る

ことです。IFA は世界中で施術されるアロマセラピーについて自主規制する主体で

す。IFA 登録リストに掲載されるために必要とされる、施術者が継続的に満たすべ

き水準を私たちは設定しています。掲載されるすべての登録者は、最低基準とし

て、彼らの実務における全国職務基準を満たし、IFA 行動規範および倫理と運営を

順守し、有効な応急処置認定証および専門職賠償責任保険を保持し、そして年次で

登録更新をするために継続専門技術開発（CPD）に取り組んでいます。 

 

2. 目的 

初回の登録によって示されることは、その時点においてはアロマセラピストが必要

な水準を満たしている、という点です。登録を更新するためには、あなたが自身の

施術が安全で効果的に処置される保証として CDP に取り組むことが重要です。

CPD へのコミットメントは、あなたが「献身的に顧客と公共の利益となるサービス

を発展させている真のプロフェッショナルである」という証です。 

アロマセラピスト未来の施術の品質を向上させること、そして施術者の仕事を洗練

させ、その技術と専門性を向上させる最新の施術水準（規制事項など）に適応する

ことを意図して CPD を行います。 

このポリシーの目的は CPD を定義し、関連する要求事項とその水準の達成方法につ

いて特定するものです。 

 

3. 定義 

継続専門技術開発（CPD）はプロフェッショナルが自身のキャリアを通じてその能

力を発展させ確固たるものとするために取り組む学習の活動と定義されます。これ

により、受動的ではなく、能動的で十分に意識された学習が可能となります。 

CPD はワークショップ、トレーニング、E ラーニング、カンファレンスやイベント

といった多様な学習手法、最善の施術テクニックやアイデアの共有の組み合わせで

あり、すべては個人の施術者が効果的に職能を発展させることに注力されます。 

CPD に専念することで学術的、そして実務的な資格の双方の陳腐化を防ぎ、施術者

個人がその技術を最新の内容に更新できるようにします。 

 

4. 範囲 

CDP は以下の会員カテゴリーに適用されます： 
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➢ アソシエイト会員 

➢ 正会員 

➢ PEOT 会員 

 

5. CPD ポイント 

あなたは毎年 12 CPD ポイントを獲得しなければいけません。このポイントのう

ち、8 ポイントはアロマセラピーと専門的に関係する必要があります。残りの 4 ポ

イントは施術者としての職能を発展させるより一般的な側面（応急処置の訓練な

ど）と関係する内容も受け入れられます。 

CPD は広範囲な取り組みが期待されるため、単一の活動について 3 ポイント以上が

与えられることはありません。 

注意：それぞれの活動の性質に応じて、あなたが一つの活動と認識している内容

が、もう一つの活動として認められることがあります。例えばあなたが業界に関係

する書籍を執筆するならば上限として 3 ポイントが与えられますが、その執筆がさ

らに別途の研究活動などとして認められることがあります。 

あなたは獲得した一連の CPD を記録し保持する責任があり、IFA はその記録をもと

にあなたの活動が要求されるポイントに到達しているかを認定します。 

 

6. 規定時間 

一般的な規則として、１CPD ポイントは 1 時間の活動に対して与えられます。しか

しながら前述の段落で述べられた通り、例えばもしあなたが 6 時間のワークショッ

プに参加したとしても、獲得することができるポイントは上限である 3 ポイントま

でとなります。そして獲得したポイントは、翌年の登録のために持ち越して使用す

ることは出来ません。 

 

7. CPD を構成するものとは？ 

CPD はあなたのアロマセピストとしての活動と関連していなかればいけません。以

下の活動が含まれます。 
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a) セミナー、ワークショップ、コース、ウェビナー、イベント、カンファレン

