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２．健康食品管理士資格の本格的活用に向けて
長村　洋一

（一般社団法人 日本食品安全協会）

始めに
　アドバイザリースタッフとして健康食品管理士認定法人としてのスタートは、2004年５月
だったので丸８年が経過し、９年目を迎えている。
　この９年の間に、いわゆる健康食品の世界では、それ以前から大きな問題となっていた、有
効性のわからないものに「がんに効く」などの過大な広告が行われたり、表示物質がほとんど
入っていないような粗悪なものが高価な値段で販売されていたり、また医薬品との相互作用が
分からないままに使用されたりしているような現実に対し、行政的な介入がかなり行われ、い
くつかの問題はそれなりに改善されてきた。
　極めて当たり前のことであるが、「食品はすべて化学物質からなり、食は健康と密接な関係
がある」という事実である。その十分な理解には化学と健康の両分野の問題のできるだけ広範
囲な深い知識を有する人が最も適している。
　そんな状況下において平成14年に厚生労働省の通達により『保健機能食品等に係るアドバイ
ザイリースタッフの養成に関する基本的考え方について』が示され、「氾濫する健康食品等（保
健機能食品およびいわゆる健康食品を含む）に対して、一般消費者がこの分野における様々な
情報を正確にかつタイムリーに得、自らの健康維持増進の目的にあった食品を選択し、安全な
生活ができるためのものである。」とされている。
　これをうけ、健康食品管理士認定協会は当時の食情報に関する混乱が余りにもひどいことに
憂慮している、臨床検査技師、薬剤師、管理栄養士の養成を行っている大学の教員が連携して、
正しい食情報を伝えることのできる人材を教育現場において養成することを目的に立ち上げら
れた。そうした医療、栄養、食品等に関わる専門教育を行っている大学および臨床検査技師養
成の専門学校、短期大学が現在認定校としてその教育に当たっている。
　以上の教育機関の卒業生または卒業予定の学生全員が受験するわけではないが、カリキュラム
の中に受験資格に必要な教育科目が組み込まれているので、例え健康食品管理士にならなくても
一度はこの分野の勉強を行うことができる教育システムが構築されていることの意義は大きい。
　現在までに受験して健康食品管理士と認定された者は8,374名となっているが、毎年更新試
験の度に資格継続の落伍者が非常に多く、実際に資格を維持している方は3,944名である。そ
のうち、医療職者が95％を占め、その約80％の認定者が臨床検査技師で、ついで薬剤師、医師
となっている。
　ただ、更新試験を受験し、資格を継続している方の意識は非常に高く、一部ではあるが資格
者の活躍は、アドバイザリースタッフの存在の有用性を確実なものにし始めている。
　来年は、設立10周年を迎えることになり、ぼつぼつその方向性を明確にしてゆく必要がある
ので、ここで過去の活動を振り返っての現状解析と、健康食品管理士の今後の社会活動の在り
方について論じさせていただく。
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発足当時の状況
　当協会の発足した翌年に、健康食品の世界では中国製ダイエット茶による死者を含む800名
近い健康被害者を出した事件、その翌年にはメディアが引き起こした白いんげん豆食中毒事件、
さらにその翌年には納豆ダイエット問題に端を発した「あるある発掘大辞典」事件などの大き
な問題が発生した。
　特に白いんげん豆食中毒事件は、あるテレビ番組で放送された「白いんげん豆を利用したダ
イエット法」を見た人たちがそれを実行し、かなり深刻な消化器障害をおこすという食中毒事
件であった。この事件の時には、臨床検査技師として病院に勤務していた博多徳洲会病院の健
康食品管理士が、いち早くこの事件を協会に報告してきて原因を究明し、テレビ局に注意を促
したが、メディアはそのおごりから対応を怠った。結果としては重大な食中毒事件になり、こ
のような事件を防ぐために健康食品管理士の存在が極めて有用であることを実証した。
　こうしたあまりにもひどい事件に対しては行政等も対応をし、メディア自体もそれなりの対
応策をたてた。しかし、その後もバナナダイエットで店頭からバナナが消えたり、メタボ対策
としてトマトジュースが店頭から消えてしまったりするなど、相変わらず妙な情報に踊らされ
た食品問題が発生しているのが現状である。
