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INTRODUCTION  
はじめに 
The International Federation of Aromatherapists (IFA) awards qualifications as an Awarding 
Body and is also the Professional Body for aromatherapists worldwide, established in 1985. We 
are a charity set up in the public interest, whose purpose is the preservation of health and well-
being by advancing the knowledge, practice of and expertise in aromatherapy by education, 
teaching and training through our approved Centres and curriculum content. We provide a reg-
ister of nationally qualified aromatherapists who engage in evidence-based practice for the safe-
ty of the public. The IFA is the voluntary regulator for aromatherapy operating worldwide. 
国際アロマセラピスト連盟（IFA）は、1985年の設立以来、資格授与団体としてだけではな
く、アロマセラピストのプロフェッショナル団体として運営されています。認定校のカリキ
ュラムを通して、教育や指導、またトレーニングなどを行い、アロマセラピーの知識や実
践、また専門を発展させ、社会の人々の健康の維持と幸福に寄与することを目的として設立
されたチャリティー団体です。IFA は、社会の安全のために、エビデンスに基づいてアロマ
セラピーを実践する国家資格を持ったアロマセラピストのリストを提供しており、世界規模
でアロマセラピーの活動を規制する自主規制機関です。 
 
Those entered on our register have met the national occupational standards of practice in aro-
matherapy, are of good character and are fit to practise. 
リストに掲載されているアロマセラピストは、全国職業実践基準を満たし、アロマセラピー
を実践するに十分な適性を持ち合わせたアロマセラピストです。 
 
Once registered the individual must: 
アロマセラピストとして IFA に登録された者は、次のことに従ってください。 
 

• Abide by this Code of Conduct, Ethics and Practice, which is binding on all registrants. 
行動・倫理・実践規範に従わなければなりません。すべての登録者には従う義務が
あります。 

 
• Abide by the IFA’s Terms and Conditions of Membership.  

会員規約に従わなければなりません。 
 

• Provide evidence, upon request, of having gained 12 CPD points within the year - to 
ensure they are up-to-date with knowledge relating to their professional practice, that 
they regularly re-assess and improve their skills and attend to their own personal 
development.  
要求があった場合、専門職継続開発訓練（CPD）を年間で合計12時間修了している
証明書を提出しなければなりません。これは、アロマセラピーを実践する上で、最
新の知識を持ち合わせているかどうか定期的に再確認し、スキルの向上、また自己
研鑽に励んでいるか確認するためです。 

 
• Hold and maintain adequate public liability insurance to practise in the UK and any 

other insurance the law requires them to have (or for those who reside outside of the 
UK any such policy consistent with the rules of their country of residence)  
イギリス国内でアロマセラピーを実践するためには、必要な公的責任保険や法的義
務のある保険 に加入しなければなりません （イギリス国外に居住している者は、居
住国が定めた同等の方針に従ってください）。 

 
• Hold a current first aid certificate (if they are a sole trader)  

有効期限内の応急処置資格を保持していなければなりません（個人事業主である場
合）。 
 

• Inform the IFA if there are any changes in circumstance to their initial declaration.  
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最初の公表内容に変化が生じた場合、必ず IFA に知らせてください。 
 

• Co-operate if asked to provide any information that we require in order to perform our 
function.  
IFA から、IFA の業務を行うために必要な情報の提供を頼まれた場合は協力しなけれ
ばなりません。 
 

• You can check that a practitioner is registered with the IFA by visiting our website 
www.ifaroma.org, where you can search for a registrant by name or location. 
IFA ウェブサイト www.ifaroma.org より、IFA に登録されているアロマセラピスト
を、氏名や地域から調べることが可能です。 

 

PURPOSE 
目的 
The purpose of the Code of Conduct, Ethics and Practice is to detail the quality of care that cli-
ents can expect from an IFA registrant. For registrants, this document is a useful resource, 
which also sets out the standards against which IFA members will be measured, in the event of a 
complaint being made to the IFA. Guidance and links to further information e.g. the relevant 
laws that apply to practitioners, are also provided to help registrants continually meet these 
standards.  
クライアントが、IFA に登録されているセラピストからどのようなケアを受けることができ
るかを明確にするために、行動・倫理・実践規範の制定をしています。IFA に苦情の申し立
てがあった際、セラピストが判断される基準、またセラピストに関連する法律などの詳しい
情報へのガイダンスやリンクも記載されています。セラピストとしての基準を常に満たすた
めのサポートとしてご利用ください。 
 
 
SCOPE OF POLICY 
規範の適用範囲 
The standards set out in this document apply to all the categories of membership listed on the 
IFA register (FULL, PEOT and ASSOCIATE registrants), regardless of their employment status or 
work environment e.g. self-employed, voluntary or within the NHS etc. 
 この規範に定められている基準は、雇用状況や職場環境（例：個人事業主、任意の寄付に
より運営される施設、または国民健康保険施設内）などにかかわらず、IFA 登録簿に掲載さ
れているすべてのカテゴリーの会員（FULL、PEOT および準会員）に適用されます。 
 
 
RESPONSIBILITIES 
責任 
In applying to be added to the register, practitioners are voluntarily agreeing to be bound by 
this document and any future version hereof. The IFA will publish the latest version of the Code 
on its website. When this document is updated, the IFA will inform its members accordingly. 
However, it is ultimately the registrant’s responsibility to ensure they have read and comply 
with this document and, when considering its contents, are referring to the most up-to-date ver-
sion. Any member who fails to adhere to the Code of Conduct, Ethics and Practice will be subject 
to the disciplinary procedure and may be removed from the register.  
IFA 登録簿へ登録申請をするにあたり、セラピストはこの規範および将来の改訂版に任意で
同意することになります。 IFA は、最新版の行動規範をウェブサイトに公開し、 規範が更
新された場合は会員に随時通知します。会員は自身の責任として、規範を読み、遵守し、内
容を検討する際には、最新版を参照してください。行動規範、倫理および実践を遵守しなか
った会員は懲戒処分の対象となり、登録簿から削除されることがあります。 
 
 

http://www.ifaroma.org/
http://www.ifaroma.org/
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DUTY OF CARE  
ケアする義務 
All registrants have a duty of care to protect the health and wellbeing of their clients. All regis-
trants are personally accountable for their actions and must be able to explain and justify their 
actions. To do this they must engage in ‘Evidence Based Practice’. 
すべてのセラピストは、クライアントの健康と幸福を守る義務があります。 セラピストは
自分の行動に対して責任を持ち、自分の行動を説明し正当化できなければなりません。これ
を実践するためには、セラピストは「根拠に基づいた実践」に常に従事する必要がありま
す。 
 
The most common definition of Evidence-Based Practice (EBP) is from Dr David Sackett. “EBP is 
the integration of clinical expertise, patient values, and the best research evidence into the deci-
sion making process for patient care. Clinical expertise refers to the clinician’s cumulated expe-
rience, education and clinical skills. The patient brings to the encounter his or her own personal 
preferences and unique concerns, expectations, and values. The best research evidence is usual-
ly found in clinically relevant research that has been conducted using sound methodology. 
(Sackett D, 2002)”  
根拠に基づく実践（EBP）の最も一般的な定義は、デイビッド・サケット（David Sackett）
博士によるものです。「根拠に基づく実践（EBP）は、臨床的専門知識、患者の価値観、お
よび最良の研究に基づいた根拠を患者ケアの意思決定プロセスに統合したものです。 臨床
専門知識とは、臨床医の経験、教育および臨床スキルが積み重なったものです。 患者は自
分自身の個人的な好みや独特の懸念、期待、そして価値観に出会います。 最良の研究に基
づいた根拠は、通常、信頼できる方法論により行われた臨床的に関連のある研究に見つける
ことができます。」（Sackett D、2002年） 
 
http://guides.mclibrary.duke.edu/c.php?g=158201&p=1036021 
 
The IFA Code of Conduct, Ethics and Practice below, sets out how to meet these standards and 
ensure registrants are always acting in the best interests of the client’s health and wellbeing.  
IFA 
行動・倫理・実践規範は、どのようにアロマセラピストとしての基準を満たすかを明確に
し、常にクライアントの健康と幸福を第一に考え行動することを目的とするために制定して
います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://guides.mclibrary.duke.edu/c.php?g=158201&p=1036021
http://guides.mclibrary.duke.edu/c.php?g=158201&p=1036021
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A. YOU MUST PROVIDE A GOOD STANDARD OF CARE AND 
PROFESSIONAL JUDGEMENT 
高水準のケアと専門的判断を提供する 
 

1. CLIENT WELFARE  
クライアントの健康と幸福 

 

a) The comfort and welfare of the client must take priority over any other requirement. 
クライアントの安心感と幸福が何よりもまず第一に優先されなければなりませ

ん。 

b) You must practise your skills to the best of your ability and assess the most 
appropriate care plan for each client.           
常にスキルの向上を目指し、最高の能力を持って、それぞれのクライアントに最

良のケアプランを提案しなければなりません。 

c) You must appreciate that each client is individual and care plans must reflect the 
client’s individuality and requirements.           
それぞれのクライアントの個性を大事にし、クライアント個人の個性や要求をケ

アプランに反映させてください。 

d) You must always use your professional judgement to decide how to achieve the best 
outcome for the client.             
どのようにクライアントに最良の結果をもたらすことができるかについて、常に

専門的判断を下してください。 

e) You must involve other healthcare practitioners in the client’s care if it is in the best 
interests of the client to do so and means their health needs will be met more 
effectively, either by referral or by co-managing the client’s care.        
クライアントを他の医療従事者へ紹介したり、ケアを共同管理することにより、

クライアントの健康のニーズが効果的に満たされたり、他の医療従事者と協力す

ることがクライアントのためになると判断した場合はそのようにしてください。 

 

2. LIMITATIONS OF PRACTICE 
ケア可能な範囲の認識 

a) You must recognise and work within the scope of your own knowledge and skills.    
自分の知識とスキルの範囲を認識し、その範囲内でケアを実践しなければなりま

せん。 

b) You may only provide care and advise clients within your area of competence, e.g. in 
areas which you have received the proper training and qualification.       
自分の能力の範囲内（適切な訓練と資格を受けた分野）でクライアントをケア

し、アドバイスを行うことができます。 

c) You must not knowingly treat any person requiring medical treatment without the 
approval of the client’s doctor.            
クライアントの主治医の承認なしに、医療を必要とする人に故意にケアを提供し

てはなりません。 
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d) You must not contradict instructions given by the client’s doctor or another 
healthcare professional responsible for their care.         
クライアントの主治医や、クライアントのケアを担当するその他の医療専門家に

よる指示と矛盾してはなりません。 

e) You must treat clients on a ‘complementary’ or ‘alternative health’ basis and not 
suggest the treatments you provide are an alternative to orthodox medical 
treatment. You should also tell clients to inform their doctor what complementary 
treatments they are receiving as an adjunct to their orthodox medical treatment. 
「補完的」または「代替医療」に基づいて、クライアントのケアを行わなければ

なりません。また、提供するトリートメントが、従来の医学療法に代わるもので

あると示唆してはいけません。 クライアントに、従来の医学療法の補助とし

て、どのような補完的トリートメントを受けているかを主治医に知らせるように

伝えてください。 

f) Aromatherapy is a Complementary and Alternative Medicine (CAM) discipline, 
defined to promote health, relieve sickness and alleviate a variety of medical 
conditions. You must never claim to cure or diagnose a medical condition (unless 
you are medically qualified to do so), only assist in bringing about and maintaining 
optimum health.              
アロマテラピーは、健康促進、病気の緩和、およびさまざまな病状の緩和を目的

とした補完代替医療（CAM）の専門分野です。 病状を治療または診断すると主

張してはいけません（医学的に資格がある場合を除く）。最良の健康状態を引き

出し、健康維持をサポートをすることが目的です。 

g) You must use your professional judgement to identify your own limitations and 
where appropriate: 専門的判断に基づいて、あなた自身が行うことのできるケア

の限界を把握しなければなりません。必要がある場合は次のことを行ってくださ

い。 

i. Refer clients to other healthcare practitioners when the client’s needs are 
outside your scope of practice e.g. to an osteopath, GP etc. クライアントのニ

ーズが、あなたのケア可能な範囲を超えている場合は、他の医療従事者

に紹介すること。例： 整骨院、医師など 

ii. Collaborate or co-manage the clients care with another healthcare 
practitioner. 他の医療従事者と協力、または共同管理をしながらクライア

ントのケアを行うこと。 

iii. Seek counsel from an appropriate source if the complexity of the client’s case 
is beyond your own knowledge and skills. クライアントの症例が複雑で、

あなたの知識やスキルで対処できない場合は適切な情報源より助言を求

めること。 

 
 

3. ASSESSMENT OF A CLIENT 
クライアントのアセスメント 
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a) Provide Information 
情報の提供 

 
When you first come into contact with a new client you will need to assess the 
client before you care for them and explain: 
クライアントと最初に面会する際に、クライアントのアセスメントを行い、
その後ケアを開始してください。また次のことをクライアントに説明してく
ださい。 
 

i. How you will assess their care e.g. by completing the consultation form to 
build a case history 
 アセスメント方法やケアの決定方法。 例：病歴作成のためコンサルテー

ションフォームへ記入。 

 
ii.        The necessity of acquiring that information 

情報を集めることの必要性。 

 
iii. Your findings from the initial assessment so the client can make an informed 

decision regarding their care plan          
最初のアセスメントから得た情報により、クライアント自身がその情報

に基づいてケアプランに関する判断を下すことが可能になること。 

iv. Provisions for reassessments at relevant future stages.       

将来的に再度アセスメントを行う予定であること。 

v. See C.2 for more general information you should provide to clients.     
クライアントに提供が必要なその他の一般的情報は C.2を参照。 

 

b) Case Histories 
病歴 

Case histories inform the type of health needs the client has. You must obtain and 
document the client’s case history which will enable you to draw sound conclusions 
before prescribing or commencing a care plan. 
病歴により、クライアントが抱える健康ニーズを知ることができます。また、ク

ライアントの病歴を知り、文書を作成することにより、 ケアプランを作成また

は開始する前に、最適な結論を導き出すことができます。 

 
The following is a guideline of information to collate: 
以下はクライアントから必要とする情報のガイドラインです。 

 
i. The client’s medical history e.g. contra-indications, if they are pregnant etc. 

クライアントの病歴。例：禁忌、妊娠中であるかなど。 

 
ii. The client’s reason for wanting care 

クライアントがトリートメントを希望する理由。 
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iii. Elements of the client’s overall lifestyle e.g. stress levels, occupation, exercise 
routine, known triggers etc. 
クライアントのライフスタイルを構成する要素。 

例：ストレスの度合い、職業、運動週間、症状の誘因など。 

 
Only information that is relevant to the treatment should be included in the 
consultation. 
コンサルテーションの際にやり取りする情報は、トリートメントに必要な情報の

みにしてください。 

 
The consultation form must be signed and dated as a true record, by you and the 
client or an appropriate adult. When providing taster treatments, a consultation 
must still take place but is not required in as much detail, and again, must be signed. 
コンサルテーションフォームには、あなたと、クライアントまたは適切な成人が

署名し、日付を記入して正確な記録としなければなりません。 トリートメント

無料体験を提供する際は、コンサルテーションや署名は依然として必要ですが、

それほど詳細なコンサルテーションは必要ありません。 

 
c) Physical Examination 

身体検査 

If you want to gain more information about a client’s health by physically examining 
them then you may do so, with the client’s permission. 
クライアントの健康状態について、より多くの情報を得る目的で身体検査を行う

場合は、クライアントの許可を得てから行ってください。 

 
d) Identify when further investigations are required 

追加調査の必要時期の特定 
You must identify when further investigations are required and act on this without 
delay. You must:  
追加の調査が必要な時期を特定し、遅れることなく行ってください。 
 

i. Carry out further questioning and research to ensure compliance with good 
practice guidelines and any relevant legislation. 実践のガイドラインおよび

関連する法律を遵守し、追加の質問や調査を行わなければなりません。 

ii. Only conduct further investigations to confirm the information you require 
e.g. on a condition they may have and if it is within your scope of practice, 
alternatively refer the client to an appropriate practitioner. 追加の調査は、

必要とする情報を得るためだけの目的で行わなければなりません。 例：

どのような症状があるのか。 その症状はケア可能な範囲内か。もしくは

適切な他の医療従事者に紹介する必要があるのかなど。 

iii. Use your professional judgement to interpret the results on any further 
investigations. 追加の調査の結果を分析する際は、専門的な判断を下さな

ければなりません。 
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iv. Record the results of the further investigation and act on the necessary 
information. 追加の調査で得た結果を記録し、必要な情報に基づいて行動

してください。 

e) Ceasing Assessment 
アセスメントの中止 

If a client asks you to stop the assessment at any point then you must cease. You may 
also choose to cease an assessment if the information the client provides means it 
would be inadvisable for you to care for them (see E.6 contra-indications). 
クライアントからアセスメントの中止を依頼された場合は、すぐに中止しなけれ

ばなりません。 またクライアントから提供された情報により、ケアをすること

が望ましくないとわかった場合も、アセスメントを中止してください。（E.6禁

忌を参照）。 

 
Useful links to further information: 
 詳しい情報へのリンク 

 
Consultation Template  
コンサルテーションテンプレート 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

4. APPLY APPROPRIATE CARE  
適切なケアの提供 

 
The care plan you decide must be:  
ケアプランは、次のことを必ず考慮して作成してください。 

 

a) Based on your clinical expertise, the client’s values, and the best available research 
evidence. あなたの臨床的専門知識、クライアントの価値観、そして最良の研究

により導かれた根拠に基づいたものであること。 

b) Appropriate and proportionate to the client’s current health needs and minimise 
risk of harm. クライアントの現在の健康上のニーズに見合ったものであり、リ

スクを最小限に抑えるものであること。 

 

