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各部の部員募集 

 各部の部長や部長を補佐する理事の役割分担が決まりました。 

 総会で承認された事業計画の実現にむけて、各部会を中心に活動が進みます。事業計画にもとづく活

発な活動を展開するため、会員のみなさんは各部会に積極的に参加して下さい。 

多数の会員の事業活動に参加により事業内容は充実していきますので、他人任せにせずできるところ

で協力していきましょう。（部会への参加申込みは各部部長、または、事務局山口へご連絡を） 

 

平成２４年度事業計画案  

一般社団法人鍼灸マッサージ師会 第 9回定期総会（平成 24年 5月 20日） 

【事業計画の重点】  

１．医療制度の改善 

①国民誰しも最適な医療として鍼灸、あん摩マッサージ指圧治療が要望されるならば受療権 

利が尊重されなければならない。 

②医療国家資格者として不平等なく、医療従事者として生活が成り立つようにする。 

２．伝統医療の発展 

①国民に支持される鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師を目指す。 

②鍼灸、あん摩マッサージ指圧治療の効果、評価の客観的データー化の推進 

３．学習する場の提供 

  ①会員の要望にもとづくセミナー、研修事業 

②会員同士、事務職員との絆 

４．会の運営理念 

 ①全会員がなんらかの事業、活動に参加する会をめざす。 

 ②理事会を中心に部会の充実 

③総会参加は会員の義務と事務局の充実 

５．会組織の発展 

①医療行政への発言力の強化 

②個人では得られない団体協定の締結による不利益の解消 

③個人では得られない情報取得と社会的ＰＲの相乗効果 

④保険運動の組織力と財政基盤の強化 

  

【事業計画の事項】 

１．療養費関係業務 

①委任拒否問題等の交渉を行う。 

②療養費ソフトの現状に即した機能改善と向上 

③療養費申請書審査の改善 

1.審査の効率化 

2.申請書提出日時の分散 
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3.正しい申請書、誠実な申請書を提出のための会員指導。 

２．各部活動計画 

   会員が各部活動に参加することで、「人との出会い」「知らなかったことの発見」等とても勉

強になることが用意されています。会員皆様の各部活動の参加をお待ちしています。 

・保険部     

   医療保険についての学識を高め現状課題を明らかにし、不合理な制度を正していく働き掛け

をしていく。保険部会４～５回／年 

・学術部 実践に即した学術セミナー        

・組織部    

・事務局    

鍼灸マッサージ申請書審査及び保険取り扱い業務、療養費ソフトの改定及び開発、介護保険

取り扱い業務、新会員等保険学習会、毎月事務局会議、ＮＰＯ医療を考える会事務サポート、

保険テキスト作成、ホームページ更新は総務広報部と連携 

・財政部    

   バランスシート等財政管理 

・総務広報部  

 事務局通信、会報、ホームページ更新は事務局と連携 

・在宅ケア部   

   在宅ケアにおいて会員の要望に基づいて、理想も忘れずに行っていく。病状を正確に把握し、

人権を尊重して的確な治療を行えるよう研鑽を積んでいく。 

在宅ケア研修会 、在宅ケア部会４～５回／年 

在宅ケアテキスト作成（事務局と連携） 

・渉外部   

   スポーツ、身体障害者、被災地救援治療ボランティア活動 

・厚生部    

   会員の親睦を図る福利厚生事業 

懇親会、新年会、レクリエーション 

・在宅リハビリマッサージ事業部  

①在宅リハビリ仕事獲得支援、②在宅リハビリコース別実技研修（データー化に基づいて治

療効果を高める実技習得）３回予定 ③介護保険事業部と連携  

④在宅リハビリマッサージ事業部会４回／年 

・介護保険事業部  

 地域密着型のケアマネ業務、ケアマネ資格取得推進、ケアマネと在宅医療との兼務推進 

居宅介護支援事業所「介護支援センターおおぞら」運営 

※ボランティア実行委員  

   岩手県岩泉町のボランティア支援、東北大震災被災地治療ボランティア活動 

 

※仮称１００万署名活動実行委員  
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   他団体と大同団結し国会及び国会議員請願、療養費の給付ではなく療養の給付の声を上げて