　そして、健康食品の世界においては平成21年秋に消費者庁が発足したことは大きな変化を引
き起こす原因となった。それまで、主として厚生労働省、農林水産省、経済産業省等の各々の
省庁が別々に取り扱っていた食品表示問題の案件全てが、消費者庁に移行されることになった。
この移行に伴って、それまで厚生労働省が許認可を行っていた保健機能食品関係の特定保健用
食品などの許認可業務も消費者庁に移され、にわかに消費者庁を中心に健康食品の問題のかな
りの部分が取り扱われるようになった。
　協会発足３年目の平成19年に、健康食品管理士認定者が具体的活動時に感ずる問題点のアン
ケート調査を行ったところ、実際に活動している人たちから「健康食品と医薬品の相互作用」
に関する情報を得る簡単な手段がないことが明らかとなった。そこで、教育委員会が約1年半
にわたり健康食品のデータベース、薬剤の添付書類等を徹底調査し「健康食品ポケットマニュ
アル」を作成した。この書籍は、薬剤と健康食品の相互作用が非常に簡単に調べられるという
ことで、かなり高い社会的評価を得ており、さらに一般向けに大幅改定中である。
　その一方で、健康食品ではない日常の食品の世界においても食品の偽装表示、食品添加物の
極端な無添加安全主義、残留農薬問題に加えて農薬混入毒餃子、事故米、メラミン混入食品な
ど、「食の安全・安心」に不安を与える種々大きな事件が多発し、一般市民の頼れる情報源の
必要性が大きくなった。さらに、一昨年東日本大震災が発生し、食品においては放射能による
内部被ばくを含む新しい安全対策が求められ、基準値が設定されるなどし、現在は「食の安全・
安心」に関する国民全般の意識は大きく揺れ動き、全国民がある意味での不安状態にあるのが
現実となっており、何らかのしっかりした対処が必要とされている。

名称変更と活動の現況
　このように、この８年間の間に健康食品も含めて食品全般の有効性、安全、安心に関する正
しい情報を発信する必要性が生じてきた。
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　そこで、このような状況に対応するために、健康食品管理士認定協会もその活動に関する守
備範囲を単に健康食品に限らず、食全般に広げて活動ができる状態にし、社会的認知を明確に
得られる形にしなければならない必要性が生じていると判断するに至り、その名称を一般社団
法人日本食品安全協会と変更した。
　現在資格を活用している現状として協会本部が把握しているのは大きく分けて次のような分
野である。
　①支部会活動としての一般市民向け公開講座：全国９支部の具体的な研修会を一般市民に公
開し、トクホやいわゆる健康食品素材情報、その有効利用を始めとして食と健康に関する情報
の発信を行っている。最近この市民公開講座等の社会的認知度の一つの証と考えられる現象と
して、東京都をはじめ全国の自治体、医療、栄養関係団体等からその地方の健康食品管理士の
講師派遣依頼が来るようになっている。また、健康食品管理士故に講演依頼を受け、その講演
のための資料請求が本部に寄せられてきている。さらに、主に臨床検査技師会関係が多いが、
技師会の健康フェスタのような学会の市民活動に健康食品管理士会として参画し、市民の相談
に応じている。こうした活動はNHKを含め地元テレビ局なども取り上げるようになってきて
おり、一部地域では健康食品管理士の活動は確実に認知され始めている。
　②病院、調剤薬局における健康食品相談：最近のある規模以上の病院は、糖尿病や高血圧教
室等を開催して患者さんに対する相談を行っている。また、調剤薬局では患者さんとの対話の
中で、健康食品に関する相談が持ち出されることがよくある。そうした相談の時に健康食品管
理士が積極的に名乗って相談に応じ、患者さんからの大きな信頼を得ているケースが散発し始
めている。こうした患者さんとの相談に関しては、後述するように健康食品管理士の活動を今
後大きく発展させる重要な方向性の芽生えと認識している。
　③食品企業における研究への利用：最近とみに増加し始めているのが、食品企業の研究所に
おける研究員の方の受験である。その方たちには著名な大学の修士、博士の学位取得者も多い。
そして、この方たちの多くは非常に熱心で、健康食品や食品の機能情報に関して種々な質問を
良くしてこられる。中には、しっかりした業界専門誌から食品機能に関する総説を依頼され、
ご自身の研究を中心とした原稿を執筆しておられる方も存在するが、その方の肩書に健康食品