 

 

You can download a consultation template form in the member’s area of the IFA website.  
IFA ウェブサイトの会員ページにて、コンサルテーションテンプレートをダウンロード

することができます。 

http://www.ifaroma.org/ 
 

http://www.ifaroma.org/
http://www.ifaroma.org/
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5. RATIONALE FOR CARE 
ケアの理論的根拠 

Only after obtaining the client’s case history, can you arrive at a rationale for care and 
draw upon your professional judgement to select the safest and most suitable care plan 
for the client. 
最も安全で最適なケアプランを選択するために、まずはクライアントの病歴を入手

し、ケアの理論的根拠を明確にし、専門的判断を下してください。 

 

a) When making decisions you must consider relevant factors such as:      
判断を下す時は、次のことを必ず考慮してください。 

i. The history and longevity of any healthcare complaint of the client and the 
likelihood of recurrence and need for long term management.        
クライアントの健康に関する訴えの履歴や期間、および再発の可能性と

長期管理の必要性。 

ii. Relevant contra-indications and the benefits and risks of care. 
関連する禁忌、またケアの利点とリスク。 

b) If you are working as a locum, you may rely at first on the rationale developed by the 
practitioner for whom you are acting.           
代理のセラピストとして働いている場合、まずは担当のセラピストが導いた理論

的根拠に基づいて判断を下してください。 

 

6. CARE PLAN 
ケアプラン 

Every client is an individual and care plans must reflect the individual’s health needs 
and interests in having care. You must develop and record care plans in discussion with 
the client. すべてのクライアントはそれぞれ異なりますので、ケアプランは必ず個

人の健康上のニーズや利益を反映させてください。 またクライアントと話し合って

ケアプランを作成し記録しなければなりません。 

 

a) You must take into account the client’s personal preferences as far as it is safe and 
suitable to do so and explain to clients the various care plan options available and 
the advantages and disadvantages of each option.          
安全かつ適切な範囲でクライアントの個人的な好みを必ず考慮し、さまざまなケ

アプランのオプションを提供してください。また各オプションの長所と短所をク

ライアントに必ず説明してください。 

b) You must inform clients of the fees related to their care plan and ensure that any 
ongoing care fee structures are easily accessible. ケアプランに関連する料金は必ず

クライアントに知らせ、また受けているトリートメントの料金体系にも、クライ

アントが簡単にアクセスできるようにしなければなりません。 

c) It is also good practice to provide optimum information to clients (see section C.2) 
so that clients do not have any unrealistic expectations. クライアントが非現実的な
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期待を抱かないように、クライアントには正確な情報を提供するようにしてくだ

さい（セクション C.2を参照）。 

 

d) Allow clients time to think about their options and inform them they can change 
their mind. クライアントがケアプランの選択肢について考える時間を確保し、

後に決定を変更することも可能であることを伝えてください。 

e) Where appropriate, you should also make clients aware of any arrangements in 
place should you be unavailable, which might include being cared for by a colleague, 
locum or local practice.  
万が一担当セラピストの都合がつかない場合は、必要に応じて同僚や、代理のセ

ラピスト、または地域の医療従事者が関わる可能性があることもクライアントに

伝えてください。 

 

7. REVIEWING THE CARE PLAN                          
ケアプランの見直し 
You must continuously review the rationale for care while you care for the client.  
クライアントを担当している間は、ケアプランの理論的根拠を必ず継続的に見直し
てください。 
 
a) You must continuously review the client’s health needs and evaluate the 

effectiveness of treatments, especially if a client has come to you for preventative or 
remedial purposes.            
特にクライアントが予防や症状を改善する目的で来ている場合、継続的にクライ

アントの健康ニーズを見直し、トリートメントの有効性を確認しなければなりま

せん。 

b) Treatment outcomes and any possible risks associated with the care plan must be 
discussed with the client prior to the commencement, and their records updated. 
Outcomes such as increased urination following a massage may be defined as 
‘normal’ responses to treatment.            
ケアプランに関連するトリートメントの成果や、起こりうるリスクについて、ト

リートメント開始前に必ずクライアントと話し合い、記録を常に最新の状態に保

ってください。例：マッサージ後の排尿の増加などの結果は、治療に対する「正

常な」反応とみなします。 

c) If a care plan is no longer achieving the desired effect you must review the original 
care plan and modify the care plan where appropriate, keeping in mind the desired 
outcome.               
現行のケアプランで望ましい効果を得られていない場合は、必ずケアプランの見

直しを行い、望ましい結果が出るようにケアプランの修正を必要に応じて行って

ください。 

d) In the event the client reports an adverse reaction, during or after the treatment, this 
must be noted on the client’s records, alongside any relevant advice you provide. 
You must also detail information regarding the type and length of treatment and 
products used. If the reaction was severe or allergic in nature, it must also be noted 
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on the client’s records that these treatments/products must not be used in the 
future.               
トリートメント中またはトリートメント後に、クライアントが、副作用を報告し

た場合は、クライアントの記録に、あなたが行ったアドバイスの内容とともに必

ず記録を残してください。また、トリートメントの種類や長さ、また使用した製

品についての詳細も必ず記録してください。もし反応が重度またはアレルギー性

の場合は、これらのトリートメントや製品を将来使用してはならないことも必ず

記録しなければなりません。 

 

e) You must discuss modifications with the client at the relevant stage and get the 
consent of the client to modify the care plan.          
適切な段階で、クライアントとケアプランの修正について必ず話し合いをしてく

ださい。変更を行う際は、必ずクライアントの同意を得なければなりません。 

 
f) Modifications must be recorded.  

変更内容は必ず記録してください。 

 
 
 

8. CHAPERONE 
付添人 

You must identify when there is a need for another person to be present whilst 
assessing or caring for a client and make appropriate arrangements to enable this to 
happen. セスメントやトリートメントを行う際に、クライアントに付添人を同行して

もらう必要があるか見極めなければなりません。必要であると判断した場合は、適

切な取り決めを行ってください。 

 
a) If a client requests to have someone with them during their programme of care 

this must be respected.  
クライアントが、ケアプログラムの最中に付添人の同席を希望する場合は、

必ずクライアントの意思を尊重してください。 

 
b) If you are concerned that a client does not fully understand what you are 

explaining to them or is incapable of making a decision regarding their care, you 
should insist a third party is present, even if the client has not requested it, in the 
best interests of the client and to safeguard yourself. 
あなたが説明していることを、クライアントが十分に理解していない場合

や、クライアントが自身のケアに関して決定を下すことができない可能性を

憂慮する場合には、 クライアントが希望をしていないとしても、クライアン

トの利益とあなた自身を保護する目的として、第三者の同席を主張してくだ

さい。 

c) You may only treat minors under the age of 16 in the presence of an appropriate 
adult or guardian. See section C5 and C8 regarding treating minors and 
vulnerable adults. 
16歳未満の未成年者には、適切な成人または保護者の付き添いがある場合に

限り、トリートメントを行うことができます。 未成年者および特別な支援が
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必要な成人のトリートメントについては、セクション C5および C8を参照し

てください。 

 
9. FITNESS TO PRACTICE   

アロマセラピーを実践する上での適性 

You must maintain and improve your professional knowledge and skills as per the IFA’s 
Continual Professional Development Policy and declare any health issues that may 
impact on your ability to practice.  
 IFA の専門職継続開発訓練に関する方針に従って、常に専門知識とスキルを維持お

よび向上させてください。また、実践能力に影響を与えかねない健康上の問題があ

る場合は、必ず申し出てください。 

 
 
 

B. YOU MUST RESPECT CLIENTS’ INDIVIDUALITY, DIGNITY AND 
PRIVACY 
クライアントの個性、尊厳、およびプライバシーの尊重 

 

1. EQUALITY & DISCRIMINATION        
平等と差別 
You must treat all clients fairly and equally as per the Equality and Human Rights Acts, 
which is a legal responsibility for anyone providing services to the public.       
平等・人権法に従って、すべてのクライアントを公平かつ平等に扱わなければなり

ません。これは社会にサービスを提供する人の法的責任です。 

a) You have the right to choose who you accept as a client but you cannot refuse a 
client on grounds that are discriminatory under the Equality and Human Rights 
Acts.                 
あなたにはクライアントを選ぶ権利がありますが、平等・人権法のもと、差

別的な理由でクライアントを拒否することはできません。 

b) You must not refuse a client or lower your standard of care on discriminatory 
grounds including; disability, gender, race, age, marriage or civil partnership, 
sexual orientation, religion or beliefs; otherwise known as ‘protected 
characteristics’.             
障害、ジェンダー、人種、年齢、婚姻またはシビル・パートナーシップ、性

的指向、宗教または信念など、「保護特性」とも呼ばれますが、そのような

差別的理由でクライアントを拒否したり、提供するサービスの基準を下げた

りしてはなりません。 

c) You must make sure your own personal beliefs and values regarding a client’s 
protected characteristics do not prejudice your care programme. However, you 
may take into account relevant factors of a client’s lifestyle, and modify 
treatments accordingly, which directly impact on their health when formulating 
a care plan.              
保護特性に関するあなたの個人的な信念や価値が、クライアントのケアプロ
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グラムに影響を及ぼしてはなりません。ただし、クライアントのライフスタ

イルに関連する要因を考慮し、それに応じてトリートメントを変更すること

は可能です。これらは、クライアントの健康に直接影響するものです。 

d) You must not offer services on different terms to different people or groups of 
people.             異

なる人々またはグループに対して、異なる条件でサービスを提供してはなり

ません。すべての人々、グループに必ず同じ条件でサービスを提供してくだ

さい。 

e) If you are an employer, you are also legally responsible for any discriminatory 
actions by your employees in the course of their employment.      
雇用期間中の従業員によるいかなる差別的行動に関して、あなたが雇用主で

ある場合は、あなたにも法的責任があります。 

f) Where, and if, practically possible, you should consider how to make your 
services as accessible as possible to clients with disabilities.       
障害のあるクライアントがサービスを利用しやすくなるように可能な限り検

討してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. DIGNITY & MODESTY                   
尊厳と謙虚さ 
You must be respectful and sensitive to a client’s dignity and modesty. It is important to 
note that everyone has different opinions of what it means to respect their privacy. To 
avoid any possible misunderstandings, you must: 
  クライアントに対して常に敬意を持ち、クライアントの尊厳と謙虚さに敏感でなけ

ればなりません。プライバシーを尊重することの意味について、皆それぞれが違う

意見を持っていることを覚えておくことが重要です。誤解を避けるために、次のこ

とに必ず従ってください。 

 
a)   Ask clients if they are sensitive regarding removing clothing and act according. 

衣服を脱ぐことに関して抵抗があるかどうかをクライアントに尋ね、クラ

イアントの意志に沿って行動する。 

Useful links to further information: 

 詳しい情報へのリンク 
 

Equal Opportunities  

機会平等 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/part/3 
 
Human Rights 
 人権 
https://www.equalityhumanrights.com/en 

 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/part/3
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/part/3
https://www.equalityhumanrights.com/en
https://www.equalityhumanrights.com/en
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b)   Explain to clients why they need to remove clothing and offer a gown or towel 
when changing to respect their modesty.          
なぜ衣服を脱ぐ必要はあるのか説明し、着替えの際はクライアントを尊重

しガウンまたはタオルを提供する。 

c)   Offer clients the opportunity to have a third-party present during their care, 
especially if the client is particularly nervous.        特

にクライアントが緊張している場合は、トリートメントの際に第三者が付

き添いできること伝える。 

d)   Ensure that clients are comfortable once clothing has been removed.      
クライアントが衣服を脱いだ後も、快適な状態であることを確認する。 

e)   Only request that the client remove clothing that is necessary for their 
treatment e.g. they may only need to partially undress.       ト

リートメントを行うにあたって、必要な衣服のみを脱いでもらうよう伝え

る。例：部分的に脱ぐだけの場合もある。 

f)   Ensure that only the client removes their own clothing. The only exception to 
this is if the client is physically unable to remove their own clothing e.g. has 
poor mobility, in which case you must ask permission before removal or if they 
have brought a chaperone ask their chaperone to assist them undress.     
クライアント自身の衣服を脱ぐことができるのはクライアントのみである

ことを認識する。唯一の例外は、クライアントが自分で衣服を脱ぐことが

物理的に不可能な場合に限る。例：クライアントの体が不自由な場合、衣

服を脱ぐ手伝いをする前に許可を求めねばならない。付添人が同伴してい

る場合は、衣服を脱ぐ手助けを付添人に依頼すること。 

g)   Ensure that when clients are removing clothing you either leave the room for 
an appropriate time and knock before re-entering or put up a suitable 
partition/screen so the client is not exposed.        ク

ライアントが衣服を脱いでいるときには、しばらく部屋を出て、再度入室

する際はドアをノックするか、もしくはクライアントの着替えが見えない

ようにパーティションまたはスクリーンを設置する。 

h)   If a client does not want to remove clothing you must respect their wishes. No 
pressure must ever be placed on the client to remove items of clothing if it is 
against their wishes. You may of course bring to the client’s attention the 
limitations of this but ultimately it is the client’s decision.        
クライアントが衣服を脱ぎたくない場合は、その希望を尊重する。衣服を

脱ぎたくないという希望があるにもかかわらず、脱ぐプレッシャーをクラ

イアントに与えないこと。衣服を脱がないことにより、トリートメントの

結果に限界があることをクライアントに伝えることは可能だが、最終判断

はクライアント次第である。 

i)   Ensure the client is covered as much as possible during the treatment with a 
towel to respect their dignity and only expose the areas that are being treated. 
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トリートメントの間は、クライアントの尊厳を尊重し、できる限りタオル

で覆い、必要な部分のみを露出させる。 

j)   Provide the client with clear guidance how to position towels in such a way that 
respects their modesty when lying on a massage couch.        
クライアントが施術台で横になる際は、クライアントの尊厳を尊重するた

めに、どのようにタオルで覆うのか明確な説明をする。 

k)    Inform the client if you need to adjust a client’s underwear during the 
treatment, and it would be impractical for the client to make the necessary 
adjustment themselves, and ask the client permission to do this, before doing 
so.              ト

リートメントの最中に、下着を調整する必要がある場合は、クライアント

に伝える。クライアント自身が調整することは難しいので、クライアント

に許可を得て調整すること。 

l)   Where appropriate ensure that a client’s hands are positioned under the towel 
when working on other areas to avoid any unnecessary contact during the 
treatment. トリートメントの最中の不要な接触を避けるため、必要なトリー

トメントの時以外は、クライアントの手がタオルの下にくるようにする。 

m)    Ensure that the client does not remain undressed any longer than is necessary. 
クライアントが、衣服を脱いだままの状態で必要以上にいることは避け

る。 
 

3. CONFIDENTIALITY              
守秘義務 
Confidentiality is essential to the relationship between an aromatherapist and their 
client. The information your client provides to you is personal and may be highly 
sensitive. Breaches of client confidentiality may have significant implications by 
reducing public confidence in not only you as a practitioner but the profession as a 
whole.              守

秘義務は、アロマセラピストとクライアントが良好な関係を築くにあたり、必要不

可欠なものです。 クライアントから提供される情報は個人的なものであり、機密性

が高い場合があります。 守秘義務を守らなかった場合は、自身のアロマセラピスト

としての信頼を傷付けるだけでなく、アロマセラピストという職業全体としての社

会的信頼を低下させることになり、重大な影響を与える可能性があります。 

a) You must treat all clients’ information as strictly confidential and only use the 
information for the purpose for which it was obtained. すべてのクライアン

トの情報を極秘情報として扱い、入手した目的のためだけに使わなければな

りません。 

b) If you work with others who are able to access personal data it is important that 
they are also informed of the requirements of confidentiality, regardless of if it 
is in their employment obligations.           クライア

ントの個人データにアクセスができる人々と仕事をする場合は、雇用義務
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にあたるかどうかにかかわらず、守秘義務に従う必要性がることを必ず伝

えてください。 

c) You must not discuss or share a client’s details with third parties without their 
permission, see B7 and E8 for exemptions to this rule.        
クライアントの詳細情報を、クライアントの許可なく第三者に漏らしては

なりません。この規則が適用除外となる場合については、B7および E8を参

照してください。 

 

4. DATA PROTECTION            
データ保護 

a) In order to safeguard a client’s best interests, you must collect certain personal 
and special category data (formerly known as sensitive data) which must be 
treated in accordance with the relevant Acts. The Data Protection Act and 
General Data Protection Regulation (GDPR) set out the requirements for 
processing and handling personal and sensitive data.         
クライアントの利益を保護するために、取り扱われなければならない特定の

個人用および特殊なカテゴリデータ（以前は機密データと呼ばれていたも

の）を、関連する法律に従い収集する必要があります。データ保護法および

一般データ保護規則（GDPR）は、個人データや機密データの処理および扱い

に関する必要条件を定めています。 

b) Personal data is data that directly or indirectly identifies an individual. For 
example it can be anything from a name, a home address, a photo, an email 
address or bank details. Sensitive personal data includes information about 
racial or ethnic origin, political opinions, trade union membership, religious 
beliefs or other beliefs of a similar nature, physical or mental health condition, 
and sexual orientation.            
個人データとは、直接的または間接的に個人を特定するデータです。例え

ば、名前、自宅住所、写真、E メールアドレス、銀行の詳細など、何でもか

まいません。機密性の高い個人データには、人種または民族、政治的見解、

労働組合員、宗教的信条、またはその他の同様の信条、身体的または精神的

健康状態、および性的指向に関する情報が含まれます。 

c) The processing of personal data, includes but is not limited to all forms of 
obtaining, retaining, disclosing and recording a person’s data, which applies to 
all forms of paper retention, images and media.         
個人データの処理とは、個人のデータを取得、保持、開示、および記録する

ことを含みますが、それに限らずあらゆる形式で行われるの紙の保存、画像

およびメディアにも適用されます。 

d) Under the GDPR rules, clients have more access rights to their personal data 

which imposes a number of additional requirements on data controllers (i.e. 

you). The data subject access rights mean that clients can ask to access the 

personal information you hold on them, and for you to, correct and erase data. 