ス、地域ミーティングなど。より詳細には、下記も含まれます： 

o アロマセラピーに関連するコースへの参加。 

o 補完医療コースへの参加。 

o 規定コースへの参加。 

o ビジネスもしくはマーケティングコースへの参加。 

o 健康と安全に関するコースへの参加。 

o 応急処置 訓練への参加。 

o データ保護に関するコースへの参加。 

o 地域グループによる IFA ミーティングの参加。 

o 各テーマに関連するカンファレンス/イベントへの参加。 

b) ホスピス、病院やケアハウス施設でのボランティア活動。もしくは IFA プロフ

ェッショナル活動（展示会やチャリティイベントなど）への参加。 

c) 内省的な学術誌、書籍、書評、研究論文や記事の執筆による自主研究。 

d) 関連する専門的な学術誌の読書。 

e) 業界の専門分野に密生に関連する研究プロジェクトへの参加。 

f) アロマセラピー資格の講義と教授。 

g) IFA 取締役もしくは委員会の一員としての任務遂行。 

h) IFA 地域代表としての任務遂行。 

i) 地域グループの運営。 

j) 相互監督 － あなたが他のアロマセラピストと接して議論し、自身の体験を共

有し職務に反映させることでお互いに学習することを指します。これは（個人

による開催ではない）地域グループへの参加とは区別されることに注意してく

ださい。 

k) 監督役/付き添い役メンターとして勤めること。 
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CPD 活動のすべては、以上の限りではないことに注意してください。 

 

8. 発展分野の特定 

あなたが注力する発展分野を決定するために、あなたが日々取り組んでいる実務の

内省的なジャーナルを参照することをお勧めします。 

内省的な実務とは、あなたの職能の向上を目標として、その研究方法を説明し、自

身の経験を記録するものです。そうして得られた知識は、実務へと反映されます。

リフレクション（内省する）という行為は、あなたの自信を深めて、より能動的

な、資格を有したプロッフェッショナルとしての地位を高めます。 

 

9. 証拠 

CPD 実践の証拠は以下のフォームで提出されます： 

➢ 資格 

➢ 提供者からの書面確認 

➢ 署名された出席確認フォーム 

➢ 書類資料の写し 

上記提出の際、その原本は発送しないでください。私たちは提出物を返却しません。

IFA は送付された提出物の紛失や損傷について責任を負いません。それゆえ、写し

を提出することを推奨します。 

 

10. 監督 

IFA 会員登録を更新するために、あなたは IFA の CPD 要求水準を満たさなければ

ならず、IFA の要請に応じてその証拠を提出する必要があります。あなたが会員登

録の更新を申請する際には、CPD 記録と関連する証拠を提出する必要はありませ

ん。私たちは年間を通じて、無作為で随時の調査を実施します。 
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11. 監査 

CPD 監査を要請された場合、あなたは最新の CPD 記録とそのすべての証拠を確実

に保持しなければなりません。CPD 記録提出については 7 ページ目を参照してくだ

さい。 

 

12. 要求水準を満たさない場合は？ 

CPD 記録提出の失敗/証拠の欠落/要求された CPD ポイントに達しない不十分に費

やされた活動時間といった不備は、必ずしもあなたが IFA 登録から除外されること

を意味するわけではありません。このような場合には： 

➢ 会員登録の更新時に IFA が注意し考慮するために、あなたは不備についてそ

の発生理由を示さなければなりません。 

➢ IFA は情状酌量に値するあらゆる要因を考慮します。 

➢ IFA は、典型的には、指定期間内にあなたが要求事項を満たすための適切な

機会を設けます。例外的な状況においては、例えば IFA はあなたに 24 時間

の CPD 実践を次回の登録年度に要求する場合があります。 

➢ あなたが指定期間内に要求事項を満たすことができなかった場合、再びその

要求事項に適合できるようになるまであなたの登録は自動的に中断します。 

➢ あなたが要求事項を満たすと故意に誤って宣言をした場合、あなたの詳細は

公共の登録から除外され、次年度の会員資格を更新することはできなくなり

ます。 

➢ IFA の決定は最終的なものです。 
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CPD記録提出 
 
氏名  

 
会員番号   

日付 活動の種類 活動から学習した内容 証拠の種類 活動時間 ポイント  

(IFA使用欄) 
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