
　 理事長挨拶： JSPEN『Newsletter』発刊に際して

一般社団法人　日本臨床栄養代謝学会
理事長　東口　髙志

藤田医科大学医学部外科・緩和医療学講座教授

　一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会の会員ならびに本学会をご支援賜っております
皆さま、新年、明けましておめでとうございます。令和となり初めての元旦を迎えるに
あたり謹んでお慶びを申し上げます。
　新年早々ではございますが、本学会「一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会」は、
令和 2 年（2020 年）1 月 1 日より「一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会」へと学会の
名称を変更させていただきました。英文名称は「Japanese Society for Clinical Nutrition and Metabolism」とな
りますが、これまで慣れ親しんできました「JSPEN」は本学会の理念「Justice，Science，Practice and Education 
for Nutrition：JSPEN」として、引き続きご愛称賜れればとお願いする次第でございます。
　改元の年となりました 2019 年を振り返りますと、新規事業も含め 2020 年の学会名称変更の年を控えた大切な
準備の年でした。2020 年からはじまる本学会の新たな歴史のページを記す先駆けとしてまず、2019 年 1 月には、
e-journal『学会誌 JSPEN』を創刊いたしました。e-journal は、昨今の医学・医療情勢を様々な角度から捉えて、本
学会が関わるすべての代謝栄養学やその管理方法ならびに栄養療法を正しく普及・浸透し、本学会が未来に羽ばたき、
さらに大きく発展していくために無くてはならないツールと考えております。創刊から 1 年経ち会員の皆様のご協力
と編集委員会の熱き想いが実り 2019 年は年 4 号を無事発刊することができました。投稿数も順調に伸び、2020 年か
らは年 5 号の発刊を予定しております。新認定資格制度としては、NST 専門療法士上部資格となる臨床栄養代謝専門
療法士認定資格制度が設立されました。これは 9 領域（がん、肺疾患、肝疾患、腎疾患、リハビリテーション、在宅、
小児、摂食・嚥下、周術期・救急集中治療）より自身が選択した領域の専門性の向上を目指し、学会員の人材育成に繋
げていくことを目的としております。NST 専門療法士の専門性の向上は、将来の臨床栄養・栄養療法にはなくてはな
らないものであり、この臨床栄養代謝専門療法士は、将来の臨床栄養の現場でのリーダーとしての活躍が大きく期待さ
れます。
　2019 年は各種委員会など学会組織体制の再編の年でもありました。33 あった各種委員会は、outcome 重視の体制
である 18 の委員会、8 の Working Group（WG）、9 の Working Team（WT）、3 つのプロジェクト（P）として生
まれ変わりました。新たな委員会としては、臨床栄養コンセンサス検討委員会が設置され、実務チームとして 9 領域（上
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　  重要なお知らせ

会員の皆様へ

■学会名称の変更について
　本会は 2020 年１月１日よりその名称を「一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会」( 英：Japanese Society for 
Parenteral and Enteral Nutrition) から「一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会」( 英：Japanese Society for 
Clinical Nutrition and Metabolism) と 変 更 い た し ま す。 法 人 の 理 念 と し て「Justice, Science, Practice and 
Education for Nutrition」を掲げ、それぞれの頭文字を取り本会の通称を「JSPEN」といたします。新学会名称と理
念のもと、関係の皆様のご期待に添うべく邁進努力してまいります。何卒、よろしくお願い申し上げます。

■年会費の変更について
　2020 年１月１日より、2020 年度以降の年会費が以下の通り変更となります。
　　　　　　2019 年度まで　 2020 年度より
　代　議　員：15,000 円　　→　14,000 円
　学術評議員：12,000 円　　→　11,000 円
　正　会　員：10,000 円　　→　 9,000 円
　※ すでに 2020 年度以降の年会費までご納入いただいている場合は、変更によって生じた差額を 2021 年度以降の年