一般データ保護規則（GDPR）のもとでは、クライアントは自身の個人データ

へより多くのアクセス権を持っており、そのことによりデータ管理者（すな
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わちあなた）に多くの追加要件を課すことになります。データ主体のアクセ

ス権とは、あなたが保持している個人情報へのアクセス、およびデータの訂

正と消去を、クライアントが要求できることを意味します。 

e) Before you begin collecting or processing personal data directly from a client 

you must ensure that an appropriate privacy notice has been issued to the client. 

The content of the privacy notice must provide accurate, transparent and 

unambiguous details of the reasons why you require the information you hold 

on them and for how long you propose to process the client’s personal 

information. You will need to include information about the client’s access rights 

to their personal data and most importantly, the notice should also explain how 

you will keep the information secure and protected against unauthorised use.   

クライアントから個人データを直接収集または処理する前に、適切なプライ

バシー通知がクライアントに出されているか確認する必要があります。プラ

イバシー通知には、保持している情報が必要な理由と、クライアントの個人

情報の処理を予定している期間について、明確な詳細理由を記載する必要が

あります。また、クライアントの個人データへのアクセス権に関する情報も

記載してください。さらに最も重要なこととして、どのように個人情報を安

全に保管し、不正使用から保護するのかについての説明を記載してくださ

い。 

f) Where you intend to collect data indirectly from a third party e.g. where a client 

gives a family member’s medical background (if they are named) to illustrate 

familial conditions, you must ensure that a privacy notice is issued to them 

within a reasonable period of time of obtaining their personal data and no later 

than one month.   

 第三者から間接的にデータを収集する場合、個人データを取得してから一ヶ

月以内にプライバシー通知を第三者に発行する必要があります。例：クライ

アントが家族の状況などを説明する際に、家族の病歴など（氏名を明らかに

して）をあなたに伝える場合。 

g) Under the Data Protection Regulations May 2018, every organisation or sole 
trader that processes personal information must pay a data protection fee to the 
Information Commissioner’s Office (ICO), which is typically £35.00 for sole 
traders. Some exemptions apply.                   
2018年5月のデータ保護規制に基づき、個人情報を処理するすべての組織ま

たは個人事業主は、情報管理責任者事務所（ICO）にデータ保護料を支払う

必要があります。個人事業主は£35になりますが、免除が適用される場合も

ありますので確認してください。 

h) Under the Privacy and Electronic Communications Regulations 2003 you must 
not send any marketing material or advertising electronically to a client unless 
they have consented to receive it e.g. ‘opted in’ to receive newsletters about any 
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deals or products you may advertise and must be given the opportunity to ‘opt 
out’ at any time. You should not automatically assume or rely on the fact that as a 
customer they would want to receive electronic communications or that it 
constitutes consent. You must ensure that an appropriate clause is included in 
your privacy policy and you have a system of recording the individuals consent. 
2003年プライバシーおよび電気通信規則に基づき、マーケティング資料を受

け取ることに同意しない限り、マーケティング資料や広告をクライアントに

E メールで送信してはなりません。例えば、クライアントは、セールや製品

に関するニュースレターを受け取ることを自分の意思で「オプトイン」し、

いつでも「オプトアウト」する機会を与えられる必要があります。顧客が E

メールを受けとりたいという事実、または同意しているという事実を勝手に

仮定したりすべきではありません。適切な条項がプライバシーに関する方針

に含まれていることや、個人の同意を記録するシステムが整っていることを

確認してください。 

i) If you breach Data Protection Regulations you must inform the Information 
Commissioner’s Office (ICO) within 72 hours of the breach.    
データ保護規則に違反した場合は、違反から72時間以内に情報管理局

（ICO）に通知しなければなりません。 

j) The ICO defines a personal data breach to be: “a breach of security leading to the 
accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or 
access to, personal data. This includes breaches that are the result of both 
accidental and deliberate causes.”          
情報管理局（ICO）は、個人データの侵害を次のように定義しています。

「偶発的または違法な破壊、紛失、改ざん、個人データへのアクセスや不正

開示につながるセキュリティの侵害。これには、偶発的および故意的の両方

の原因による違反を含む。」 

 

 

 

 

 

 
 

             

 

 

 

 

 

Useful links to further information: 詳しい情報へのリンク 
 

Data Protection Act データ保護法 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents/enacted 
 

Data Protection Charges  データ保護料 
http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2018/9780111165782/contents 
 
Data Protection Charge Exemption  データ保護料免除 
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-
gdpr/exemptions/ 
 
Information Commissions Office (ICO) 情報管理局 
https://ico.org.uk/ 
 
General Data Protection Regulation (GDPR)  一般データ保護規則 
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/ 
 
Privacy Policy Template  プライバシーに関する方針のテンプレート 

 
You can download a privacy policy template in the member’s area of the IFA website 
IFAウェブサイトの会員ページにて、プライバシーに関する方針をダウンロードすることが
可能です。www.ifaroma.org 

 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents/enacted
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents/enacted
http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2018/9780111165782/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2018/9780111165782/contents
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/exemptions/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/exemptions/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/exemptions/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/exemptions/
https://ico.org.uk/
https://ico.org.uk/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/
www.ifaroma.org
www.ifaroma.org
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5. PROTECTING CONFIDENTIAL & PERSONAL INFORMATION 
 機密情報および個人情報の保護 

You have a responsibility to protect your client’s personal and confidential information 
from improper disclosure. The personal data you hold must be kept secure and only 
processed by authorised personnel.  
あなたには、クライアントの個人情報や機密情報を不適切な開示から保護する責任

があります。個人データは安全に保管し、権限のある人によってのみ処理が行われ

るよう徹底してください。 

 

a) You must not disclose the information of a client, including all third parties’ 
information you obtain either directly or indirectly, without the written consent 
of the individual or the client’s legal representative. This applies indefinitely 
even after the client has ceased using your services.  
直接または間接的に取得したすべての第三者の情報を含むクライアントの情

報を、クライアントの書面による同意またはクライアントの法定代理人の同

意なしに、開示してはなりません。これはクライアントがサービスの利用を

停止した後も無期限に適用されます。 

 

b) You must ensure that a client’s personal data is stored in such a way that it 
cannot be viewed by unauthorised or unnecessary personnel.  
クライアントの個人データを、権限のない人や、または不必要な人が閲覧す

ることのないように保管しなければなりません。 

 

c) You must only disclose what is absolutely necessary to authorised personnel. If, 
for example, you employ a book keeper, the book keeper must see all financial 
transactions but must not be able to view the client’s health records. If pursuing 
late payments, minimum information must be specified, especially if given to a 
third party to pursue on your behalf.           
閲覧する権限がある人にも、絶対に必要な情報のみを開示しなければなりま

せん。たとえば、経理係を採用している場合、経理係はすべての金融取引を

確認する必要がありますが、クライアントの健康記録へのアクセス権はあり

ません。支払いの遅延を追求する場合、特に第三者が代理で行う目的で提供

される情報にも、最低限の情報のみを記載しなければなりません。 

d) You must have in place appropriate and proportionate technical and 
organisational measures to protect against unauthorised or unlawful processing 
of personal data and against accidental loss or destruction of, or damage to, data 
e.g. that the system is safely backed up on a regular basis. Appropriate 
obligations should also be incorporated into any third party contracts.     
違法または許可されてない方法での個人データの処理、または偶発的なデー

タの損失もしくは破壊、またはデータへの損害から保護するために、技術的

および組織的な対策を講じなければなりません。例えば、システムは定期的

に安全にバックアップされていることなどです。いかなる第三者との契約に

も適切な義務の要項を組み込んでください。 
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e) To avoid improper disclosure: 
 不適切な開示を避けるため、次のことを行ってください。 

 

i. refrain from discussing clients where you could be overheard 他人に聞

かれる可能性がある場所で、クライアントのことを話すことは控え

る。 

ii. refrain from leaving client records where they could be viewed by others 
他人に見られる可能性がある場所に、クライアントの記録を残さな

い。 

iii. refrain from storing data in electronic form on a shared hard drive e.g. 
install a system with access permissions 共有ハードドライブに電子形

式でデータを保存しない。例：アクセス許可のあるシステムをインス

トールする。 

 
iv. ensure record systems cannot be accessed by others when you are on or 

off the premises. 
 あなたが敷地内にいるいないに関わらず、保管システムに他の人がア

クセスできないようにする。  

 

f) It is good practice to inform clients at their first appointment who else has access 
to their records apart from the client themselves (or appropriate guardian if 
applicable) e.g. you, managers, receptionists, other practitioners in your absence. 
クライアントとの最初の面会時に、クライアント（または該当する場合は適

切な保護者）以外でクライアントの記録にアクセスできる人をクライアント

に伝えてください。例：あなた、マネージャー、受付係、不在時に対応する

他のセラピストなど。 

g) Records must be disposed of securely and in a way that maintains client 
confidentiality e.g. shredding.           
記録は、安全にそして顧客の機密性を保持する方法で処分してください。例

：シュレッダーにかける。 

 
h) If you are winding down your practice you will need your clients’ consent to 

transfer their records. You must ensure the new practice owner understands the 
necessity of confidentiality and the obligation to provide the clients with access 
to their information.             
事業を終了する場合は、クライアントの同意を得た上で、クライアントの記

録を次の担当者に受け渡してください。事業の次の所有者が守秘義務の必要

性と、クライアントに情報へのアクセスを提供する義務を理解していること

を必ず確認してください。 
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6. SHARING INFORMATION WITH THIRD PARTIES             
第三者との情報共有 
Gaining consent from clients to disclose their information is essential to the working 
relationship between you and your clients.           
クライアントの情報を開示する場合は、必ずクライアントから同意を得てくださ

い。あなたとクライアントの職業上の関係にとって必要不可欠です。 

 

a) You must get express consent from clients before providing their personal 
details to any third parties. For example: to the client’s GP, during discussion of 
client cases with other practitioners during supervision, for research audit 
purposes or case studies for publication.  
クライアントの個人情報を第三者に提供する前に、クライアントから明確な

同意を得なければなりません。例：クライアントの主治医に対して情報を提

供する場合。他の医療従事者とクライアントの症例について話し合う場合。

研究監査の目的あるいは出版のためのケーススタディのため。 

 

b) Express consent is permission given specifically and can be, either verbally or in 
writing. Express consent contrasts with implied consent, which is an assumption 
of permission that is inferred from actions on the part of the individual. It is in 
your best interests to seek written consent to safeguard yourself against any 
possible misunderstanding.  
明確な同意とは、具体的に与えられた許可のことであり、口頭または書面の

どちらで行われても構いません。また、暗黙の同意とは、許可を個人の行動

から推測し仮定することであり、明確な同意とは対照的なものです。書面に

よる同意を求めることにより、起こり得る誤解からあなた自身を守ることが

でき、あなた自身の利益にもつながります。 

 
c) It is good practice to: 

 第三者と情報を共有する際は、次のことに気をつけてください。 
 

i. only disclose what is absolutely necessary to third parties;  
第三者にとって絶対に必要なものだけを開示する。 

 
ii. remove all personally identifiable data where possible e.g. for case 

studies, names and addresses;  
可能であれば、個人を特定できるデータをすべて削除する。 例：ケー

ススタディの場合は、名前と住所。 

 

iii. anonymise data if this will serve the same purpose to the person 
requesting the information;  
情報を匿名化しても、情報要求者の目的を果たすならば、情報を匿名

化する。 

 
iv. reassure your client about the necessity of disclosure of the information; 

情報を開示することの必要性について説明し、ク ライアントを安心さ

せる。 
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v. inform the client they may object and/or seek a second opinion if they 

want to.  
クライアントが異議を唱えたり、セカンドオピニオンを求める権利が

あることをクライアントに伝える。 

 

d) When writing to third parties, explain your responsibilities towards your 
client before providing the specific information to them.  
特定の情報を第三者に書面で提供する前に、クライアントに対するあな

たの責任を第三者に説明してください。 

 
e) If a client consents for you to give their details to a regulated healthcare 

professional for example, you may assume that the individual will treat the 
information as confidential.   
クライアントが、自主規制機関より規制を受けている医療従事者に詳細

を提供することを同意した場合、その医療従事者は情報を機密事項とし

て扱うとみなすことができます。 

 

7. DISCLOSURE IN THE PUBLIC INTEREST 
公益のための情報開示 

In exceptional circumstances you may need to disclose information in the ‘public 
interest’, which supersedes the right of the individual to confidentiality.    
例外的に、個人の守秘義務の権利よりも「公益」を優先して情報を開示しなければ

ならない場合があります。 

 

a) Disclosure in the public interest is when it is in the interest of the general public 
to be informed of information for their own protection (in contrast to the 
interest of the individual person, group, or company). It can also be disclosure 
for the protection of the individual by informing the relevant third parties e.g. if 
you believe they are in danger.           
公益のための開示とは、情報を開示することが、一般市民の保護および利益

になると判断された場合です。（個人、グループ、または会社の利益とは対

照的なもの）また、関連する第三者に知らせることにより、個人を保護する

ことができる場合です。例：危険にさらされていると考えられる場合。 

b) When making decisions as to whether to disclose information you must weigh 
up the potential harm that the disclosure may cause against the interest of 
society/the individual.  
情報を開示するかどうかに関しての決定を下す場合は、開示が社会または個
人に引き起こす潜在的なリスクを比較し検討しなければなりません。 
 

c) You may disclose information in the public interest when it is not practical to 
anonymise the data and you are able to demonstrate that it is absolutely 
necessary to provide that information.  
 情報を匿名化することが適切ではなく、情報を提供することが絶対に必要で
あると証明できる場合は、公益のために情報を開示することができます。 
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d) The law may also stipulate that you have to disclose the information (dependent 
on the individual case) or you may be directed to disclose by an official having a 
legal power to order disclosure. You should seek appropriate advice, if you are 
advised that disclosure should be made in the public interest. 
 法律で、情報を開示しなければならないと規定している場合や（ケースによ
り異なる）、開示命令の法的権限を持つ役人に開示の指示をされる場合もあ
ります。公益のために開示すべきであると助言された場合は、適切な助言を
求めてください。 
 

e) If you are disclosing a client’s personal data, even in the public interest, you 
should at first, and if appropriate, try to inform the client of what you intend to 
do and discuss your concerns with them (if they have the mental capacity) or 
with their appropriate guardian e.g. if you suspect a child or vulnerable adult is 
at risk of abuse or neglect. Explain your reasons for disclosure and provide 
details of exactly what personal information will be disclosed. 
 公益のためであっても、クライアントの個人データを開示する場合は、最初
にクライアントにあなたが何をしようとしているのかを伝え、懸念を話し合
ってください（クライアントに話し合う能力がある場合）。または適切な後
見人と話し合いをしてください。（例：子供または特別な支援が必要な成人
が、虐待またはネグレクトの危険にさらされていると疑う場合）。開示理由
を説明し、正確にどの個人情報が開示されるのか詳細を伝えてください。 
 

f) If you still have concerns, then you should discuss it with a colleague or other 
agencies and contact the relevant social services department.   
それでも懸念がある場合は、同僚や他の機関と話し合い、関連する社会福祉
部門に連絡してください。 
 

g) As a general rule, the exceptional circumstances for disclosing to third parties is 
if it is in the best interests of the client’s health and wellbeing. For example, if 
you suspect a client may be suicidal or at risk of death or serious harm to 
themselves or to others. You must, in this instance, share the relevant 
information with the proper authorities. In such instances as these you may not 
be able, or it may not be appropriate, to inform the client before disclosure takes 
place e.g. to avoid disrupting an investigation, the likelihood of a violent 
response etc.             
原則として、第三者に情報開示が必要な状況とは、開示することがクライア

ントの健康と幸福にとって最善の利益となるかどうかです。例えば、クライ

アントが自殺願望を持っているか、死亡する危険があるか、またはクライア

ント自身または他の人に重大な危害を及ぼす可能性があると思われる場合で

す。この場合は、適切な機関と関連情報を共有しなければなりません。この

ような状況では、開示が行われることを事前にクライアントに通知すること

が不可能、もしくは適切な方法ではない場合もあります。例：調査の混乱を

避けるため。暴力的な反応の可能性を排除するためなど。 

h) When you disclose confidential information you must record in writing the 
reasons for disclosure, to whom it was made, how it was made e.g. written or 
oral and the date the disclosure was made. If the client was not informed before 
the disclosure was made the justification for this must also be recorded.      
機密情報を開示する場合は、開示理由や情報が誰に開示されたのか、また開

示がどのように行われたのかを書面で必ず記録してください。（例：開示は
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書面で行われたのか口頭で行われたのか。開示が行われた日付も記録）。開

示が行われる前に、クライアントに開示することを伝えなかった場合には、

その理由も必ず記録してください。 

 

 

 

 

 

 

 
 

C. YOU MUST RESPECT CLIENTS’ RIGHTS TO BE INVOLVED IN 
THEIR CARE 
クライアントが自分のケアに関わる権利 
 
1. EFFECTIVE COMMUNICATION            

効果的なコニュニケーション 
Effective care is a partnership based on openness and trust. You should encourage 
patients to talk openly to you so that you can gain a better understanding of their 
unique concerns, personal preferences, expectations, and values; allowing them to 
play an active part in their care.           
効果的なケアは、開放感と信頼を基本にした協力関係から生まれます。クライア

ントのそれぞれ違う懸念や嗜好、期待や価値観を理解するために、クライアント

が率直に隠さずに話せるような雰囲気を作り、ケアに積極的に関わることができ

るようにサポートしてください。 

a) Part of showing respect for your clients is by listening to them, acknowledging 
their views and exploring various care options with them.        
クライアントへ敬意を示す方法として、クライアントの話をよく聴き、クラ

イアントの意見を受け止め、クライアントとさまざまなケアの選択肢を一緒

に考えることなどがあげられます。 

 
b) It is also good practice when creating a care plan to guide the client on how to 

improve their own state of health at home.          
ケアプランを考える際に、クライアントが自宅で健康状態を改善する方法と

して、どのようなことができるのかを説明することもケアに効果的です。 

 
c) When a client’s care plan needs to be modified, you must discuss this with them, 

explain the rationale for doing so and gain consent from the client before 
proceeding. 