管理士が明記してあるケースが散見されるようになってきた。
　④NST活動の知識補強の資格としての活用：健康食品管理士の有資格者は病院勤務者が多
い。そのため、NSTのチームの一員として活躍している会員も相当数に上っている。その活
動の際に年４回発行されている会報の情報は非常に勉強になるという声が聞こえてくる。現在
そうしたNST活動の具体的情報をシリーズものとして会報の中で伝えているが、その記事は
好評を博している。
　⑤食の有効性、安全、安心そして健康情報源としての活用：特に資格を利用して何かをしよ
うという目的は無いが、研修会に参加したり、会報を勉強し、更新試験を受験したりするのが
楽しいので会員活動をしているという方である。ところで、文系的教育を受けてこられていて
健康食品管理士の資格は持っていないが、当協会の活動に興味があり、同じような勉強をした
いと希望される方が少なからずおられるので、その方たち向けの勉強の機会を提供してゆくこ
とを現在教育委員会で検討している。
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資格維持教育の有する問題
　健康食品管理士として認定された資格者はその資格維持のために健康食品管理士会に所属
し、５年間に50単位を修得しなければならない。この50単位の修得のためには、全国各地で開
催している研修会への参加、および年４回発行している会報の内容に関する更新試験に合格し
なければならない。この更新試験が大変なため落伍者が非常に多いことが大きな問題点である
が、逆に落伍しない人たちの実力は確実に上がっている。そして、この人たちの一部が地域社
会に認められ始めており、先述のように健康食品管理士の存在の重要性を確実なものにし始め
ている。しかし、一度はこの分野を勉強しようとした人たちの落伍者があまりにも多いことか
ら、先般の理事会において後述のような新しい制度が施行されることになった。

具体的活動から見えてきた今後の活動の在り方
　以上のように、発足９年を迎えて、いくつかの問題を抱えながらも、資格者の社会的活動領
域が見え始め、社会的認知も着実に高まり始めている。そんな中での活動の在り方として、す
でに会報の巻頭言で触れさせていただいた、沖縄および四国支部の活動を改めて紹介し、今後
の在り方に関する課題について述べさせていただく。
　①沖縄支部活動から見えてきた事：沖縄は100名以上の常時活躍している会員がおり、支部
会活動が非常に盛んな支部であるが、ここでは市民向け講演会が終了した後に、健康食品管理
士による健康食品と健康管理に関する相談コーナーが開催されている。講演会終了後直ちに会
場の前の方の机をアレンジして、各テーブルに「血糖の気になる方」、「肥満の気になる方」、「血
圧の気になる方」、「骨粗しょう症の気になる方」、「その他」と書かれた大きな用紙が架けてあり、
参加した市民は相談をしたいコーナーへ行って健康食品管理士と話をすることができる。こう
した相談風景が地元のNHKニュースでも取り上げられたりしている。
　似たようなことは全国各地で健康食品管理士が開催している市民公開講座でも行われている
が、沖縄支部の行っていることで驚かされたのは、相談をうける各会員が対応マニュアルを持っ
ておられたことである。
　このマニュアルは、２年以上前から会員が数名ずつのプロジェクトを組みカラー刷で、各テー
マ毎にA4数十ページにわたるものである。
　このような地元の人たちと健康食品管理士の交流の様子は沖縄支部のホームページの活動の
部分をクリックするとみることができる（http://www.oaffc.jp/）。沖縄支部としては、このマ
ニュアルを支部会員なら誰でもパスワードを入れることでアクセスできるようになっており、
そのマニュアルを見た人からの意見に基づき絶えず変更がなされているようである。
　会員がこうした市民との相談に応ずるときの最も不安な点は、知識の不足である。これを補
うために沖縄支部ではマニュアルの作成に着手した訳であるが、その完成度はかなり高く、将
来的にはこれをモデルケースとして完成させるために、協会の教育委員会もできるだけのお手
伝いをさせて頂く予定である。
　②四国支部活動から見えてきた事：済生会松山病院の健康食品管理士の小西光子氏は、以前
から臨床検査技師として検査の結果説明と一緒に、気軽に患者さんの健康食品関連の相談に
乗ってあげていた。数年間のこうした活動を通して、彼女が絶えず気になっていたのは、患者