いく。 

Ｗ.Ｈ.Ｏの伝統医療を加える動向、伝統医療活用による医療費削減、健保組合委任拒否等保

険者問題、療養の給付への運動 

国及び保険者への健康保険改善活動の推進 

３．会員研修事業 

医療保険、臨床技術の研修 

①保険学習会 

入会者始め会員研修の取り組み強化。健康保険取り扱いにおける療養の給付、療養費の支給

等必須事項の理解と、正確な療養費申請書を作成出来るようにし、毎月研修会を行う。 

②学術、臨床研修会 

③在宅学習会、在宅リハビリ実技研修会 

４．会員へのニュース、親睦の事業 

①会報は定期総会後の６月に発行→会員による積極的な投稿を期待 

  ②事務局通信の発行は毎月発行予定  

③厚生事業として忘年会か新年会、春か秋のレクリエーション。神奈川県鍼灸マッサ－ジ 

協同組合、ＮＰＯ医療を考える会との親睦 

５．治療ボランティア活動 

①東日本大震災被災地救援ボランティア 

②３月荒川マラソン治療ボランティア 

  ③２月千駄ヶ谷社教館まつり治療ボランティア  

６．会の宣伝、ＰＲ活動 

  ①会ホームページの充実 会員ホームページとのリンク 

②会員募集保険セミナー、在宅セミナー 

 ③１０周年記念事業 

７．介護保険事業                 

①居宅介護支援事業所「介護支援センターおおぞら」による介護保険事業 

②ケアマネとして地域社会参加を積極的に参加し、ケアマネ業務の推進 

社会福祉協議会、町内会、老人会等地域に密着したケアマネ業務の展開を図る。 

③医療と介護の担い手としてのケアマネージャー 

ケアマネ業務を通じて鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師による訪問リハビリの推進 

８． その他 

①ＮＰО法人医療を考える会へのバックアップ 

②志を同じくする他団体との共同行動の実現 

 

 

 

 



5 

 

着実な一歩の第 9 回総会－会員のみなさんから元気をもらって 

                                      田中榮子 

 5 月 20 日に行われた第 9 回総会はおおむね若手会員さん達の運行で進めることが出来、喜ば

しいことです。遠路からみえた来賓の諸先生方のご挨拶、味わいのあるお言葉でした。次年度の

方針も承認され、新たなステップがはじまります。 

 この「会」の設立時、確認しあってきたことは、会員同志意見の相違があったら、十分話し合

い、お互いの長所を見て、相手を尊重しあっていこう。患者の立場に立って、仕事も順調にいく

ように、制度を当たり前によくしていこう－というところでした。発足から 5 年間は頻繁の会議

を夜遅くまで行ったり、「在宅ケアセミナー」等行事の目白押しで、へとへとになりながら、よ

く乗り切ってきましたね。その後、いろいろなことはありましても、一定の安定を保ってきてい

ます。私の担当してきた「在宅ケア部」でも、会員さん一人ひとりを大切にして、なごやかに学

びあえるようにと役員間で話し合い、完全ではないですが実行してきました。その中から、自発

的にこの「会」を担っていこうという若い人が現れ、大そうたのもしく思います。私は「会」の

雑役を休みなくやりながら、多忙の中、会の方針実現のため活躍する会員さん達に元気をもらっ

てきました。ありがとうございました。今回理事は下りましたが、これからも若手の会員さん達

を盛り立て必要なお手伝いを続けてまいります。 

 弱肉強食のこの矛盾の多い社会で東洋医療は、まだ、医療制度の中に正当な位置づけもなく、

この道で生きていくのは大変です。 

  総会時の会員の発言や、NPO 医療を考える会の山西俊夫氏の患者が立ち上がる必要性を強調

された発言。宮原哲朗弁護士さんは、制度上の矛盾は明確にあり、歴史上正義派勝利していくこ

とを話されました。私たちは、目標の実現に向け計画を練って、患者、国民と力を合わせ、大い

に希望を持って進んでまいりましょう。 

 

 