 
クライアントのケアプランに修正が必要な場合は、クライアントとよく話し
合い、修正が必要な理論的根拠を説明し、修正前にクライアントの同意を必
ず得てください。 

Useful links to further information: 詳しい情報へのリンク 

Public Interest Disclosure Act 公益開示法 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/23/contents  

Safeguarding Children 子供を守る 

http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/w/working%20together.pdf 

 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/23/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/23/contents
http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/w/working%20together.pdf
http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/w/working%20together.pdf
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2. PROVIDE CLEAR & ACCURATE INFORMATION 
 正確で明確な情報を提供する 
Clients have a right to receive information, explained in an easily understandable 
way, to enable them to make informed decisions about their healthcare.       
クライアントは、わかりやすく説明を受け情報を得る権利を持っています。ま

た、十分な情報に基づいて、自身のケアについて決断を下す権利を持っていま

す。 

a) Clients’ questions must be answered clearly, accurately and honestly.      
クライアントの質問には、明確かつ正確に、また正直に回答してください。 

b) You must also include details of any other healthcare related options you 
identify that would benefit the client, where appropriate.  
クライアントに恩恵をもたらす他の関連するヘルスケアの選択肢について
も、必要に応じて詳細を提供してください。 
 

c) Information that is usually provided to clients include:  
クライアントに一般的に提供される情報は次のものを含みます。 
 

i. the potential outcomes with or without care 
ケアを行った、または行わなかった場合に予想される結果。 

 
ii. likelihood of recurrence without care or need for long term management 

ケアを行わなかった場合の再発の可能性、または長期管理の必要性。 

 
iii. the likely benefits and rationale for care   

ケアから得られる可能性のある成果とケアの理論的根拠。 

 
iv. the purpose of the assessment methods 

アセスメント方法の目的。 

 
v. any foreseeable risks, including contraindications 

予測可能なすべてのリスク（禁忌を含む）。 

 
vi. when their program of care will be reviewed 

ケアプログラムを見直す時期。 

 
vii. findings from assessments and reassessments 

アセスメントや追加のアセスメントの結果。 

 
viii. their freedom to consult a different therapist as to the best programme 

of treatment 
最適なトリートメントプランに関して、クライアントは自由に他のセ

ラピストに相談できること。 

 
ix. their right to have a chaperone 

付添人を同伴できる権利。 
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x. if treatments are provided in a group setting or linked to a research 
program 
トリートメントがグループで行われるのか、または研究プログラムに

関連しているのか。 

 
xi. those responsible for their care and personal data e.g. if it will be a co-

managed approach 
クライアントのケアや個人情報の責任者。例：共同管理の方法を取っ

ているかなど。 

 
xii. reasons for referral to other healthcare providers in part or full of the 

care program 
ケアプログラムの一部、または全体を他の医療従事者へ紹介する理由 

 
xiii. arrangements in place should you be unavailable 

担当のセラピストが不在時の手配。 

 
xiv. the financial implications of the recommended care 

推奨されるケアにかかる費用。 

 
xv. the type of information entered into their records and the necessity of 

obtaining the information 
記録される情報内容、また情報を入手する必要性について。 

 
d) You should also provide supportive related material to clients on request e.g. 

educational literature or you may direct them to the IFA’s website 
www.ifaroma.org for more information.          
クライアントからリクエストがあれば、それに関連する補助的な資料を提供

してください。例：教育的文献。詳しい情報は IFA ウェブサイト

www.ifaroma.org も紹介可能。 

e) You must always check that the client has fully understood the information you 
have provided to them and explain further if necessary. Especially, for example, 
if the client needs an interpreter or would benefit from having a friend or family 
member present, in such cases you must ensure the client makes the necessary 
arrangements for that to happen before starting their care.        
クライアントが提供された情報をすべて理解しているか常に確認し、必要な

場合は追加の説明を行ってください。例えば、クライアントが通訳者を必要

としている場合や、友人や家族が同席することに利点がある場合は、ケアを

開始する前にクライアントが必要な手配を行うように必ず確認してくださ

い。 

f) It is useful to ask clients:  
クライアントには次の事項を質問することをお勧めします。 
 

i. the reasons for their treatment 
トリートメントを受ける理由。 
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ii. reasons for referrals in part or full (if applicable) 
トリートメントの一部、または全体を他の医療従事者に紹介を希望す

る理由（該当する場合） 

 
iii. hopes and expectations from treatment 

トリートメントへ期待していること。 

 
iv. confirm they have understood the information given 

情報を理解しているかどうか。 

 
g) If a client refuses to receive this information then you must record this in your 

client record notes. クライアントが情報を受け取ることを拒否する場合は、ク

ライアントノートに記録してください。 

 

3. AFTERCARE INFORMATION                
 アフターケア 
Suitable aftercare advice should be given to clients following a treatment so that 
they may continue their care at home. The information provided should also include 
any details in accordance with your insurance policy. 
 トリートメント終了後には、クライアントが家でもケアを継続できるようにア
フターケアの適切なアドバイスを行ってください。クライアントに提供する情報
には、あなたの保険の方針に従い、必要な詳細をすべて組み込んでください。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESPECT CLIENTS’ DECISIONS      
 クライアントの決定を尊重する 
 
a) You must respect clients’ decisions, regardless of whether you believe they are 

irrational or wrong. 
クライアントが下した決定を、不合理または間違っていると思ったとして

も、クライアントの決定を尊重しなければなりません。 

 
b) If you believe they are irrational or wrong you must explain your concerns to the 

client and outline the possible consequences to them. 

Useful links to further information:  
詳しい情報へのリンク 
 
Aftercare Information Template  
アフターケアのテンプレート 
 
You can download an aftercare information template in the member’s area of the IFA 
website.  
IFA ウェブサイトの会員ページにて、アフターケアについてのテンプレートをダウ
ンロードすることが可能です。 
www.ifaroma.org 
 
 
 
 
 
 

http://www.ifaroma.org/
http://www.ifaroma.org/
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クライアントの決定が不合理、または間違っていると思う場合は、必ずクラ

イアントに懸念を説明し、クライアントに起こり得る結果を必ず説明してく

ださい。 

 
c) Do not, however, pressurise a client to accept your advice. 

ただし、あなたのアドバイスを受け入れるようにクライアントにプレッシャ

ーを与えてはいけません。 

 
d) Clients have the right to refuse care (in part of full) even if it would benefit their 

health and wellbeing. 
たとえケアが健康や幸福に寄与するものであっても、クライアントにはケア

を（一部または全体）断る権利があります。 

 
e) The choice of treatment remains with the client, but you may refuse their choice 

of treatment, if you consider this to be inappropriate or potentially unsafe. 
トリートメントの選択権はクライアントが持っていますが、もし選択が不適

切であったり、潜在的に危険がある場合は、クライアントが選択したトリー

トメントを拒否することもできます。 

 
f) If a client is mentally incapable of making a decision regarding their care, by law, 

another person can make a decision on their behalf as per the Mental Capacity 
Act 2005. Please refer to the link provided below for the categories of people 
who can make a decision on their behalf should this happen.    
クライアントが、自身のケアに関して判断を下すことが精神的に難しい場合

は、2005年の意思能力法に従い、クライアントに代わって他の人が判断を下

すことができます。クライアントの代わりに判断を下すことが可能な人々に

ついては、下記のリンクを参照してください。 

 
g) If a previously competent client has refused certain parts of care while they were 

competent, these decisions should be respected if that client then becomes 
incompetent.  
自分で判断を下すことが可能だったクライアントが、以前特定のケアの部分

を拒否していた場合、そのクライアントがのちに自分で判断を下すことが難

しくなった場合においても、以前の意思決定を尊重してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Useful links to further information: 
 詳しい情報へのリンク 
 
Mental Capacity Act  
意思能力法 
 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/contents 

 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/contents


33 

© International Federation of Aromatherapists 

 

 

 

5. GAINING CONSENT   
同意を得る 
Consent should only be sought after the client is in a position to make an informed 
decision (based on the information provided to the client and completion of the case 
history).   
クライアントが十分な情報をもとに意志決定を下すことができる状況にいる時の

みに、同意を求めてください（クライアントは提供された情報と病歴をもとに意

志決定を下す）。 

 
a) Before caring for a client, you must get consent from the client, or someone able 

to act on their behalf. 
クライアントのケアをする前に、クライアント、または代理の人から同意を

得なければなりません。 

 
b) Clients must fully understand what they are giving consent for, that they have 

the right to withdraw their consent at any time, and how they can withdraw 
their consent. 
クライアントが、何に対して同意しているのか完全に理解し、いつでも同意

を撤回する権利があること、そしてどのようにして同意を撤回することがで

きるのかを十分に理解しなければなりません。 

 
c) You must gain consent from a client before introducing or incorporating any 

new techniques or treatments into the client’s care plan. 
新しいテクニックやトリートメント方法をクライアントのケアプランに取り

入れる前には、必ずクライアントから同意を得なければなりません。 

 
d) Consent must be given voluntarily and you must ensure they are not under any 

form of pressure or influence at the time consent is given.   
同意は自発的に行われなければなりません。同意の際は、クライアントがプ

レッシャーや影響下にいないことを必ず確認してください。 

 
e) Consent should preferably be received in writing and kept with the client’s 

records, signed and dated. Consent, however can also be given orally or implied, 
for example by the client positioning themselves on the massage couch in 
preparation. Your employer may also have their own policies relating to how 
you should obtain consent.  
同意書には署名、日付を記入し、クライアントの記録と一緒に保管してくだ

さい。書面での受領が望ましいですが、例えば施術台に横になっているクラ

イアントからは、同意が口頭で行われたり、または暗示される場合もありま

す。また雇用主が、同意の方法に関して独自の方針を定めている場合もあり

ます。 

 
f) If, for any reason a client is unable to communicate consent in writing e.g. if the 

client is unable to write, then this should be noted in the client’s record.   
何らかの理由でクライアントが書面で同意を伝えられない場合、クライアン

トノートに記録する必要があります。例：クライアントが書くことができな

い場合。 
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g) Consent is a continual process, throughout a client’s care. It is good practice to: 
同意は、クライアントのケアを通して行われる継続的なプロセスです。次の

ことを行うことをお勧めします。 

 
i. ask the client to sign to confirm that their health records have not 

changed before commencing each treatment.         
毎回トリートメントを開始する前に、クライアントの健康状態に変更

がないかの確認のために署名を依頼する。 

ii. gain consent from the client to do so, if you change techniques or 
methods of care.            
テクニックやケアの方法を変更する場合は、クライアントから同意を

得る。 

h) If consent is given verbally, then you must ensure the client signs a statement 
confirming this. 
同意が口頭で行われた場合、クライアントがその同意を確認する声明に署名

することを必ず確認してください。 

 
i) If you are saving records electronically, the software must have a safeguarding 

log, that shows all amendments made to the client’s record, and when these 
amendments were made. The client will still need to provide a signature (for 
example, using a scanner, stylus pen or keyboard). 
記録をコンピュータに保存している場合は、ソフトウェアが保護記録機能を

持っているか必ず確認してください。保護記録には、クライアントの記録に

対してなされたすべての修正と、修正日時が記録されます。コンピュータに

記録を保存している場合も、クライアントは署名を提供する必要があります

（例：スキャナ、スタイラスペン、またはキーボードを使用して署名）。 

 
j) If consent has been sought from the client’s doctor or other medical professional 

responsible for their care, and the doctor or medical professional has not 
responded within a reasonable time frame, then you must use your professional 
judgement whether or not to proceed with the treatment in the absence of 
medical consent. The client’s wishes must also be respected and involved in the 
decision to continue.             
クライアントの主治医、またはその他の医療専門家からの同意が必要とされ

る場合に、主治医または医療専門家が妥当な期間内に回答しなかった場合、

あなたは医学的同意のない中、専門的な判断でトリートメントを進めるかど

うかを判断しなければなりません。トリートメントを継続するかどうかの決

定の際には、クライアントの希望も必ず尊重されなければなりません。 

 
k) If the client’s doctor or other medical professional responsible for their care has 

expressed any concern about the client having treatment, then you must respect 
their medical opinion and not proceed with treatment. 
クライアントの主治医またはその他のケアを担当する医療専門家が、クライ

アントがトリートメントを受けることに関して何らかの懸念を提起した場合

は、医学的見解を尊重し、トリートメントを中止してください。 
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6. CAPACITY TO CONSENT  
同意する能力 
a) Consent cannot be given by a third party on behalf of a client if the client has the 

capacity to make that decision themselves. Only if the adult does not have the 
capacity to consent can a third-party consent on their behalf (see C.7).      
クライアントが自ら決定を下す能力がある場合、クライアントに代わり第三

者が同意を行うことはできません。成人が同意する能力を持っていない場合

にのみ、第三者が代理で同意することができます（C.7を参照）。 

b) You may assume that an adult has the capacity to consent unless they act in such 
a way that makes you believe otherwise, in which case you will be required to 
use your professional judgement.  
クライアントが、同意する能力がないような行動をしない限り、一般の成人
は同意する能力を持っていると考えることができます。いずれの場合にし
ろ、専門的に判断することが求められます。 
 

c) A person has the capacity to consent if they can understand and remember what 
you have told them to form a decision. It is good practice to adopt one or more of 
the following methods: 
たとえばクライアントが決定を下す際に、あなたが言ったことを理解し、覚

えている場合、同意する能力を持っていると言えます。次の方法を1つ以上

使用し、クライアントの同意能力を判断することをお勧めします。 

 

i.     ask them to repeat what you have said. 
     あなたが言ったことを繰り返してもらう。 

ii. ask them their understanding of what you said. 
あなたが言ったことの解釈を聞く。 

iii. ask them questions relating to their proposed programme of care and 
provide options so that they can weigh up various possibilities before 
making a decision, demonstrating their understanding.       
クライアントに、提案したケアプランに関する質問をし、選択肢を

Useful links to further information: 

 詳しい情報へのリンク 

Guide to consent  

 同意へのガイド 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/138

296/dh_103653__1_.pdf 
 

Consent Template Form 
 同意テンプレート 
You can download a client consent form template in the member’s area of the IFA website.  
IFA ウェブサイトの会員ページにて、同意テンプレートをダウンロードすることが可能

です。 

www.ifaroma.org 
 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/138296/dh_103653__1_.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/138296/dh_103653__1_.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/138296/dh_103653__1_.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/138296/dh_103653__1_.pdf
http://www.ifaroma.org/
http://www.ifaroma.org/
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提供する。さまざまな可能性を検討しながら、決定を下す過程を通

して、クライアントの理解度を測る。 

d) You should not accept a client’s consent until at least one of these requirements 
have been met. 
これらの要件の少なくとも1つを満たすまで、クライアントの同意を受け入

れるべきではありません。 

 
e) You must identify if a client needs support to make a decision e.g. an interpreter 

and ensure that happens before accepting their consent.  
クライアントが決定を下すためにサポートを必要としているかどうかを判断

しなければなりません。例：通訳者の必要性を考慮し、クライアントの同意

を受け入れる前に必ずサポートが行われるようにする。 

 
f) Under Section 8 of the Family Law Reform Act 1969, people aged 16 or 17 are 

entitled to consent to their own healthcare treatment and can be presumed to 
have the capacity to give consent for themselves.                 
1969年家族法改正法第8条に基づき、16歳または17歳の人は自身のトリート

メントに同意する権利があり、同意する能力があるとみなすことができま

す。 

g) In the event a client makes an unexpected decision, this does not necessarily 
mean the client lacks the capacity to provide consent or is incompetent, it may 
simply mean that you will need to explain in further detail. It is important to 
remember that a client may lack capacity to make a complex decision but is able 
to make straightforward decisions, which is why it is vitally important that 
information is communicated in a straightforward way. 
クライアントが想定外の決定を下した場合、必ずしもそれがクライアントが

同意する能力を欠いている、または同意する能力がないことを意味するので

はなく、クライアントがさらに詳細な説明を必要としていることを意味して

いる場合があります。複雑な決断を下すことが難しい場合があるが、簡単な

決断はできるということを覚えておくことは重要です。以上の理由で情報を

わかりやく簡単な方法で伝えることは非常に重要です。 

 

h) You should take all reasonable steps to help the client make their own decisions 

before forming the judgement that they lack capacity. If this means enlisting the 

assistance of the client’s friends or family members then you should make sure 

this happens.  

クライアント自身が決定を下すことが難しいと最終的に判断する前に、クラ

イアントが自分自身で決定を下すことができるように、あらゆる適切なステ

ップを踏みサポートをしてください。クライアントの友人や家族の協力を求

める必要があると判断した場合は、確実にサポートが受けられるよう実現さ

せてください。 
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i) If a client does not consent in writing or does not make a decision on their care 

you must not provide care to them. 