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さんの健康食品に関する相談もさることながら、まず食生活の在り方の問題であった。食生活
と言っても、どんなメニューでも食べられる患者さんではなく、若干の嚥下障害や、病院から
出されている薬剤等の副作用でまともな食事ができない方の食生活であった。
　「何かこうした患者さんたちにまともな栄養が摂れる状態にできないだろうか」という彼女
の熱い思いは、病院で入院患者に出されるいわゆる栄養補助食品にぶつかった。そして、彼女
は間もなく不足した栄養素を患者さんに補給してあげることは、NSTにおいてすでに効果が
はっきりしているように、最も簡単にその目的を達する方法であることに気付いた。どんな栄
養補助食品が実際にあるのかを病院の管理栄養士、実際の販売業者等を通して彼女は一生懸命
勉強し、こうした人たちのアドバイスをもとに患者さんに助言してあげているが、それが確実
に患者さんの病状回復に役立っているとのことであった。
　その象徴的な具体例として健康食品管理士で臨床検査技師の方が、身内に在宅の末期がんの
患者さんがおり、その患者さんのアルブミン値が3g/dL以下であったので、何とかこの値を改
善できないかと思い、医師と相談のうえ、タンパクの栄養補助剤をとらせたところ、アルブミ
ン値が改善し患者さんのQOLの明らかな上昇が見られた、という事例報告であった。
　この事例はNSTの開祖ともいうべき、藤田保健衛生大学の東口高志教授が「病棟に入って
きた末期がん患者の栄養障害状態を見るとほぼ全例に中等度以上の栄養状態が認められるとい
う。その原因というと、意外なことにがんの進展による悪液質や消化管閉塞によるものは少な
く、むしろ“積極治療期間”中の栄養管理に問題があることによって栄養障害を来した医原性栄
養障害例が多い。」と述べておられることの、まさに実例と推測される。
　この小西氏の活動はどちらかと言えば、管理栄養士の仕事でもある。しかし、病院の管理栄
養士は実際にはこうしたところまで手が回らない。そんな状況の中での彼女のこうした活動の
意義は非常に大きいと感じた。入退院を繰り返す患者さんのQOLの向上と、この患者さんが
再入院をしなくても済むようにする、または再入院までの期間を長くすることが、こうした活
動を通して確実にできることが明らかである。これは、病院、調剤薬局、ドラッグストア等で
活躍する健康食品管理士の今後の大きな領域にできるのではないかと確信をする。

予防医学の中心人物としての活動の場の確保に向けて
　いまや国民医療費は37兆円を超え、今後も益々増大することが予測されている。その大きな
原因が、高齢者の健康障害である。そんな中で健康寿命を少しでも長くすることは、緊急の大
きな課題である。すなわち、病気の治療よりも予防に大きな重点を置かなければならない。
　病気予防のためには医療のある特定の分野のみの知識に加えて、より広範囲な知識、特に医
療職教育では不足している、栄養、食、および特定の食品が有する化学物質の保健機能に関す
る知識である。
　そこで、こうした食に関する問題をあまり学んでいない、臨床検査技師、薬剤師、医師と言っ
た医療職者は健康食品管理士資格を取得する過程で少なくとも食の問題に関心を持ち、勉強を
する手段を得ているので、このことを活かすことは、予防医学に大きく貢献できる潜在能力を
秘めている。
　また、管理栄養士、農学系、生命科学系など生化学、栄養学的知識の豊富な方で健康食品管
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理士の資格取得をされた方は、その過程で臨床検査、薬剤等の医療的問題を勉強しなければな
らなかったことを通して、医療分野の問題への取り組みの糸口をつかんでいることから、医療
職者と協力して予防医学に貢献できる。
　すなわち、健康食品管理士になるための勉強をした人は、どの分野の出身者であっても予防
医学に関する問題に何らかの形で参画できる基礎的能力を有している、と言える。
　例えば、会員として最も数の多い臨床検査技師についてその在り方を考えてみると、次のよ
うなことが可能である。まず、地域の臨床検査医がいる基幹病院では、その医師の指導の下で
臨床検査技師が中心となって患者さんへの検査値説明と、検査値に基づいた医療に関する方向
性の振り分けを行ってあげる。
　すなわち、患者さんは検査値についての説明を受けるが、その際に臨床検査技師は、使用さ