ＴＰＰ問題懇談会 NPO 医療を考える会主催 

「ＴＰＰ（環太平洋連携協定）で医療はどうなるか」 

講師 寺尾正之 保険医団体連合会事務局次長 

日時 7月 1日（日）13時 30分～16時 30分 

会場 家庭クラブ会館（会事務所近く、希望者に案内図 FAX） 

  「TPP参加を推進する政治や行政の実権をにぎる人々は、医療制度や医療保険制度をど

うしようとしているのか、一人でも多くの方に知って欲しいと思います。是非、ご参加下

さい」 
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第 53回日本神経学会学術大会  

シンポジウム「神経内科診療における鍼灸活用の可能性を探る－神経科学を

背景とした医療技術としての鍼灸を捉える－」を聴講して 

                                    草薙 和春 

5月 22日～25日の 4日間、東京国際フォーラム（東京都千代田区）にて、第 53回日本神経学会

学術大会が開催されました。最終日の 25日には、表題のシンポジウムが開催され、神経内科医師、

鍼灸師、鍼灸学生を含め約 670名が参加しました。 

私も花田学園卒業の鳥海春樹先生（慶應義塾大学医学部 神経内科 特任助教）の御招待で２５日に

参加しました。鍼灸の学会でなく神経内科医師の学会なので北海道から参加の医師等全国規模でし

た。 

＜印象に残った４つの論点＞ 

①糖尿病性神経疾患やパーキンソン病、片頭痛等神経内科領域における鍼治療の効果とそのメカニ

ズム 

②全国の医科大学病院での鍼灸治療を取り入れている病院は３０％～４０％。 

③温故知新でいくか、ニューロサイエンスで新たに経絡図を作り直すか。 

④「日本神経学会認定鍼灸師制度」の制定を提案 

論点① 

明治国際医療大学准教授 伊藤憲二氏によると、鍼刺激による物質量の刺激はニューロサイエンス

的には限られる。 

・セロトニンは法泉核が刺激の結果として、ノルアドレナリン、ドーパミン 

・鍼刺激と物質量放出をデータで捉える。 

・パーキンソン歩行の施術前と施術後の状態を動画データで保存。 

論点② 

埼玉医科大学東洋医学センター所長 山口智氏によると患者さんは不定愁訴の方、偏頭痛の特効ト

リプタンが効かないノンレスポンダーの方など、患者さんが支払う料金について東京大学リハビリ

テーション部鍼灸主任 粕谷大智氏によると自由診療と保険診療に分かれる。東大では自由診療で

4000 円慶應も 5000 円辺り、保険診療の病院は材料費として自費でいただき、35 点から 40 点の消

炎鎮痛費としての負担。 

論点③ 

前述の鳥海氏によると、温故知新として「古き」は日本独自の取穴杉山和一以降の『触れて』刺す。

海外では、『見て』経絡図の座標に刺す。「新しき」はニューロサイエンスで経穴を科学的に分析発

見し経絡図を作り直す。 

論点④ 

医療法人温和会間中病院院長 間中信也氏（故東洋鍼灸学校長 間中喜雄氏御子息）によると「患

者がいきなり鍼灸マッサージの同意書をもってきて書いてくれは良くない。」我々医師は鍼灸師の

技量学量を分かる術がないので日本神経学会などで勉強の場を与えて、鍼灸師自体がエスタブリッ

シュしていくこと日本神経学会認定 鍼灸師制度を鳥海氏が提案し拍手のもと閉会。 
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＜感想＞ 

シンポジストの先生方の日頃からの研鑽には脱帽しました。医師としての科学的分析とデータの蓄

積、医科大学病院で鍼灸治療を実践普及していく姿勢。ただし学会はあくまで医師の学会で決定的

に患者の目線は欠けていると思いました。患者が受けたい医療を選ぶのは権利です、同意書は書く

べきですし、鍼灸師の技量学量調べたいなら患者のために医師の方から照会すればよいと思います。

医師の団体である学会が認定、お墨付きを与えるとは甚だの自信と感じます。我々は 3年の勉学後

国家試験に合格し免許を持って保健所に届けて医療行為をしています。しかし鍼灸マッサージ師も

東洋古典一辺倒でなく、ニューロサイエンスの分野での鍼灸治療が科学として確立していくかを注

意深く見守り、勉学に励むことも必要と考えました。間中先生は私達に一つの述語を呈示してくれ

ました。鍼灸マッサージ師も囚われずフレキシブルに考えることも必要と。『融 通 無 碍』 
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アコンカグア登頂記 
                              橋本 利治 