クライアントから書面で同意を得ていない、あるいはクライアントが自身の

ケアに対して決定を下していない場合は、ケアを提供してはいけません。 

 

7. INCAPACITY TO CONSENT 
同意する能力がない場合 

a) Incapacity to consent is when the person either: 

 同意する能力がない場合は、次のような場合です。 

i. fails to demonstrate understanding of the information you have 

provided them 

 提供した情報に対して、適切な理解を示さなかった場合。 

 

ii. fails to retain the information you have provided to them  

 提供した情報を記憶することが難しい場合。 

 

iii. fails to be able to weigh up the information in order to come to a 

determination about their care, or 

 クライアントが自身のケアに関して、情報を検討し決定を下すこ

とが難しい場合。 

 

iv. is not of age to consent (under 16 year old) 

同意が認められる年齢に達していない場合（16歳未満）。 

 

b) You may only provide care to minors under the age of 16 with the consent of an 
appropriate adult or guardian as per the Children Act 1989. Under the Act this 
includes: the child’s parents or the child’s legally appointed guardian, whether or 
not the mother and father of the child were married at the time of conception. A 
parental responsibility agreement, also has a bearing, so you should always refer 
to the Act for the different possibilities. As with adults, consent is only valid if the 
child’s appropriate guardian gives their consent voluntarily. However, unlike 
with adults, the refusal of a competent person aged 16 to 17 may in certain 
circumstances be overridden by the appropriate guardian or a court.  
1989年児童法に従い、16歳未満の未成年には、適切な成人や保護責任者の同

意がある場合のみケアを提供できます。この法令において、適切な成人や保

護責任者とは、妊娠時の子供の母親、父親であることに関係なく、子供の両

親や、法的責任のある保護責任者のことを指します。親権規定も関係するの

で、異なる可能性については児童法を参照してください。成人と同様、同意

は未成年の適切な保護責任者が自発的に同意を行った場合のみ有効となりま

す。ただし、成人と異なり、16歳や17歳の適格者が同意しなかった場合は、

状況によっては、適切な保護者または裁判所によって決定が無効にされるこ

とがあります。 
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c) Depending on your employer’s requirements, a Disclosure and Barring Service 
(DBS) check will usually be required of you when working with children or 
vulnerable adults.             
雇用主より規定は異なりますが、子供や特別な支援が必要な成人と関わる仕

事をする場合、前歴者就業チェック（DBS ）が通常必要です。 

d) If you identify that a client is a vulnerable adult then the presence advice of an 
appropriate adult should always be sought.          
クライアントが特別な支援が必要な成人であると判断した場合、適切な成人

の同席が常に求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. MAINTAINING CLIENT RECORDS  
クライアントの記録の維持 

Good record keeping is essential and protects you should a complaint be raised. In 
the event of a dispute or potential insurance claim, you may have to rely on these 
records in court to justify your actions. 
記録を保管することは、もし苦情などがあった場合に、重要な役割を果たしま

す。法廷争いや保険金の支払いが関わる可能性のある場合、あなた自身の行動を

正当化するために、法廷でこれらの記録に頼らなければならないこともありま

す。 

 

a) Client records must be legible and accurate; and be a true representation of your 
interaction with the client. 
クライアントの記録は正確にかつ判読できるように書いてください。セラピ

ストとクライアントの間で行われたやりとりを正しく記録してください。 

 

b) A client’s records should include the following information:  
クライアントの記録は次の情報を含みます。 

Useful links to further information:  
詳しい情報へのリンク 

 
Children’s Act 1989 児童法 1989年 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41/contents 
 
DBS  前歴者就業チェック 

https://www.gov.uk/dbs-check-applicant-criminal-record 
 
Family Law Reform Act 1969 家族法改正法1969年 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1969/46/section/8 
 
Safeguarding Vulnerable Adults 特別な支援が必要な成人の保護 

https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-policy-protecting-
vulnerable-adults 

 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41/contents
https://www.gov.uk/dbs-check-applicant-criminal-record
https://www.gov.uk/dbs-check-applicant-criminal-record
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1969/46/section/8
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1969/46/section/8
https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-policy-protecting-vulnerable-adults
https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-policy-protecting-vulnerable-adults
https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-policy-protecting-vulnerable-adults
https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-policy-protecting-vulnerable-adults
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i. the client’s personal data 
クライアントの個人情報。 

 

ii. the client’s case history 
クライアントの病歴。 

 

iii. the client’s consent to assessment and care or an appropriate guardians 
consent on their behalf  
アセスメントとケアに対するクライアントの同意、または代理で行わ

れた保護責任者の同意。 

 

iv. the care provided to the client   
クライアントに提供されたケア。 

 
v. the assessment and reassessment of the client’s care  

クライアントのケアのアセスメントと追加アセスメントの内容。 

 

vi. any adverse reactions during or after care  
ケア中、またはケア後に現れた副作用。 

 

vii. details of when their program of care will be reviewed 
ケアプログラムの見直し時期の詳細。 

 
viii. equipment and products used 

使用された機器や製品。 

 
ix. any aftercare advice provided to the client 

アフターケアのアドバイス。 

 
x. details of any third parties/chaperones present 

ケアに付き添った第三者や付添人の詳細。 

 
xi. details of referrals and reasons for referral to other healthcare providers 

in part or full of the care programme 
紹介の詳細や他の医療専門家に紹介を行った理由（ケアの一部または

全体）。 

 
xii. copies of correspondence 

文書のやり取りの写し。 

 

xiii. you should also make a note of client feedback and write down any 
distinctive comments they make during or after their treatment  
クライアントによるフィードバックや、トリートメントの最中や後に

クライアントが発した特筆すべきコメントの記録。 
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c) Your records must also make clear who has created, updated or amended a 
client’s records - whether this is at the request of the client or by a colleague 
involved in their care. All amendments should be initialled by the person who 
made the amendment.  
記録をつける際は、誰がクライアントの記録を作成、更新、または修正した

か明確にしなければなりません。例えば、修正のリクエストがクライアント

によるものなのか、それともケアに関わる同僚によるものなのかなどです。

すべての修正は、修正を行った本人が署名してください。 

 

d) You must store client records safely and maintain them in good condition (see 
B4 & B5).  
クライアントの記録は安全に保管し、適切な状態を維持してください。（B4, 

B5を参照） 

 

9. PROVIDING CLIENTS ACCESS TO THEIR RECORDS  
クライアント記録へのアクセスの提供 

You must give clients access to their personal records, on request, as per the General 
Data Protection Regulation. You must respond to access requests without undue 
delay and provide the information within one month of receipt. This should be 
provided free of charge or up to a maximum of £10.00.     
クライアントからリクエストがあれば、一般データ保護規則に従って、クライア

ントが個人記録へアクセスできるようにする必要があります。クライアントのア

クセス要求には遅れることなく答え、リクエストを受けてから1ヶ月以内にクラ

イアントの記録を提供しなければなりません。 無料、あるいは最高£10.00まで

の料金で提供するようにしてください。 

 

10. CHANGES TO CLIENTS’ RECORDS 
クライアントの記録変更 

If a client requests that changes be made to their records, you must rectify any 
inaccurate or outdated information.  
クライアントが情報の変更を申し出た場合は、変更が必要な部分の情報を修正

してください。 

 
 

11. RECORD RETENTION 
 記録の保管 

You must keep a client’s record for a minimum of 8 years from the date of their last 
treatment in keeping with NHS guidance or, if the client is a child, until his or her 
26th birthday if the client was 17 at the date of their last treatment. You should 
inform clients how long you will retain their records for or have an appropriate 
record retention policy on your website.                     
NHS のガイダンスに従い、最後のトリートメントの日から最低8年間はクライア

ントの記録を保管してください。最後のトリートメントの日に、クライアントが

17歳の場合は26歳の誕生日まで記録を保管する必要があります。どのくらいの
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期間クライアントの記録を保管するのかを、クライアントに知らせてください。

もしくはウェブサイト上に記録保持に関する方針を記載してください。 

 

12. FINANCIAL RECORDS 
財務記録 

You must keep financial records in keeping with the relevant law of your country.   
国の法律に従い、財務記録をつけなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. WINDING DOWN YOUR PRACTICE 
事業を終了する 

a) If you close your practice you must ensure the continued storage of client 
records for the required period.  
事業を終了する場合も、決められた期間クライアントの記録を保管してくだ

さい。 

 

b) You should also make such arrangements in the event you die before closure e.g. 
insert a provision in your will of how records can be released and storage 
information.   
事業を終了する前に死亡した場合に備える必要があります。例：記録がどの

ように破棄されるのか、そして保管されるのかの条項を遺言に記してくださ

い。 

 

c) If you are an employee your employment contract may make arrangements to 
transfer responsibility to another practitioner so it is important that you check 
these. 
もし従業員として働いている場合、雇用契約を他のセラピストに移行させる

取り決めをしている場合もありますので、必ず確認してください。 

 

d) On closure you should publicise these arrangements to your clients so they 
know how to obtain their records.   
事業を終了する際は、クライアント記録の取得方法の取り決めをクライアン

トに公表してください。 

 

 

Use links to further information:  
詳しい情報へのリンク: 
 
UK HMRC Guidelines 
英国歳入関税庁ガイドライン 

 
www.hmrc.gov.uk/index.htm  

 

http://www.hmrc.gov.uk/index.htm
http://www.hmrc.gov.uk/index.htm
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D. YOU MUST JUSTIFY PUBLIC CONFIDENCE IN AROMATHERAPY 
アロマセラピーに対する社会の信頼を守る 

 

1. POLITENESS AND CONSIDERATION 
礼儀正しさと思慮深さ 

You must be polite and considerate and treat clients, colleagues and those you come 

into contact with in your professional capacity with respect at all times. 

常に敬意を持ち、礼儀正しく、思いやりを持ってクライアント、同僚、また仕事

上関わるすべての人に接してください。 

 

2. HONESTY AND INTEGRITY  
正直さと誠実さ 

You must act with honesty and integrity and never impose your views on other 
people.  
常に誠実さを持って行動し、自分の見解を他の人々に押し付けてはなりません。 

 

 

3.   CONDUCT  
  品行 

You must conduct yourself and your practice in such a way that is a credit to the 
profession. 
職業の信頼性のためにも、普段の振る舞いや業務を遂行する際の振る舞いにも気

を付けなければなりません。 

 

Always keep in mind that the way in which you present yourself to others can affect 

public confidence in the profession and may also affect the public’s perception of 

other healthcare professions as well.  

常に、あなた自身の振る舞いが、アロマセラピストという職業の社会的信頼にも

影響し、また他の医療従事者に対する一般の人々の認識にも影響を及ぼす可能性

があることを念頭においてください。 

 

 
4. PRESENT A UNITED FRONT 

一致協力する 

a)  You must present a united front to the public and not imply criticism of other 
members, colleagues or any other healthcare professional or profession, 
regardless if this is said orally in person or by telephone, in writing, posted in 
the public domain (which may bring criminal charges if unjustified) or sent 
directly or indirectly to a client or a third party by email or fax (which may also 
be accessed as per GDPR).            
あなたは、一致協力した姿勢を社会に対して示し、他のメンバーや同僚、あ

るいは他の医療従事者の批判などをほのめかしてはなりません。口頭、ある

いは電話や書面で批判をほのめかしたり、パブリックドメインにも批判を掲
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載してはいけません（正当とみなされない場合は、刑事責任を問われる場合

があります）。あるいは直接または間接的に、E メールまたはファックスで

クライアントまたは第三者に批判をほのめかす内容を送付しないでくださ

い。（一般データ保護規則に従って判断される場合もあります）。 

 

b)   It is important for the validity of the profession that aromatherapy is presented 
in an informed and uniform voice. Your website, social media, articles, press 
releases and publications must not contain any information promoting the oral 
ingestion of essential oils or promoting the unsafe or contraindicated use of 
essential oils (e.g. applying neat essential to the skin) unless you are a medically 
qualified and registered doctor and an aromatherapist, with specific training in 
this area (usually found in France)          
アロマテラピーという代替医療が、知識に基づく一致した見解を持っている

と認知されることは、職業の信頼性にとって重要です。セラピストのウェブ

サイト、ソーシャルメディア、記事、プレスリリース、出版物には、精油の

経口摂取を促したり、あるいは安全ではない禁忌をを示す精油の使用方法を

促がしてはいけません（例：精油をストレートで肌に塗るなど）。医学的な

資格を持ち、登録医やアロマセラピスト（通常フランスに存在）として、そ

のような分野で特別に訓練されている場合を除きます。 

 

5. PERSONAL APPEARANCE       
 容姿 

 When providing an assessment or care, you must dress professionally and 
 appropriately at all times. 
  アセスメントやケアを行う際は、常に業務に適したプロフェッショナルな服

 装を着用してください。 

 

a) Uniforms should be professional and practical with tops coming above the 
elbow. 
制服は、職業的に適切かつ実用的なもので、袖が肘より上にくるものにし

てください。 

 

b) Adaptations to uniforms may be made for religious and cultural purposes.  
宗教上や文化的な理由で制服は変更可能です。 

 

c) Nails must be trimmed and hair tied back, worn in a style that does not 
require frequent re-adjustment. 
爪は切りそろえ、髪は後ろで結場なければなりません。頻繁に調整が必要

ではないスタイルにしてください。 

 

d) You should not wear jewellery or only the very minimum.  
ジュエリーは最低限なものを除いてつけないでください。 

 



44 

© International Federation of Aromatherapists 

 

 

 

6.   ESTABLISHING PROFESSIONAL BOUNDARIES 
 職業上の境界線の設定 

You must set and maintain clear professional boundaries between yourself and 
your clients. 
 業務を遂行する上で、あなたとクライアントの間に必ず明確な境界を設定し維

持してください。 

 

a) A professional distance must be maintained at all times to avoid potential 
misunderstandings. This may also include empathising with your client to such 
an extent that they may become emotionally dependent on you. Should this 
happen you should refer them to another appropriate healthcare professional. 
誤解が生まれる可能性を避けるために、常にあなたとクライアントの間に職

業上での関係に則った距離感を保たなければなりません。これには、クライ

アントが感情的にあなたに依存するようになるまで、クライアントに共感す

ることなども含まれます。このような場合は、他の適切な医療専門家に紹介

してください。 

 
b) You must not abuse your position of trust and exploit the client in any way. 

セラピストとして、クライアントから信頼を受けている地位を乱用し、クラ

イアントを利用してはなりません。 

 
c) To avoid any misunderstanding: 

誤解を避けるために、次のことに従ってください。 

 
i.   You should always stick to the allocated times for the client’s treatment 

and which the client has paid for. 
常にクライアントが支払いをした料金分の時間を守る。 

 
ii.     You must avoid inappropriate attire, touch or conversation with 

clients.  不適切な服装や、クライアントに対して不適切な接触また

は会話は避けなければならない。 

 
iii.     You must be cautious when massaging near intimate areas of the body 

and explain boundaries to clients before commencing a treatment. 
クライアントの身体のプライベートな部分の近くをマッサージする

際は、慎重に施術し、トリートメントを始める前に、クライアント

にどの部分までマッサージするのかを説明しなければならない。 

 
iv.     You must not pressurise clients to allow you to massage or touch a 

part of their body they do not feel comfortable with. If this impedes the 
effectiveness of the treatment then you can explain this, but ultimately, 
it is the client’s decision and treatments should be modified 
accordingly. 
クライアントが心地よいと感じない部分に触れるためや、トリート

メントを可能にするために、クライアントにプレッシャーをかけて

はならない。もし、その部分のトリートメントをしないことによ

り、トリートメントの有効性が妨げられる場合は、説明を行う。最
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終的にはクライアントの判断になるので、状況に応じてトリートメ

ントを修正する。 

 
 

7. ESTABLISHING SEXUAL BOUNDARIES 
性的境界線の設定 

Professional relationships between a therapist and their client are based on confidence 
and trust. A practitioner who displays sexualised behaviour towards a client breaks the 
trust between clients and their therapist, damages public confidence in the profession, 
and may also be committing a criminal act.      セラピストとクライアントの

間の職業上の関係は、信用と信頼に基づいています。クライアントに対して性的な

行動を示すことは、クライアントとそのセラピストの間の信頼関係を壊し、職業へ

の社会的信頼を失わせ、さらに犯罪行為になる場合もあります。 

a)     The Professional Standards Authority (PSA) defines sexualised behaviour as: 
‘acts, words or behaviour designed or intended to arouse or gratify sexual 
impulses or desires’.            
職業基準局（PSA : Professional Standards Authority） は、性的行動を「性

的衝動または欲求を刺激または満足させるように意図された行為、言葉ま

たは行動」と定義しています。 

b)    You must establish and maintain clear sexual boundaries with clients.  
    クライアントとの間には、明確な性的境界線を確立し維持してください。 

 

c)     If you are attracted to a client it is your responsibility not to act on these 
feelings and recognise the damage those feelings could cause.       
クライアントに心惹かれている場合、これらの感情に基づいて行動しない

ことや、またそれらの感情がどのような損害を引き起こす可能性があるか

を認識することはあなたの責任です。 

d)     If you become concerned that it will affect your professional relationship and 
you will no longer be objective, you should take suitable action e.g. finding an 
alternative therapist for the client. If this is the most appropriate course of 
action, you must also ensure the appropriate transferal of records to the other 
aromatherapist taking over their care.          
あなたのクライアントに対する感情が職業上の関係に影響を及ぼし、もは

や客観的でいることが難しいと懸念する場合は、適切な行動をとってくだ

さい（例：他のセラピストを探すなど）。これが最も適切な方法である場

合は、他のセラピストにケアを受け継ぐために、クライアントの記録の受

け渡しも必ず行わなければなりません。 

e)    Following the same principle, if you become concerned a client is attracted to 
you and it will affect your professional relationship you should take the same 
suitable action by finding them an alternative aromatherapist.    
クライアントがあなたに心惹かれており、職業上の関係に影響を与えるこ

とを懸念するようになった場合、上記と同様、他のアロマセラピストを探

し、適切な行動をとってください。 
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f)    It may also be appropriate to seek advice from a colleague or an appropriate 
professional body, to help you decide the most suitable course of action but 
you are reminded to respect client confidentiality. 
 適切な行動方針を決定するために、同僚や適切な職業団体に、アドバイス