れている薬、食事や健康食品の摂取の有無なども合わせて聞き取りを行う。そして、検査値の
動きから薬の副作用、摂取している健康食品の問題、食事の状態などに問題点を感じたら、必
要に応じて臨床検査医の指導のもとに薬剤師、管理栄養士、または各診療科等と相談をして患
者さんの指導に当たる。
　こうした相談業務を通して臨床検査部のチーム医療のコーディネーター的存在としての地位
を確立する。言いかえれば、高度複雑化した現在の医療体系の中で、患者さんの異変を早期に
発見して薬剤を変更する、または栄養指導を受けさせることができるようになる。そのことに
よって患者さんのQOLが確保でき、薬剤の副作用の早期発見、妙な健康食品による健康被害、
そして栄養状態の改善による病気からの早期快復などが可能となる。

具体的には保険点数が確保できるところまでを目指して
　最近チーム医療が声高に叫ばれているのは、これにより最も患者さんに適した的確な医療行
為を行うことができ、患者さんのQOLの向上と、結果としての医療費の抑制ができるからで
ある。もし、以上のような事を医療機関で行おうと考えると、こうした相談において薬剤、健
康食品や栄養の問題に臨床検査技師がいきなり対応するのには若干抵抗があると思われるが、
健康食品管理士の有資格者ならば、もう少し研修を積めば可能であり、前述の沖縄の活動や、
済生会松山病院の例のように、現在既にこうしたことが行われており、かなり具体的実現性が
ある。
　例としては、現実に行われている臨床検査技師の活動の例から考えられるあり方を示したが、
薬剤部、栄養部も全く同じであり、薬剤師にあっては単に薬剤の、または管理栄養士にあって
は単に食事指導だけでなく、患者さんの検査値の動きから薬の副作用、摂取している健康食品
の問題、食事の状態などに問題点を感じたら、必要に応じて担当医の指導のもとに管理栄養士、
薬剤師、臨床検査技師また各診療科等と相談をして患者さんの指導に当たる。
　最終的には、こうした検査値の相談を通した臨床検査部門、薬剤部門、栄養部門のどの部門
が中心であっても、この説明相談行為に対して一定の保険点数が獲得できるような運動を展開
することを提案したい。
　こうしたことを臨床検査技師、薬剤師、管理栄養士等の専門家としての立場からのみ、相互の
専門的領域に対して橋渡しをしようとすると、それぞれの専門的立場に立脚した他の職種に具
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体的に何ができるかの知識がどうしても必要となる。しかし、その国家試験に向けた専門教育
の中ではそれぞれの専門分野以外の教育はほとんど受けていない。しかし、健康食品管理士の
有資格者は基本的には臨床検査、薬剤、栄養の各分野の問題を少しずつではあるが、勉強をさせ
られているので具体的問題が発生したときに、相互の専門家との相談がしやすくなっている。
　したがってこの特性を活かせば、健康食品管理士が外来患者さんおよび地域社会の人達の
チーム医療のコーディネーター的な役割を大きく果たすことができる。こうした活動を試行錯
誤的に地域で実行して行き、最終的には保険点数が獲得できる仕事にまですることを、当協会
の理事長として筆者は大きな目的としている。保険点数が獲得できる仕事の領域とするのは、
並大抵ではない。しかしこのような活動が全国いたるところでしっかり行われれば、患者さん
のQOL向上と共に確実な医療費の抑制へつながってゆくのは確実である。そうすれば保険点
数獲得の提言も採択される可能性が出てくる。
　さらには、ここでこうした目的に向かって健康食品管理士資格を有する臨床検査技師、薬剤
師、管理栄養士が行動をとることは、それぞれの職域における患者さんとの接触による親しみ
を大きくし、引いては地域になくてはならない存在として一般社会から認められることになり、
医療に大きく貢献できると確信している。
　もともと臨床検査技師、薬剤師、管理栄養士と言った仕事に携わっている方々は、医師、看護
師と言った職種に比較してはるかに患者さんとの接触が少ない。しかし、こうした相談に乗る
ことによって患者さんから頼られ、信頼され、顔の見える医療人として活躍を始めている健康食
品管理士は上記の例以外にもいくつもある。もちろんこのような活動をしようとすると、自身
の他分野に関する知識の少なさに怖気づかれる方も多いと推測しているので、後述のようにさ
らにスキルアップのための教育システムを当協会として供給してゆくことが検討されている。