会員の皆様 

わたしは山が好きで、今年の正月を挟んだ 22 日間で南米最高峰「アコンカグア」という山に登

ってきました。竹内洋岳のような 8000ｍ14 座登頂のような困難さはなかったので、登山界ではあ

まり珍しくもない登山なのですが、一般的に

は 6960ｍの高所登山ということになっていま

す。今回の目的は高所における鍼灸治療が体

に及ぼす影響をテーマに行ってきました。 

結果は 3 回アタックをかけて 2 回失敗し 3

回目に予備日を使い果たしてやっと登れまし

た。また鍼灸施術に関しては、5人の被験者に

施術をして酸素飽和度は改善したものの、4人

は天候の不順、体調不良などあり、登頂でき

ませんでした。 

いろいろありましたがチームワークもよく、

私としては 80％満足のいく登山であったと感じております。 （ベースキャンプの橋本氏） 

以下の登頂記は報告書からの抜粋なので前後がないと分かりにくい部分もあるかと思いますが、

薄い酸素の中でくるしい登りを終えて登頂したのですが、喜びもありましたがそれより安全に下山

できるかが登頂と同時に考えていました。 

もしここで体調不良になって動けなくなったら死を待つしかないという現実を感じていました。

本当の喜びはキャンプ１（5500ｍ）まで疲労困憊で下山してテントに入った時でした。そのような

気持ちが少しでも皆さんに伝えられたらうれしいです。これからの皆さんのライフスタイルに役立

つヒントがあれば幸いです。以下報告書より 

 遠征の感想 

・ 橋本 「登頂の偶然」 

1月 5日第 2回目のアタックを予定、天気は下り坂を承知でニド・デ・コンドレス（C1と呼ぶ） 

へ登る。それは早めに天気が回復したときアタックチャンスをつかみ、C1からアタックする機会を

つかむためでありました。 

降雪の中を 5500ｍの C1へ、途中欧米人の 8 人パーティ（１人以外はすべて美人女性ばかりの一

団）とすれ違い、C1 の情報を聞いてみた。C1 は雪でこれからも続くと言っている、そうかそれで

下山してきたのか。気持ちが暗くなる。やがて C1 へ夕方到着、不調の中島に対して、絶好調の野

中。雪のテントに入り明日のチャンスを待つことにする。 

しかし夜中息苦しくて目が覚める。しかし眠い、ウツラウツラするも、また苦しい、この繰り返

しを何回かしていると野中さんも息苦しい様子で寝返りを打っている。「なんか息苦しくない？」

と声をかける。すかさず「酸欠ですよ」と中島、高度障害と酸欠が重なったら・・・。テントにフ

ライをかけずに持ってきたのが失敗だったのかと気づかされた。 

テントに積もった雪が体温で解けて夜中またそれが凍って空気の流入が阻害され酸欠になった。
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そうこうしている内に朝になった。 