を求めることもできますが、その際もクライアントの守秘義務を忘れない

でください。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

8.  PROFESSIONAL BEHAVIOUR 
      プロフェッショナルな行動 

You must avoid acting in a way that could undermine public confidence in the 
profession or bring the profession into disrepute. You should be mindful that this 
also extends to the way in which you conduct yourself in your personal life which 
may also impact on public confidence in the profession.         
職業に対する社会的信頼を損なう可能性のある行動や、職業の名誉を汚すような

行動は必ず避けてください。私生活の行動もアロマセラピストの社会的信頼に影

響を与える場合がありますので、注意してください。 

Examples of actions that undermine public confidence:  
社会の信頼を損なう行動の例： 

 

a) Involving and/or informing clients, other members, members of other 
professional bodies and/ or members of the public about arguments between you 
and other healthcare professionals or members.  
あなたと他の医療専門家またはセラピストとの議論に、クライアント、他のセ

ラピスト、他の専門家団体のメンバーおよび、または一般人を巻き込む、およ

び、または議論の内容を知らせる。 

 
b) Enticing or soliciting other healthcare professionals’ clients or those of a previous 

employer 
 他の医療従事者のクライアントまたは以前の雇用主のクライアントを勧誘す

る。 

 

c) Falsification of qualifications, documentation or information. 
資格、文書、または情報を改ざんする。 

 

Useful links to additional information 詳しい情報へのリンク 
 

Guidance on sexual boundaries  

性的境界線のガイダンス 

 
https://www.professionalstandards.org.uk/docs/default-source/publications/policy-
advice/sexual-boundaries-responsibilities-of-healthcare-professionals-
2008.pdf?sfvrsn=a8c77f20_8 
 

https://www.professionalstandards.org.uk/docs/default-source/publications/policy-advice/sexual-boundaries-responsibilities-of-healthcare-professionals-2008.pdf?sfvrsn=a8c77f20_8
https://www.professionalstandards.org.uk/docs/default-source/publications/policy-advice/sexual-boundaries-responsibilities-of-healthcare-professionals-2008.pdf?sfvrsn=a8c77f20_8
https://www.professionalstandards.org.uk/docs/default-source/publications/policy-advice/sexual-boundaries-responsibilities-of-healthcare-professionals-2008.pdf?sfvrsn=a8c77f20_8
https://www.professionalstandards.org.uk/docs/default-source/publications/policy-advice/sexual-boundaries-responsibilities-of-healthcare-professionals-2008.pdf?sfvrsn=a8c77f20_8
https://www.professionalstandards.org.uk/docs/default-source/publications/policy-advice/sexual-boundaries-responsibilities-of-healthcare-professionals-2008.pdf?sfvrsn=a8c77f20_8
https://www.professionalstandards.org.uk/docs/default-source/publications/policy-advice/sexual-boundaries-responsibilities-of-healthcare-professionals-2008.pdf?sfvrsn=a8c77f20_8
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d) Breach of duty regarding non-disclosure within the specified timescales. 
指定期間内の守秘義務違反。 

 
e) Certain types of conflicts of interest (see section D8). 

ある種の利益相反行為（セクション D8参照） 

 
f) Disclosure of personal and/or confidential information relating to clients, other 

members, or other healthcare professionals to third parties without consent or the 
absence of justifiable reason for disclosure. 
同意、または開示の正当な理由がないにもかかわらず、クライアントや他のメ

ンバー、または他の医療専門家に関する個人情報および、または機密情報を第

三者に開示する。 

 
g) Areas of your personal life that might undermine public confidence or bring the 

profession into disrepute include:  
私生活の中で、社会的信頼を損なったり、職業の名誉を汚す可能性のあるもの

には、次のものがある。 

i. misuse of drugs and alcohol 
薬やアルコールの乱用 

ii. abusive and threatening behaviour 
  虐待的で脅迫的な行動 

iii. violence 
暴力行為 

iv. sexual misconduct 
性的不正行為 

v. discrimination 
差別 

vi. convictions for fraud or dishonesty 
詐欺行為や不正行為に対する有罪判決 

vii. harassment 
ハラスメント 

viii. criminal acts 
犯罪行為 

 
Please note you do not necessarily have to have been subject to criminal 
proceedings in relation to any of the above to be removed from the register as the 
misconduct itself does not necessarily have to directly affect your practice. In all 
cases the IFA will consider the nature of the incident in terms of your fitness to 
practice.  
注意：上記の行為に関して、必ずしも刑事訴訟の対象となり IFA のセラピスト

リストから削除されるわけではありません。不正行為自体が必ずしも直接仕事

に影響するわけではないからです。すべての場合において、IFA はあなたの仕

事に対する適性の観点から、行為の本質をみて処遇を考慮します。 
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9. CONFLICT OF INTEREST 
利益相反 

You must act in the best interests of your client at all times and identify when your 
personal interests may affect the advice you provide to clients and effectively manage 
this. Examples of interests that may give rise to conflict include:        
常に、クライアントの最善の利益のために行動しなければなりません。あなたの個

人的な利益がクライアントへのアドバイスに影響を与える場合を特定し、効果的に

対処してください。利益相反を引き起こす可能性がある行動には、次のものがあり

ます。 

a) The amount of time you recommend that the client should dedicate to their care 
programme (must be proportionate).  
推奨するケアプログラムの期間は妥当な長さでなければならない。 

 

b) If you are referring a patient to another healthcare practitioner you must inform 
the client of any prior relationship you have with the individual or company.  
クライアントを他の医療従事者に紹介する場合に、もし紹介先の個人や会社な

どと以前に関係を持ったことがあるならば、クライアントに知らせなければな

らない。 

 

c) You must not offer or give any inducement to other healthcare professionals. No 
form of commission or split fee may be paid or accepted for referral. 
 他の医療従事者に報酬を渡してはならない。クライアントを紹介することに

対し、いかなる形式の手数料または分割金も支払われるべきではない。 

 

d) If you recommend products to clients you must inform clients if you have a vested 
interest in the brand, e.g. if you are a shareholder or agent. 
 クライアントに製品を勧める場合、製品のブランドとあなたに利害関係があ

る場合はクライアントに知らせなければならない。例：株主または代理店の場

合 

 

e) You must not accept gifts or hospitality from a client, which could potentially be 
perceived as a ‘bribe’’, in a situation where it may alter the way in which you care 
for the client or refer clients. 
 クライアントから贈り物やおもてなしを受けてはならない。「賄賂」として

認識される可能性があり、クライアントへの接し方や紹介に影響を与える可能

性がある。 

 

f) You must ask the client’s permission if you wish to use their information as part of 
a research project and ask the client if they have any interest in the company who 
is funding the research if those arrangements are in place. 
 研究プロジェクトの一環としてクライアントの情報を使用したい場合は、ク

ライアントに許可を求め、研究に資金を提供している会社に利害関係があるか

どうかをクライアントに尋ねなければならない。 
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It may also be in your best interests to ask the client on their first appointment how 
they heard about your services or why they are visiting you, to find out if it has been 
by referral and to gain an understanding of the client’s overall intentions.       
また、最初にクライアントと面会する時に、クライアントがあなたのサービスを

どのように知ったのか、なぜ訪問しているのか、また紹介されたのかどうかを確

かめ、クライアントの全体的な意図を理解することもあなたの利益になります。 

 

10. REFUSING A CLIENT CARE OR DISCONTINUING THEIR CARE  
クライアントのケアの辞退、または中止 

If you refuse a client or discontinue a client’s care you must clearly justify your reasons, 
which must be communicated sensitively and professionally and, where appropriate, 
refer them to other healthcare professionals who may be more appropriate to care for 
them. 
クライアントのケアを拒否したり中止する場合は、理由を明確に正当化できなけれ

ばなりません。慎重に、プロフェッショナルにクライアントに伝えてください。そ

して必要に応じてクライアントに合った他の医療専門家に紹介してください。 

 

Justifiable reasons for refusing or discontinuing a client’s care may include:  
クライアントのケアを拒否または中止する正当な理由には、次のようなものがあり

ます。 

 

a) if you feel at risk or the client has put a colleague at risk e.g. if the client is 
aggressive or violent. 
 あなたが危険にさらされていると感じたり、またはクライアントが同僚を危険

にさらしている場合。例：クライアントが攻撃的または暴力的な場合。 

 

b) if you believe the client has an ulterior motive  
クライアントに隠れた動機や下心があると思う場合。 

 

c) if the client is under the influence of alcohol or recreational drugs  
クライアントがアルコールやドラッグの影響下にある場合。 

 

d) if the client is reliant on forms of care that do not promote health and wellbeing  
クライアントが健康や幸福感を増進しないようなケアの形態に頼っている場合 

 

e) if the client shows sexualised behaviour towards you  
クライアントがあなたに対して性的行動を見せた場合。 

 

f) if you are attracted to the client and believe this may affect the professional 
relationship  
あなたがクライアントに惹かれ、仕事上の関係に影響を与える可能性があると

思う場合。 

 

g) if the client constantly questions your professional judgement  
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クライアントが常にあなたが下す専門的判断に疑問を呈している場合。 

 

h) if a client acts against your professional advice  
クライアントがあなたが下す専門的アドバイスに反して行動する場合。 

 

i) if the client adversely affects your overall client base  
クライアントがあなたの顧客基盤に悪影響を及ぼす場合。 

 

j) if you obtain information that it is inadvisable to care or continue to provide care 
for a client e.g. contra-indication  
ケアを行ったり継続してケアをすることが望ましくないという情報を得た場

合。例：禁忌 

 

k) if a client has withheld information that may affect the safety of the treatment  
クライアントがトリートメントの安全性に影響を与える可能性のある情報をあ

なたに伝えていなかった場合。 

 

l) if the care your client requires is beyond your scope of skills 
クライアントが必要としているケアがあなたのスキルの範囲外である場合。 

 

 

11. ADVERTISING YOUR PRACTICE  
 事業の宣伝 

When advertising your practice, you must ensure the content: 
 事業を宣伝する際は、宣伝内容をよく確認してください。 

 

a) Is accurate, factual, legal and responsible.  
正確で、事実に基づいており、合法で責任を取れるものである。 

 

b) Only includes claims that are backed by evidence – case studies, research etc. Please 
note research is ever evolving and may not always be to a sufficient standard to rely 
on to substantiate claims you make in your advertising.  
 ケーススタディ、研究など、エビデンスに裏付けされた主張のみが含まれてい

る。注意：研究は常に進化し続けるものであり、宣伝の中で主張することを実

証するには、十分信頼できる基準ではない場合もあることを注意すること。 

 

c) Do not make claims to cure a client or guarantee successful treatment for a medical 
condition. This not only abuses the public’s trust and confidence in the profession 
but can also break the law e.g. Cancer Act. 
 患者を治癒させる、またはトリートメントによって素晴らしい結果を保証する

ような主張をしない。これは職業に対する社会的信頼を損ねるだけではなく、

法律を破ることにもなる場合がある。例：がん法 

 

d) Do not undermine another health practitioner or discipline. 
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 他の医療従事者や規律を貶めたりしてはならない。 

 

e) Do not support or condone a product about which claims are made that cannot be 
justified. 
 正当性のない主張がなされた製品を支持、または容認してはならない。 

 

f) Do not put pressure on people to use your services. The IFA does not approve of 
pyramid selling.  
人々にサービスを受けるように圧力をかけてはならない。IFA はマルチ商法は

認めていない。 

 

g) Do not bring the profession into disrepute.  
アロマセラピストという職業の評判を落としてはならない。 

 

These principles are not limited to advertisements but extend to all dealings with 
the public whether provided orally or otherwise. All advertisements must comply 
with the Advertising Standards Authority’s code of practice. If you are in any doubt 
you should check your advertisements with these organisations before going to 
print.  
以上の原則は宣伝・広告のみに限定されず、口頭を含むすべてのやり取りを含

みます。すべての広告は、広告標準局の行動規範に従う必要があります。疑問

がある場合は、印刷する前にこれらの組織に確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ADVERTISING YOUR QUALIFICATIONS 
所持資格の宣伝 

 

a) You must not mislead the public by using any title, qualification or language in 
such a way that claims you are more proficient than other practitioners.  
他のアロマセラピストよりもスキルがあると主張するような称号や資格、また

は言葉を使用したりして人々に誤解を与えてはなりません。 

 

Links to useful information  
詳しい情報へのリンク 

 
Cancer Act 1939  

がん法1939年 

 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/2-3/13/section/4 

Advertising Standards Authority  
イギリス広告基準局 
 
https://www.asa.org.uk/ 

 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/2-3/13/section/4
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/2-3/13/section/4
https://www.asa.org.uk/
https://www.asa.org.uk/
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b) If you use the title ‘Doctor’ you must make it clear to clients that you are not a 
registered medical practitioner unless you hold dual registration with the General 
Medical Council (GMC).  
「ドクター」という称号を使用する場合、一般医療審議会（GMC）に二重登録

をしていない限り、あなたが医師でないことをクライアントに明確にしなけれ

ばなりません。 

 

c) You must not infer that other qualifications you hold in other disciplines are 
recognised by the IFA. 
 他の分野で保持している他の資格が、IFA によって承認されていると暗にほの

めかしてはなりません。 

 

d) You should state your qualifications after your name. Only full members may use 
the post-nominal letters MIFA after their name and PEOT members may use the 
post-nominal letters MIFA-EOT after their name. Associate Members may state 
‘Associate Member of the International Federation of Aromatherapists’. Standard 
information you should provide about yourself include: your name, qualifications, 
relevant professional activities, address, telephone number, practice hours and 
service fees. 
氏名の後に肩書きとして資格を明確に表示してください。正会員だけが、氏名

の後に MIFA とい称号が使用でき、PEOT メンバーは、名前の後に MIFA-EOT

という称号を使用できます。準会員は、「国際アロマセラピスト連盟の準会

員」と記載することができます。あなたが提供するべき標準的な情報は次のも

のを含みます。氏名、資格、仕事に関連する活動、住所、電話番号、サービス

提供時間とサービス料。 

 

13. RESEARCH 
研究 

Clients may ask you about evidence that supports the effectiveness of aromatherapy. 
You should explain the different types of research evidence that supports aromatherapy 
or direct them to the IFA’s website. You must keep in mind current clinical evidence and 
credible research to ensure you continue to engage in evidence-based practice.      
クライアントが、アロマセラピーの有効性を裏付けるエビデンスについて質問する 

場合があります。その場合は、 アロマセラピーをサポートするさまざまな種類の研

究に基づく根拠を説明するか、または IFA のウェブサイトを紹介してください。 エ

ビデンスに基づく実践を継続して行うために、最新の臨床上のエビデンスと信頼で

きる研究を常に念頭に置いて活動しなければなりません。 
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E. YOU MUST PROTECT CLIENTS FROM RISK OF HARM  
クライアントを危険から守る 
 

1. SELF EVALUATION 
自己評価 

You must monitor your own health and wellbeing and identify when your own mental 
or physical health may put your clients at risk. If this happens you should suspend or 
limit your practice during this time and seek appropriate advice.  
身体的、精神的、社会的に良好な状態であるか常に自分自身を観察し、精神的ま

たは身体的健康がクライアントを危険にさらす可能性ないか確認しなければなり

ません。そのような可能性がある場合は、この間ケアを中断または制限し、適切

なアドバイスを求めてください。 

 

2. HEALTH AND SAFETY 
 衛生と安全 

You have a responsibility to ensure the health and safety of yourself, your clients and 
the people you work with, at all times.  
あなたは、あなた自身やクライアント、また一緒に働いている人々の衛生と安全

を常に確認する責任があります。 

You must ensure you identify risks and manage your working environment in keeping 
with health and safety laws. These include, health and safety at work, control of 
hazardous substances, handling and controlling infection and environmental 
protection.               

Useful links to information: 詳しい情報へのリンク 

 

Different Types of Research  研究の種類 

You can download a description of the different types of research in the member’s area of the 

IFA website www.ifaroma.org 

IFA ウェブサイトの会員ページにて、さまざまな研究の説明をダウンロードすることが

可能です。 www.ifaroma.org 

 

   Links to Research 研究へのリンク 

 In the member’s area of the IFA website you can gain access to our research search facility 

where you can find links to filtered clinical trials and research papers by essential oil, carrier 

oil, medical condition, ailment and/or by a natural progression in the body. 

IFA ウェブサイトの会員ページにて、精油、基材、健康状態、病気および、または身体

の加齢による症状により臨床実験や研究論文を検索できるリンクへアクセスすることが

可能です。 

http://www.ifaroma.org/
http://www.ifaroma.org/
http://www.ifaroma.org/
http://www.ifaroma.org/
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衛生と安全に関する法律に従って、リスクを特定し、職場環境を管理しなければ

なりません。これには、職場での衛生と安全、有害物質の管理、感染に対する管

理と環境保護が含まれます。 

You must carry out a risk assessment of your working environment to identify any 
potential hazards and implement the necessary precautions to protect clients and 
yourself from harm.             
潜在的な危険性を特定し、クライアントとあなた自身を危険から守るために必要

な措置を講じるため、職場環境のリスクアセスメントを行わなければなりませ

ん。 

Health and Safety Executive (HSE) offers five steps to risk assessment:  
安全衛生庁（HSE)は、リスクアセスメントを行う際に次の５つのステップを提案

しています。 

 
i. Identify the hazards; 

危険を特定する。 

 

ii. Identify who might be harmed and how;  
誰がどのように危険にさらされる可能性があるか特定する。 

 
iii. Evaluate the risks and decide on precautions; 

リスクを評価し予防措置を講じる。 

 
iv. Record your findings; 

調査結果を記録する。 

 
v. Review the assessment and implement the necessary changes.  