理事会で審議されたこと
　本年の２月22日（金）に開催されました理事会において、筆者は、おおよそ上記のような話
題を提供した。そして健康食品管理士の資格を本格的に社会で活かすために現在のシステムに
いくつかの改善を加えることを提案し、その骨子は認められ、大筋次のような大変革を行うこ
とが決定された。詳細は、理事会内の実務者により検討され、近いうちに公表される予定である。
　①資格維持に関して：健康食品管理士の資格を維持するためには、健康食品管理士会会員で
あればよい。すなわち、管理士会の会報を通し、絶えず新しい情報をキャッチできる環境にあ
れば健康食品管理士を名乗ることができるようにする。この変革の目的は、現在は一回でも更
新試験の不合格や、３回研修会に出席できないと、５年後の更新が不可能となるシステムなの
で、そのために落伍者となってゆく人を救済することにある。
　②上級健康食品管理士について：従来施行していた更新試験を受験し、さらに研修会に所定
回数以上参加し、いわゆる５年後の更新が可能となった人は、その時点で上級健康食品管理士
の名称を付与させていただくことになった。したがって、既に５年の更新期間を終了している
人は自動的に上級健康食品管理士として認定されることになる。この目的は、５年間更新試験
を受験し、研修会に参加し続ける人の努力を認めて、それなりのキャリアーの持ち主であるこ
とを社会に示すことにある。
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　③会員カードの配布について：社会活動を行いやすくするために、健康食品管理士、および
上級健康食品管理士の方にはその称号の入った会員カードを送付させていただく。このうち、
上級健康食品管理士のカードには写真を入れさせていただく予定となっている。従来は５年間
毎年の課題をこなし、更新できた方のみにカードを配布していたが、健康食品管理士としての
資格を確保された段階で配布する。この目的は、携行可能な会員カードを登録された当初から
所有できることで、健康食品管理士としての意識を持って、日常の活動を行いやすくすること
にある。
　④健康食品管理士ポスターの掲示について：「健康食品の問題は健康食品管理士にご相談く
ださい」という内容が明記された職場に貼れるようなポスターを作成し、希望する会員に配布
させていただく。そして、健康食品管理士ここにありと言うことを示したい方が、職場におい
てその存在を示すことができるようにする。この目的は、当協会の本部のある鈴鹿市における
市民公開講座でも発生している具体的問題であるが、健康食品管理士として活動をしている方
から「健康食品管理士がどこにいるのかわからない、という一般社会から質問の声があがって
いる」ことに応えることにある。
　⑤スキルアップ研修システムの提供：食や健康食品の問題、食と健康の問題、更には検査診
断学、薬剤等のある部分に特化した領域のスキルアップ研修ができるシステムを構築し、会員
がそこにアクセスして自己研鑽が積めるようにする。その主な分野は当面、食品と健康食品の
素材情報力、食品品質管理力、危機管理力、臨床検査知識力などで、その人のレベルに応じて
基礎から学べるようにする。この目的は、地域で一般社会人に対し説明をしたりするために可
能な限り広範囲の知識を持つことができるようにすることにある。

結論
　健康食品管理士としての８年間の活動を振り返ってみると、以上のようにその活動範囲と社
会的認知度にはまだまだの感を与えるものがあるが、最近非常にはっきりしてきたのは、この
仕事の社会的重要性である。すなわち、我々がそれぞれの有する専門分野の知識に加えて一般
社会に働きかけることで、予防医学的な分野に大きく貢献できることである。
　社会は、我々の存在に気付きさえすれば、我々の利用を始める。このことはすでに行われて
いる健康食品管理士としての活動から明らかになってきている。当協会は、医療教育界にその
存在を良く知られていることから、こうした人たちに対する認知度上昇への寄与は大きい。実
際の活動者が少ないために、まだ狭い範囲ではあるが、高い評価の与えられている認知度は確
実に上がっている。そして数は少なくとも頑張っている会員の活動を積極的に援助するための
教育システム、情報ネット網の大きな改革を近く行う。そして地道にこの資格の必要性を一般
社会と関連業界に訴え、社会的存在を認めていただけるよう会員の皆様の活動の手助けを大き
く展開してゆく予定である。