起きる事としてもう一晩泊まって明日に賭けるか、それとも下山するか。あまりにも息苦しくて

もう一晩泊まることはできない。下山することとする。下山するに当たってデポをどうしようか、

もう一度登頂チャンスはあるだろうか、天気の回復次第だろう、もう 1日回復が遅れれば時間切れ

になってしまうだろうと考えた、貫田氏の情報では「5 日から最大級の寒気の流入がありますよ、

予報会社の予報です」だとすると回復は見込めない。その旨起きて中島、野中に告げた。 

装備のデポはしないこととし荷降ろしすること

とした。つまりもうここには登って来ることはな

いだろうとの判断を下した。それならメンドーサ

の町まで下山したほうが利巧というものと考えた。

素早くテント撤収し整理もせずザックに詰め込み

下山に取り掛かる。なぜか肩の荷が下りたように

思った。 

早い下降で BCに降りてくると BC も積雪で景色

は一面の雪の原と化していた。もう気持ちは      （サンチャゴ中央市場） 

メンドーサの町で美味しいものを食べていた。 

BCに到着して荷物の整理を始めて、濡れたテントを天日干し、余った食料の整理と現地への寄贈

など荷物を軽くして帰国の準備をすべて済ませ、明日のムーラの手配をすることにした。残った食

料と寄付装備を現地エージェントの倉庫に移しすべて終わった安堵感で安らかな眠りについた。 

その明け方いつもなら尿意をもよおさないのにこの日に限って尿意をもよおし、だるい体を起こ

しトイレに行った。体は眠っていたが気持ちのよい放尿を済ませてテントに帰る途中満天の星空を

見てしまった。ウーン本来なら曇りか雪の筈、当てが外れてしまった。 

テントに帰ってからシュラフの中で残りの日数と食料の数、それに BC から頂上までの日数と時

間、体力とメンバーなどそれぞれの可能性について考え始めた、天気のリスク以外は最小のリスク

でいけそうである。 

メンバーについてはハイリスクではあるが最悪ソロも覚悟をしなければならない。そのようなこ

とを考えていると空も明るくなり起きることにした、偶然中島君もシュラフからゴソゴソとパルス

オキシメーターを取り出して計測をしていた。 

計測し終わって話しかけた「ちょっと相談だけど、天気が回復したようなのでアタックできるか

なと思う、計画としては最低の食料と装備を持ち、C1 で 1 泊して 2日目にアタックできると思う、

順化できているのでトップから BCまで 1日で降りてこられると思う、最悪 C1で 2日目泊まれば危

険はないと思う、どうだろう？」返事は「僕もそう思う、昨夜トイレに行ったときに行けると思い

ましたよ」とのことまだ寝ている野中さんが起き出したので「野中さんこの考えどう思う」「突然

言われても困る」寝ながら聞き耳を立てていたと思ったのが間違っていた。 

もう一度最初から説明するも「チョッと考えさせて！」との返事、その後食料の事、装備のこと

など話し合い、納得できたかどうかわからないまま 2人でアタックすることになった。今日中に C1

（5500m）へ入り、明日早朝 C1 出発しおおよそ約 10 時間で標高差 1500m を登りきり、天気の崩れ

ない内に下降 C1に帰着する。もし体力が残っていたら、その後 C1のテントなど撤収し残りの標高

差 1000m を 3 時間で BC へ帰着とした。中島は体調不良（好調であったように思えたが・・）を理
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由にアタックは辞退するという。決まったら倉庫に食料を返してもらいにいき、昨日干して置いた