アセスメントを見直し、必要があれば変更を加える。 

 

Risks can arise from you as a person, the working environment e.g. poor ventilation, 
faulty equipment, or there could be social risks such as bullying, harassment in the 
work place or physical risks e.g. violence. 
 リスクは、あなた自身や、職場環境（例：換気不足や機器の不具合など）から生

じるものと、職場でのいじめや職場での嫌がらせなどの社会的リスク、または暴

力などの身体的リスクから生じるものを含みます。 
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3. CONTROLLING INFECTION  
感染の予防 

a) You must assess and manage risks of infection which may arise as a result of 
having various clients visiting your practice.  
さまざまなクライアントが訪れる結果として起こりうる感染リスクの評価を

行い、管理しなければなりません。 

 

b) You must comply with Control of Substances Hazardous to Health (COSHH) 
regulations if working with substances that may be hazardous and dispose of all 
waste materials appropriately. 
 危険な可能性のある物質を取り扱う場合は、有害物質管理規則（COSHH）に

従い、廃棄物を適切に処理しなければなりません。 

 

c) Although risks are relatively low, you can reduce the possibility of infection by: 
 感染リスクは比較的低いですが、次の方法で感染の可能性を減らすことができ

ます。 

 

 

Useful links to further information 詳しい情報へのリンク 

 
Health & Safety at Work Act 
労働安全衛生法 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/37/contents 
 

Risk Management  
リスクマネジメント 

http://www.hse.gov.uk/risk/ 
 
Health & Safety Policy  
衛生と安全に関する方針 
 
You can download a health and safety policy template in the member’s area of the IFA 
website IFA 
ウェブサイトの会員ページにて、衛生と安全に関する方針をダウンロードすることがで

きます。 
 www.ifaroma.org. 
 
Risk Management Template  
リスクマネジメントに関するテンプレート 
 
You can download a risk management template in the member’s area of the IFA website 
www.ifaroma.org 

IFAウェブサイトの会員ページにて、リスクマネジメントテンプレートをダウンロード

することが可能です。www.ifaroma.org 
 

 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/37/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/37/contents
http://www.hse.gov.uk/risk/
http://www.hse.gov.uk/risk/
www.ifaroma.org.
www.ifaroma.org.
www.ifaroma.org
www.ifaroma.org
file:///C:/Users/Lauren/Documents/Custom%20Office%20Templates/www.ifaroma.org
file:///C:/Users/Lauren/Documents/Custom%20Office%20Templates/www.ifaroma.org
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i. washing your hands after each treatment  
トリートメントごとに手を洗う。 

 
ii. providing each client with a clean towel or gown 

クライアントごとに清潔なタオルまたはガウンを提供する。 

 
iii. apply fresh couch roll for each client 

クライアントごとに新しい使い捨てシーツを使用する。 

 
iv. keeping your nails are trimmed and hair tied back 

爪は切り揃え、髪は後ろで結ぶ。 

 
v. wearing shoes with enclosed toes 

つま先の隠れた靴を履く。 

 
vi. not eating, drinking or smoking whilst working 

仕事中に飲食や喫煙はしない。 

 
vii. covering any cuts or abrasions with a waterproof dressing 

傷口や擦り傷はウォータープルーフの絆創膏で覆う。 

 
viii. asking a client who has a cut or abrasion to cover it and also avoid it 

during the treatment. 
傷口や擦り傷のあるクライアントにはその箇所を覆うように頼み、ト

リートメントの際は、その部分への接触を避ける。 

 
ix. not having pets or animals in or passing through the treatment or 

consultation room. This is particularly important for those who work 
from home, because of hygiene and a client having a potential allergy. 
The only exception would be guide dogs, and in those circumstances the 
area must be rigorously disinfected after the client has left the premises. 
衛生的観点や潜在的にアレルギーを持っているクライアントのため、

ペットや動物をトリートメントを行う部屋やコンサルテーションをす

る部屋に入れたり、通ることのないようにする。これは、セラピスト

が家でサービスを提供している場合に特に重要である。唯一の例外は

盲導犬であり、クライアントが施設を去った後にその場所を厳密に消

毒しなければならない。 

d) You should contact Public Health England and/or an appropriate environmental 
health officer if you have any concerns regarding communicable diseases and 
infection control.  They will be able to advise on specific preventative measures. 

NB. Communicable diseases are infectious diseases that are transmittable from 
one person to another. Infection control refers to various methods to minimise 
the risk of spreading infections, especially in hospitals and health care facilities. 
伝染病や感染防止に関して懸念がある場合は、英国公衆衛生局および、また
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は適切な環境衛生担当官に連絡してください。特定の予防策について助言を

得ることが可能です。注意：伝染病とは、人から人へ伝染する感染症のこと

であり、感染管理とは、特に病院や医療施設で、感染が広がるリスクを最小

限に抑えるために講じるさまざまな予防策のことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PREMISES 
    施設 

Your premises or clinic should be maintained in such condition as to reflect credit on the 
profession.  
アロマセラピーを行う施設やクリニックは、アロマセラピーへの信用を損なうことの

ないよう適切な状態を維持してください。 

 

a) You must confirm with clients that they are happy with the environment in which 
they are receiving care.  
クライアントが、ケアを受けている環境に満足しているか必ず確認しなければ

なりません。 

 
b) Consultation and treatment rooms must be clean, adequately lit, properly 

ventilated and in a good state of general repair. 
コンサルテーションやトリートメントを行う部屋は常に清潔に保ってくださ

い。また、室内が十分な明るさであることを確認し、適切に換気され、修理の

行き届いた良好な状態であることを常に確認してください。 

 

c) A sign indicating “consultation / treatment room in use” may be placed in the 
relevant position if necessary. 
「診察中/トリートメント中」を示すサインが、必要に応じて適切な場所に配

置されているか確認してください。 

 

Useful links to further information 
  詳しい情報へのリンク 

 
Public Health England   
英国公衆衛生庁 

https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england 
 

Infection Protection & Control  
感染予防措置 

http://www.nice.org.uk/guidance/cg139/chapter/key-priorities-for-implementation  
 

https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england
https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england
http://www.nice.org.uk/guidance/cg139/chapter/key-priorities-for-implementation
http://www.nice.org.uk/guidance/cg139/chapter/key-priorities-for-implementation
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d) All entrance ways to consultation / treatment rooms must be maintained in a good 
state of repair. 
コンサルテーションやトリートメントを行う部屋の出入り口は、常に修理の行

き届いた良好な状態でなければなりません。 

 
e) Toilet facilities must be clean and easily accessible  

トイレ施設は常に清潔に保ち、簡単に利用しやすいものにしなければなりませ

ん。 

 
f) In the UK, licensing for premises offering aromatherapy treatments may be a 

requirement of your local council. IFA registration means that you may be exempt 
in certain London borough and a selection of other counties. If your borough is not 
on the licensing exemption list then we strongly advise you to contact your local 
council for guidance. 
 英国では、アロマセラピーのトリートメントを提供している施設が認可を受け

ることは、あなたが活動する地域の自治体の必要条件である場合があります。 

IFA に登録されている場合は、ロンドンの特定の区域やその他特定の州で認可

を免除される可能性もあります。もし認可免除リストに載っていない場合は、

活動予定の地域の自治体に助言を求めることを強くお勧めします。 

 

 

4. EQUIPMENT 
機器 

a) You must only use such products and equipment in which you have received 
training and have the relevant knowledge to use. 
 機器を使用する場合は、機器を使用するためのトレーニングを受け、使用する

ための適切な知識を持っている製品や機器のみを使用しなければなりません。 

 

b) You must ensure equipment is maintained at an adequate level of hygiene and 
made of quality material e.g. massage couches, trolleys and chairs are sturdy, safe 
and disinfected.   
機器が適切な衛生状態に保たれているか、また質の良い素材で製造されている

ことを必ず確認してください。例：施術台、台車や椅子は頑丈かつ安全であり

消毒されていること。 

 

c) Any equipment or products you use must be clean, well maintained, and safety 
checked as appropriate (such as PAT tests carried out regularly for electrical 
equipment). 
 使用する機器または製品は、清潔に保ち、手入れを怠らず、必要に応じて安全

性の確認を行わなければなりません（電気機器は定期的に PAT テストなどを行

ってください）。 

 

d) Trolleys, table tops and work surfaces must have an impermeable surface.  
台車、テーブルおよび作業面は不浸透性でなければなりません。 
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e) All manufacturer instructions and guidelines must be adhered to regarding relevant 
safety, testing, storage, maintenance and disposal.  
機器に関連する安全性、試験、保管方法、メンテナンスおよび廃棄に関して

は、すべての機器の製造元の指示およびガイドラインを遵守しなければなりま

せん。 

 

f) Towels and gowns should be cleaned regularly and a new set of towels used for 
each client. 
 タオルとガウンは定期的に洗濯し、クライアントごとに清潔なタオル一式を使

用してください。 

 

g) All products and equipment should be systematically disinfected and sterilised.  
すべての製品や設備は定期的に消毒および減菌してください。 

 

h) Essential oils should be kept in dark coloured glass to filter out the sun’s ultra-
violet rays. 
 精油は、太陽の紫外線を通さないように濃い色のガラス瓶に保存する必要があ

ります。 

 

i) Essential oil bottles must be stored in a dark, cool, dry position to avoid 
accelerating oxidation.  
精油の酸化を加速させないために、精油の容器は乾燥した冷暗所に保管しなけ

ればなりません。 

 

j) We recommend that all essential oils are stored in a box to reduce exposure to 
fluctuations in temperature. 
 温度の変動にさらされるのを防ぐため、すべての精油は箱に入れて保管するこ

とをお勧めします。 

 

k) Essential oils are flammable so should be kept away from any heat generating 
electrical equipment, naked flames or spirits. 
 精油は可燃性なので、発熱する電気機器、炎またはアルコールから避けて保管

してください。 

 

l) Essential oils should be stored safely and securely and out of reach of children.  
精油は安全に気をつけて保管し、子供の手の届かないところにおいてくださ

い。 

 

5. CONTRA-INDICATIONS 
禁忌 

A contra-indication is a condition or factor that serves as a reason to withhold treatment 
due to the risk of harm that it may cause the client. Where contra-indications are 
identified, and dependant on the severity, you should:  
禁忌とは、クライアントに危害を引き起こす可能性があるために、トリートメント

を保留する理由となる状態や要因のことです。禁忌が特定されている場合、および
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その重症度に応じて、次のことを行ってください。 

 

a) Ask the client to gain consent from their GP or midwife for example, before 
commencing treatment or gain consent from the client to write to the GP on their 
behalf. 
治療を開始する前に、クライアントの主治医または助産師から同意を得るよう

にクライアントに依頼するか、またはあなたがクライアントの代理として、同

意を得た上でクライアントの主治医に連絡を取る。 

 
b) Modify the care plan and avoid treating the specific area e.g. a verruca 

ケアプランを修正し、特定の場所のトリートメントを避ける。例：伝染性のい

ぼ 

 
c) Suggest an alternative treatment or healthcare practitioner. 

別のトリートメント、または医療従事者にかかることを提案する。 

 
d) Stop or decline further treatment and tell the client to seek medical advice. 

トリートメントを中止、またはトリートメントの継続を断り、クライアントに

医学的アドバイスを受けるように勧める。 

 
e) In any case if a GP or any other medical professional refuses to give consent you 

must stop treating the client immediately, even if the client wishes to continue. 
主治医や他の医療専門家が治療の継続に同意しない場合は、例えクライアント

がトリートメントの継続を希望しても、すぐに中止しなければならない。 

 
f) You must not advise a client to stop taking their medication or any other treatment 

that has been prescribed or recommended by a Doctor. 
クライアントに、医師により処方された薬やトリートメントなどをやめるよう

に助言してはならない。 

 
g) If you are concerned regarding any medication a client is taking, you may inform 

the client of the possible side effects of the prescription and how that might affect 
the care plan you can provide to the client. 
クライアントの服用薬に関して懸念がある場合、服用薬の持つ副作用やその副

作用がどのようにケアプランに影響する可能性があるか知らせることができ

る。 

 

h) If you have well informed concerns regarding the effects the prescription is having 
on the client’s health you should advise your client to speak to their doctor and 
discuss these concerns or ask the client’s permission if you can contact the GP 
yourself. 
服用薬がクライアントの健康に与えている影響について、クライアントによく

説明したのち、クライアントに主治医に相談してこれらの問題について話し合

うように促す。また主治医に直接連絡できる場合は、クライアントの許可を得

てから行う。 
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i) You should get clients to sign the consultation form before each treatment to 
confirm that no new contra-indications have occurred between treatments. Any 
changes to the client’s details or health status must be dated and recorded, and 
taken into consideration when providing further treatments. Even if there are no 
changes to the client’s health this should be record. 
 
トリートメントと次のトリートメントの間に、新たな禁忌が起こっていないこ

とを確認するために、トリートメント前にクライアントからコンサルテーショ

ンフォームに署名をもらう。クライアントの情報の変更や健康状態の変化は、

すべて日付を記入した上で記録し、次のトリートメントを提供する際に考慮す

る。クライアントの健康に変化がなくても、記録は行う。 

 
 

 

6. SKIN SENSITIVITY PATCH TESTING       
皮膚感作性パッチテスト 

When presented with a client who has skin sensitivity, allergies or if they have not 
applied essential oils to their skin before, it is good practice to conduct a skin patch test 
to minimize the risk of an adverse reaction. This may or may not be a requirement 
within your insurance policy. 敏感肌やアレルギーのクライアント、または以前精油を

肌につけたことがないクライアントには、拒否反応のリスクを最小限に抑えるため

に皮膚パッチテストを実施することをお勧めします。これは保険契約の必要条件で

ある場合があります。 

a) If a client indicates that they are allergic to a specific product which is included in 
their treatment plan then you must not do a patch test using that specific product 
or use it in any future treatments.   
トリートメントのプランに含まれる特定の製品にアレルギーがあるとクライア

ントが申し出た場合は、その特定の製品を使ってパッチテストをしたり、今後

のトリートメントに使用してはなりません。 

 
b) You may proceed with the treatment 24 hours after the skin patch test has shown 

to have had no adverse reaction. 
皮膚パッチテストで副作用がないことが確認されて24時間後からトリートメン

トを行うことができます。 

 

c) We recommend that anyone carrying out a treatment with heated or cooled 
products conduct a thermal test also prior to treatment. 
加熱または冷却された製品でトリートメントを行う場合、トリートメント前に

も冷熱試験を行うことをお勧めします。 

 

d) At all times you must note in your records that such tests have been conducted. 
常に行ったテストは記録しなければなりません。 

 

GP Template Referral Letter   
医師紹介状テンプレート 
 
You can download a GP template referral letter in the member’s area of the IFA website  
IFA ウェブサイトの会員ページにて、医師紹介状テンプレートをダウンロードすること

が可能です。 
 www.ifaroma.org 

 

http://www.ifaroma.org/
http://www.ifaroma.org/


62 

© International Federation of Aromatherapists 

 

 

 

7. SAFEGUARDING CHILDREN AND VULNERABLE ADULTS  
子供と特別な支援が必要な成人の保護 

If you work with children, young people or vulnerable adults you must safeguard their 
welfare. 子供や若い人たち、あるいは特別な支援が必要な成人と接する場合、その

人たちの健康で快適な生活を守る必要があります。 

a) If you suspect a child or vulnerable adult is at risk of abuse or neglect you should 

try to discuss your concerns with the individual or relevant guardian, and gain their 
agreement before referring it to the relevant authorities. 子供や特別な支援が必要

な状況にある成人が虐待やネグレクトを受けていると疑われる場合は、個人ま

たは関係する保護者と話し合いを試み、合意を得てから関係機関に報告してく

ださい。 

b) This may not always be possible however, if you believe that by doing this it may 
place the individual, yourself or your colleagues at risk of significant harm.    しかし

ながら、そのようにすることにより個人やあなた自身、あるいは他のセラピスト

を重大な危険にさらすと考えられる場合は、a)の方法が必ずしも可能とは限りま

せん。 

 

c) If you still have concerns you should discuss it with a colleague or other agencies or 
contact the relevant social services department. それでも懸念がある場合は、他の

セラピストや他の機関と話し合うか、関連する社会福祉部門に連絡してくださ

い。 

 

 

 

 
 
 
 
 

8. RAISING CONCERNS  
        懸念の提起 

 

a) If you believe that a client is at risk due to the incompetence or ill-health of another 
healthcare practitioner then you have a duty to report it to the relevant manager or 
regulatory body. If you do not report suspected malpractice and it is allowed to 
continue, this can result in loss of confidence in your business or place of work as 

Useful links to further information  
詳しい情報へのリンク 

 
Safeguarding Children  
子供の保護 

 
http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/w/working%20together.pdf 
 

http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/w/working%20together.pdf
http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/w/working%20together.pdf
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well as in the profession. 
 能力に欠けるまたは体調不良の医療従事者に、クライアントが危険にされされ

ていると考える場合、関連する管理者または規制機関に報告する義務がありま

す。もし違法行為の疑いを報告せず継続することを容認した場合、あなたのビ

ジネスや職場、そして職業における信頼を失うことになりかねません。 

 

b) All members of the IFA have a duty to inform the IFA about their own or another 
IFA member’s conduct that may potentially bring the IFA and/or profession into 
disrepute. This includes but is not limited to:  
すべての IFA 会員は、IFA および、または職業を不名誉にさせる可能性のあ

る、自分自身または他の IFA 会員の行為について IFA に告知する義務がありま

す。これは次の項目を含みますが、限定もされません。 

 

i. If you become aware that a member is disciplined by another 
professional body in the field. 
会員がアロマセラピー分野の他の専門家団体より処罰を受けているこ

とに気づいた場合。 

 
ii. If you become aware that a member is suspended by their employer in 

relation to their practice. 
会員が、雇用主よりケア関連の活動を一時停止するように言われてい

ることに気づいた場合。 

 

iii. If you become aware that a member has been convicted of a criminal 
offence.会員が刑事犯罪で有罪判決を受けたことに気づいた場合。 