テントも持っていざ出発、「橋本さんツエルト持ちました？」装備軽量化のために省いていたが考

え直して持つことにした。（この一言が成功に結びついた） 

食料は夕食 2食、朝食 1食、行動食 2食、ウィダ

ーインゼリー1 個にして必要な食料は倉庫から引

き取り準備を進めた 10：30、3度目のアタックに出

発。高度順化出来ているので足取りも軽く快調に飛

ばしたが、タイムは 10 分しか短縮出来なかった。

ニドに到着後幕営して明日のために早々寝ること

にした。「橋本さん、目覚まし合わせてくれます？」

「僕の時計は目覚まし機能付いてないから・・・」

「起れるかな？」とのこと、なんという豪胆さだろ

う。普通は緊張して眠れないのが通常人である。 

（6000ｍ付近からのアンデス山脈の山々） もしかしたら明日はどうでも良いと思っているのだろ

うか。不思議な人だ、と思った。眠れないまま深夜 12：00には目が覚めてしまった。まだ早いか、

12：30 我慢ができず起きてしまった。野中さんを起こし、水作りに意外と時間を取られてしまい、

食事は簡単に猫飯とした。食事中食べたものが喉につかえていくら飲み込もうとしても嚥下ができ

ない。苦しそうにしているわたしを見て野中さんが、水を出してくれた。 

それを一気に飲むも飲んだ水がどんどん詰まっていくウ―苦しい、テントの外に頭を出して詰ま

ったものを全部吐いてしまった。もったいないと思ったがすっきりした。そんなこんなで出発は 2：

30となってしまった。 

出発すると他にもワンパーティ前方を歩いていたがやがて追い付き追い抜いていく、2ｈ30 でＣ

コレラ着 5：00到着時コレラを出発するパーティがあったが気がつくとそのパーティも追い抜いて

いた。調子は良好。その後 6200ｍ当たりでわたしより好調の野中さんが「前を歩いてもいいですか」

たまには交代もいいだろうと思い了解する。 

トップに躍り出るなりぐんぐん進んでいく。追い付くことができない、そのうち「橋本さん、ス

リングでつなぎましょう、腰に繋げてください」今まで人を引っ張り上げたことは何度もあるが引

っ張り上げられたことは一度もない、なんという屈辱、プライドが・・・。 

 しかし冷静に考えると「さもありなん」わたしのペースでは頂上にたどり着かないかも知れない。

実力の差は明白、甘んじてロープで引っ張ってもらう。しかし心の中ではこの様な様をだれも写真

にとらないように願うのみ。 

引っ張られながらも必死に歩く、いつの間にか先行していたトップのパーティを追い抜く 6400

ｍのインディペンデンシアで一緒になったパーティであるが先行していた、グランカナレータまで

は我々が先頭でラッセルをしていた。 

寒さはインデペンデンシアで最高になり寒くてたまらなかった。左からの風の冷たさわたしはダ

ウンジャケットをＢＣに置いてきたのを後悔した。野中さんはダウンのパンツを穿いてこなくて寒

くてしょうがないと言っていた。先頭でラッセルしているのも関わらず体から体温が逃げていくの

を感じてついにカナレータの入り口で震え始めた。 

このままでは凍えてしまうと思うほど・・。そうだツエルトがあった、カナレータ入口の大岩の
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基部でツエルトを出して二人で頭からかぶった。天国のようだ、布切れ 1枚の偉大さに感心してし

まった。休憩しながらゼリーを食べようとして出すも、凍ってしまって飲めない、諦めてピーナッ

ツなどを頬張っていた、そのうち遅れていたパーティが追い付き休憩して（立ったまま）出発した。

われわれも遅れまいと先頭にぴったりついてカナレータを登り終えたもうそろそろ頂上だろうと

思いＧＰＳを見ると頂上まで 700ｍを示していた。ガックリまだそんなにあるのか。ペースが少し

落ちてきた。またＧＰＳは頂上の位置を少し外れた所を示していた。左上気味にトラバースしてい

くルートを先頭は取っていたが、われわれは途中稜線に出て稜線どうしに行くルートを選択した。

結果はすぐに合流してしまった。クソと思いきややがて頂上に着く先頭の２人が奇声をあげたので

頂上だと分かった。頂上につくや否やわたしの頭の中は下山のことばかり考えていた。 

 

 

7月の予定 

 

6月 30 日（土）第２回被災地ボランティア活動 岩手県岩泉町（現地２泊４日） 

 

7月 1日（日）ＴＰＰ問題懇談会 「ＴＰＰ（環太平洋連携協定）で医療はどうなるか」 

NPO医療を考える会主催 13時 30分～16時 30分 家庭クラブ会館 

 

15日（日）第 1回在宅リハビリマッサージ研修会（3回コースの 2回目） 

13時～17時  事務所   

  

23日（月）①NPO 役員会 10 時～12 時 

②事務局会議 13 時～14 時   

③健康保険学習会―新入会員等対象 14時～16時 

 

     29日（日）在宅ケア部会  13時 30分～  事務所 
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一問一答検討会開催 
 

 

 健康保険制度改善をめざす、100 万署名運動推進のための宣伝文書

「一問一答」の検討会を 6 月 17 日開催しました。岸イヨさん鍼灸裁

判で証人に立った大渕令司氏や岸さんの弁護士として活躍した宮原弁

護士など 30 名の方が参加し、熱心な論議が繰り広げられました。 

 

○ 内容が重複している部分がある。簡潔にまとめ、文字量を半分ほ

どに短くするとよい。そのため、鍼とマッサージを分けないでまとめ

るほうがよい。 

○ 誰が誰に対して何のためにアピールするのかがよく見えない。「一問一答」とするなら Q と A

を簡潔に１～２行にまとめ、その理由の文章を下に書く形式にしては？ 

○ パンフ配布対象の焦点が一般人向けならば鍼灸・マッサージ治療をしているところの写真を載

せては？ 

○ 「西洋医学」に対して「東洋医療」とするのはなぜ？対比させるなら「東洋医学」の方が適切

では？ 地盤が違うので「東洋医療」ではなく、「東洋医学」として、「西洋医学」と出発点が違う

ことをわかってもらうと良い。 

○ 「西洋医学が苦手にしている…」という表現はまずい。医師が見たら反感をかう。医師会の理

解も得られるように努力が必要だ。「対応しにくい…」とか置き換えては。 

 以上のように、鍼灸マッサージ治療を取り入れた健康保険制度の

必要な事を患者のみなさんにも理解してもらえる、わかりやすく読

んでもらえる文書を作ろうと、いろいろな角度から沢山の意見が出

され、すばらしい検討会となりました。編集委員会は６月末まで検

討会参加者のご意見の提出をお願いし、その後原案の再提案を検討

します。 