 

iv. If you become aware of any other action that could undermine public 
confidence. 
社会の信頼を損なう可能性のあるその他の行動に気づいた場合。 

 

c) The IFA will only accept complaints that concern current IFA registrants. We are a 
voluntary regulator and do not have monopoly over all aromatherapy practitioners. 
We stress to the public that they should only seek aromatherapy treatments from 
those that are regulated and are part of a professional body, like the IFA, for their 
own protection. You should therefore, display your qualification certificate in your 
place of work alongside your insurance certificate (if a sole trader), as well as for 
commercial purposes.  
IFA は、IFA に現在登録されている会員からのみの苦情を受け付けます。IFA は

自主規制機関であり、すべてのアロマセラピストたちに独占権を持っているわ

けではありません。アロマセラピーのトリートメントを受ける際は、安全のた

めにも IFA のような規制を行っている専門家団体より受けるべきであると考え

ます。したがって、商業目的のためだけではなく、信頼を得る目的としても資

格証明書を職場に掲示してください（個人事業主である場合は保険証書と一緒

に掲示すること）。 
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d) Before raising a complaint you should:  
苦情の申し立てを行う前に、次のことを行ってください。 

i. Establish the facts and ensure your concerns are justified 事実を確立

し、懸念に正当な理由があることを確認する。 

 

ii. Talk to the practitioner about your concerns (usually complaints can be 
resolved at this stage) 対象の医療従事者に懸念を話す（通常この段階

で解決することが多い）。 

e) If your concerns are about a sole practitioner who is not willing to discuss this with 
you, or the management does not take effective action, you should report your 
concerns to the practitioner’s relevant regulatory body.  
あなたと話し合う意志のない単独の医療従事者が懸念の対象である場合、ある

いは経営陣が効果的な行動をとらない場合、その医療従事者の所属する関連す

る規制機関に報告してください。 

 

9. MANAGING COMPLAINTS            
苦情管理 

You must have a written complaints procedure in place, which should be made easily 
available to clients should they wish to raise concerns. If you are an employer you must 
also ensure all your staff are aware of the policy and know what to do if a complaint is 
raised. 苦情申し立てについての書面を用意し、クライアントが懸念を提起する際に

利用しやすいようにしなければなりません。もし雇用主であるならば、すべての従

業員が苦情に関する方針を理解し、苦情の申し立てがあった際は対応できるように

してください。 

a) From the outset you must inform clients who is accountable for their care, who 
is responsible for their client records and who to approach should they wish to 
question or complain about their care, especially if this is someone other than 
yourself e.g. a line manager. クライアントには、誰がケアの責任者であり記録

の責任者なのか、またケアに関する質問や苦情がある際は誰にコンタクトを

取ればよいのかを最初に伝えてください。特にあなた以外の別の人が担当し

ている場合、クライアントに伝えてください。 

 

b) Complaints must be addressed promptly and professionally. If you are unable to 
resolve the issue with the client you must inform them of their right to complain 
to the IFA and provide a link to our complaints procedure. 
苦情は迅速かつ専門的に対処してください。クライアントとの問題を解決す

ることができない場合、クライアントに苦情を申し立てる権利があることを

伝え、苦情申し立ての順序に関するリンクを知らせてください。 

 

c) As a general rule you should monitor the services you and/or your employees 
provide to identify and resolve any issues identified so they do not become more 
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serious. 原則として、問題が深刻になる前に認識し解決するために、あなた

や従業員が提供するサービスを常に監視し確認してください。 

 

 

 

 

 

                                                       

10. INSURANCE          
                     保険 

You are personally liable to your clients for any assessment or care you provide.  あ

なたは、クライアントに提供するすべてのアセスメントやケアに対して個人的

責任があります。 

 

a)   All those displayed on the register must hold and maintain adequate public 
liability insurance to practice in the UK and any other insurance the law 
requires you to have e.g. Public and Product Liability. IFA に登録されているア

ロマセラピストは、英国で活動するために適切な公的責任保険およびその他

の法律で義務付けられている公的責任保険（例：公的責任および製造物責

任）にも加入し、維持していかなければなりません。 

 

b)    If you are an employee it is a legal requirement that your employers holds  
Employers’ Liability insurance cover. あなたが従業員である場合、雇用主が

個人事業主向けの賠償責任保険に加入していることは法的要件です。 

 

c)    You should either display your insurance certificate or make it easily accessible 
should a client request to view a copy. 保険証書は掲示するか、クライアント

が閲覧を要求した場合は簡単に閲覧できるようにしてください。 

 

d)   You will need to inform your insurance company of any changes in 
circumstances that may affect your policy and ensure you are covered until the 
day you finish practicing. あなたの方針に影響を及ぼす可能性のある変更事項

は必ず保険会社に知らせ、アロマセアピストの仕事を終える日まで確実に補

償されるようにしてください。 

Useful links to further information 詳しい情報へのリンク 

 
Complaints Procedure 苦情申し立ての順序 
http://newsite.ifaroma.org/index.php/ja_jp/home/public_employers/raise-a-concern 
 

Complaints Policy 苦情に関する方針 

You can download a complaint policy template in the member’s area of the IFA website 

www.ifaroma.org 

 

http://newsite.ifaroma.org/index.php/ja_jp/home/public_employers/raise-a-concern
http://newsite.ifaroma.org/index.php/ja_jp/home/public_employers/raise-a-concern
www.ifaroma.org
www.ifaroma.org
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e) If you are unsure of the full extent of cover under your insurance package you 
must direct all questions to your insurance provider. 保険パッケージに含まれ

る補償の範囲に疑問がある場合は、保険会社に必ず問い合わせてください。 

f) We advise you not to embark on any training courses without checking with 
your insurance provider that these qualifications will be accepted. 新しいトレ

ーニングコースを開設する前に、必ず保険会社にコースが認可されるかどう

かを確認してください。 

g) If you receive a complaint or are threatened with a claim or legal action, you 
must contact your insurance provider and inform the IFA. 苦情を受けた場合、

または請求あるいは訴訟を受けている場合は、保険会社と IFA に知らせなけ

ればなりません。 

 

11. FIRST AID              
応急処置 

Under the Health and Safety Regulations Act 1981 all employees must have access 
to first aid provisions and have a person on the premises that can perform first aid 
when required. 1981年安全衛生法に基づき、すべての従業員が応急処置キット

を利用できるようにしなければなりません。また応急処置を必要な場合に行う

ことができる人を施設内に配置しなければなりません。 

 

a)   Although it is not a legal requirement, self-employed registrants must hold a 
first aid certificate and have a first aid kit available whilst practicing should an 
injury/illness occur. 法的要件ではありませんが、個人事業主として登録して

いるセラピストは応急処置証明書を必ず保持し、トリートメントの最中に怪

我や病気が発生した場合に備えて、応急処置キットを用意しておかなければ

なりません。 

b)   A first aid emergency person or appointed person training course is the 
minimum requirement; qualified nurses, GPs and other similarly qualified 
medical professionals are exempt as per the IFA’s First Aid Policy. 応急処置を

任命された人に特化したトレーニングコースを修了することは最低条件で

す。資格のある看護師や医師、またその他の同様の資格を持つ医療専門家

は、IFA の応急処置の方針に従い免除されます。 

c)   All employers, as part of their risk assessment for potential hazards and risks, 
should and have a certain amount of first aid providers and provisions per 
employee and ensure the contents of their first aid boxes are fit for purpose as a 
result of this assessment.            
すべての雇用主は、潜在的な危険性およびリスクに対するリスクアセスメン

トの一環として、応急処置が可能な人材を一定人数配置し、従業員ごとに応

急処置キットを用意し、応急処置キットの中身が目的にかなっていることを

確認してください。 
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d)   If you are an employer, you are also responsible for ensuring that your 
employees receive immediate attention if they are taken ill or are injured at 
work.               
あなたが雇用主である場合は、従業員が就業中に病気になったり怪我をした

際に迅速な対応がなされることを必ず確認してください。 

 

e)   All registrants should keep their own record of any events such as injuries or 
incidents that occur at work in accordance with RIDDOR (Reporting of Injuries, 
Diseases and Dangerous Occurrences Regulations 1995).     
IFA のリストに登録されているアロマセラピストは、1995年傷害、疾病、危

険事態発生報告規則（RIDDOR）に従い、職場で発生した傷害などのあらゆ

る出来事について記録する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. YOU MUST COOPERATE WITH OTHER HEALTHCARE 
PROFESSIONALS 
医療専門家と協力する 

 

1. RESPECTING THE CONTRIBUTION OF OTHERS        
他の専門家の貢献を尊重する 

You must respect the care that other healthcare professionals can provide and not 
discriminate against or unjustly criticise another health professional.        

 Useful links to further information:  
 詳しい情報へのリンク 

 

 First Aid at Work  

職場での応急処置 

http://www.hse.gov.uk/firstaid/legislation.htm 

  
IFA First Aid Policy  
IFA 応急処置に関する方針 

You can download the IFA’s First Aid Policy on the IFA’s website www.ifaroma.org 
IFA ウェブサイトにて、IFA 応急処置に関する方針をダウンロードすることが可能です 

 
Accident & Incident Log 
事故・事件の記録 

You can download an accident and incident log template in the member’s area of the IFA 
website  www.ifaroma.org 
 

http://www.hse.gov.uk/firstaid/legislation.htm
http://www.hse.gov.uk/firstaid/legislation.htm
www.ifaroma.org
www.ifaroma.org
http://www.ifaroma.org/
http://www.ifaroma.org/
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他の医療専門家が提供することのできるケアを尊重し、他の医療専門家を差別した

り、不当に批判してはいけません。 

 

2. CO-OPERATING WITH OTHER HEALTHCARE PROFESSIONALS 
医療専門家と協力する 

You must foster good relations with other aromatherapists and healthcare professionals 
and work in the spirit of cooperation.           
他のアロマセラピストや医療専門家と良好な関係を育み、協力の精神で働かなけれ

ばなりません。 

 

3. COMMERCIAL COMPETITION        
商業的競争 

Any commercial competition between you and other healthcare practitioners must be 
conducted in a fair and reasonable manner.  
他の医療従事者との間のいかなる商業的な競争も、公正かつ合理的な方法で行われ

なければなりません。 

 

4. INVOLVING OTHER HEALTHCARE PRACTITIONERS  
クライアントの共同管理 

You must refer a client’s assessment or care to other healthcare practitioners if it is in 
the best interest of the client to do so or if the client has asked for a second opinion.      
他の医療従事者にアセスメントを依頼またはケアを紹介することが、クライアント

の利益になると判断した場合や、クライアントがセカンドオピニオンを求めている

場合は、他の医療従事者に依頼または紹介を行ってください。 

 

a) You should liaise with medical doctors and other healthcare practitioners where you 
see fit and must never contradict or seek to undermine a medical professional’s 
instructions.              
医師や他の医療従事者と必要に応じて連絡をとってください。医師の指示に矛盾

したり、指示を覆すようなことをしてはなりません。 

b) If you are unable to provide a treatment that meets the specific needs of the client 
due to changes in your circumstances e.g. you become pregnant or develop an 
allergy that would require avoiding the use of certain essential oils or products that 
would be most appropriate for the client’s needs, you must refer the client to 
another aromatherapist during this time or employ a locum.          
あなたが妊娠したり、特定の精油、またクライアントのニーズに適した製品にア

レルギーを発症したりして、クライアントのニーズを満たすトリートメントを提

供できない場合には、必要な期間のみ他のセラピストを紹介するか、または代理

のセラピストを雇用しなければなりません。 
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5. AGREEING RESPONSIBILITIES & TERMS BETWEEN THIRD PARTIES  
第三者間で責任・条項に同意する 

a) You must agree and clearly record who holds responsibility for the client’s care and 
records when co-managing clients with other healthcare professionals. This is 
particularly important due to GDPR regulations, please refer to B.4 ‘data protection’. 
クライアントを他の医療従事者と共同管理する際は、誰がクライアントのケアや

記録に対して責任を持つのか同意し、明確に記録しなければなりません。これは

一般データ保護規則（GDPR）の規定により特に重要なことです。B.4「データ保

護」を参照してください。 

b) You must inform clients: who is accountable for their care, who has responsibility 
for their records and who to contact if they wish to raise any concerns.       
クライアントには、誰がクライアントのケアや記録に対して責任があるのか、ま

た懸念を提起したい場合は誰に連絡をすべきなのか知らせなければなりません。 

c) We recommend that before you enter into co-managing arrangements you put in 
writing what will happen if the partnership should come to an end and other 
appropriate arrangements to minimise any areas of possible future contention.      
共同管理の取り決めの手続きに入る前に、パートナーシップが終了した場合にど

のようになるのか、および将来衝突が起こりうる分野を最小限に抑えるため、そ

の他の適切な取り決めを文書にすることをお勧めします。 

d) We recommend that you periodically review the services you provide to see if there 
is any room for improvement. If any changes are proposed you should first discuss 
and agree these with your colleagues and inform your service users before they 
come into place.              
提供するサービスは定期的に確認し、改善の余地があるかどうかを確認してくだ

さい。何らかの変更が提案された場合は、まず同僚と話し合い、同意してからサ

ービスを利用している人に知らせ、その後に変更を行ってください。 

 

6. REFERRALS                       
紹介 

Referral means that another healthcare practitioner has passed accountability and 
responsibility for the client’s care to you. If a client is referred to you by another 
healthcare practitioner, you will be responsible and accountable for the client’s care 
from that point.             
紹介とは、他の医療従事者がクライアントのケアに対する説明責任と責任をあなた

に委ねたことを意味します。クライアントを他の医療従事者から紹介された時点か

ら、クライアントのケアに対して責任を持つことになります。 

a) In cases of referral no form of commission or split fee may be paid or accepted, as 
this would be deemed a conflict of interest.           
紹介の場合、いかなる形でも手数料または分割料金が支払われたり受領されるこ

とがあってはなりません。利益相反行為とみなされます。 
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b) If you receive a formal referral from another healthcare professional e.g. a doctor or 
multi-discipline practitioner, to provide an assessment or care, you must firstly gain 
consent from the client and then report back to the professional that you received 
the referral from.             
アセスメントやケアを提供する目的で、他の医療専門家（例：医師や多分野を専

門にする医療専門家）から正式な紹介を受けた場合、まずクライアントから同意

を得てから、紹介を受け取ったことをその医療専門家に報告してください。 

 

c) If you receive a formal referral from medical practitioner, following an assessment, 
you should report back your findings in writing for the purposes of records and after 
appropriate stages of care have ended. This is so that both parties can keep sound 
and complete records for clients. The client should also receive a copy of the report. 
アセスメントの後、医療従事者から正式な紹介を受けた場合、記録として残すた

めに、ある程度のケアが終了した時点で結果を書面で報告しなければなりませ

ん。これは、双方がクライアントのために正確かつ完全な記録を維持できるよう

にするためです。クライアントにも報告書の写しを渡してください。 

 

d) It is good practice for reports to use appropriate terminology and be presented in an 
appropriate format when corresponding with GPs.          
医師に連絡する際の報告書には、適切な専門用語や書式を使用してください。 

 

e) The report should include: rationale for care, the client’s satisfaction with the care 
previously provided, number of times of treatment where applicable, assessment 
review and follow up plans and any additional third-party referrals you think would 
be appropriate.              
報告書は、ケアの論理的根拠、以前行ったケアに対するクライアントの満足度、

治療回数（該当する場合）、アセスメントの見直しおよびフォローアップ計画、

ならびに追加で他の第三者への紹介が適切であると考える場合はそちらも含めて

作成してください。 

 

f) If the referral is only for the sake of meeting reimbursement requirements for 
healthcare insurance cash back purposes, you would not be required to supply a 
report back.             
紹介が医療保険の払い戻しの要件を満たすことのみを目的としている場合は、報

告書を提出する必要はありません。 

 

7. RESPONDING TO REQUESTS FOR FURTHER INFORMATION 詳しい情報を求める問

い合わせへの返答 

As a general rule you should reply to requests for information from other healthcare 
professionals and third parties.            
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原則として、他の医療専門家や第三者から問い合わせを受けた場合は返答をしてく

ださい。 

 

When providing a report these must be clear and concise and adopt the requesting 
parties’ standard format (if they have one).  You may make a reasonable charge for 
providing this information.            
報告書を提供する際は、明確かつ簡潔に作成し、要求者側の標準形式（存在する場

合）を採用しなければなりません。報告書を提供するにあたり適切な料金を請求す

ることも可能です。 

 

 
Useful links to further information  
詳しい情報へのリンク 

 

Referrals   
紹介 

https://www.gmc-uk.org/-/media/documents/DC9089_Referal_Guidance.pdf_66767403.pdf 
 

GP Referral Template  

医師紹介状テンプレート 

 

You can download a GP referral template in the member’s area of the IFA website  

IFA ウェブサイトの会員ページにて、医師紹介状のテンプレートをダウンロードすること

が可能です。 

www.ifaroma.org 

 

 Other Healthcare Practitioners Referral Template 

 その他の医療従事者紹介状テンプレート 

 

You can download a ‘other healthcare practitioners’ referral template in the member’s area  

of the IFA website  

IFA ウェブサイトの会員ページにて、「その他医療従事者」紹介状テンプレートをダウ

ンロードすることが可能です。 

www.ifaroma.org 

https://www.gmc-uk.org/-/media/documents/DC9089_Referal_Guidance.pdf_66767403.pdf
https://www.gmc-uk.org/-/media/documents/DC9089_Referal_Guidance.pdf_66767403.pdf
http://www.ifaroma.org/
http://www.ifaroma.org/
http://www.ifaroma.org/
http://www.ifaroma.org/