会費の一部として繰り越す対応をさせていただきます。

■事業年度の変更について
　2020 年度より、事業年度が以下の通り変更となります。
　2019 年度：　　 2019 年１月１日～ 2019 年 12 月 31 日
　2020 年度：　　 2020 年１月１日～ 2020 年 11 月 30 日
　2021 年度以降： 2020 年 12 月 1 日～ 2021 年 11 月 30 日

　ご不明な点は、学会事務局までお問合せください。
以上

述）の WT が活動中で臨床現場に役立つ JSPEN 独自の “ コンセンサス ” の制作を進めています。さらにガイドライ
ン委員会も新しいガイドライン発刊に向けて活動しています。JSPEN 支部会についても、現 10 支部体制を 8 支部へ
再編成し、質の高い栄養療法をわが国に構築することを目的として、学会本体と軸を同じくしてより有機的な活動を実
践できればと考えています。
　さて、新旧の交代の事業としては、機関誌『日本静脈経腸栄養学会雑誌』が 2019 年 12 月をもって最終巻となりました。
これまで同機関誌にて学会会告などの記事を広報してまいりましたが、新たに会員会告の広報媒体として『Newsletter』
を発行することになりました。今回がその初刊となります。これで先に申し上げました e-journal『学会誌 JSPEN』
とこの『Newsletter』が、JSPEN の情報提供ならびに情報交換の場となります。学術的なことはもちろん、わが国の
栄養療法を向上・普及するための日々の思いつきやアイディアなど、また将来の夢なども今後、会員の皆様からご寄稿
賜れればと想っております。
　新年早々の新しい門出に際し、新名称 ｢一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会｣ のもと、この『Newsletter』を創刊
することができましたことを心より御礼申し上げますとともに、皆さまにとって本年も良き年でありますように祈念し
て、新年ならびに『Newsletter』発刊のご挨拶とさせていただきます。今後とも益々のご支援ならびにご厚情を賜り
ますようよろしくお願いいたします。
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　  第 35 回学術集会会長挨拶：学術集会開催にあたって
第 35 回日本臨床栄養代謝学会学術集会

会長　佐々木雅也
滋賀医科大学医学部看護学科基礎看護学講座主任教授

滋賀医科大学医学部附属病院栄養治療部部長　　　　

　第 35 回日本臨床栄養代謝学会学術集会は、2020 年２月 27 日（木）28 日（金）に、
京都市の京都国際会館、グランドプリンスホテル京都、みやこめっせ（セミナー会場）
で開催させていただきます。歴史ある本学会の学術集会の会長を拝命させていただくこ
とは大変名誉なことであり、会員の先生方、関係の先生方に厚く御礼申し上げます。
　1985 年に発足した日本静脈経腸栄養研究会は 1998 年に日本静脈経腸栄養学会とな
り、2013 年に法人化されました。さらに 2020 年には、一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会から一般社団法人 日本
臨床栄養代謝学会へと名称が変更されます。前身の研究会発足からはすでに 30 年以上が経過しました。現在では、会
員数が 23,000 名を超え、栄養の分野では、我が国のみならず世界最大規模の学会に発展しています。今後、栄養代謝
学に関する基礎研究、臨床研究をいっそう活性化し、臨床栄養に関する社会貢献活動も推進していく目的から、学会名
が変更されることとなりました。JSPEN2020 京都は、一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会となり初めての学術集会
であり、令和時代最初の開催でもあります。そこで、今回の学術集会のテーマは「栄養療法のイノベーション－栄養学
の未来を拓く－」とさせていただきました。栄養代謝学に関する基礎研究、臨床研究の成果、また臨床栄養管理に関す
る様々な取り組みを広く発表していただき、活発な意見交換を展開する場となりますことを願っております。そして、
栄養代謝学における新たなエビデンスを本学術集会で発表いただくことにより、今後の栄養療法の発展に寄与できる機
会となりましたら幸いと存じます。
　今回の学術集会におけるプログラムについてご紹介させていただきます。葛西森夫記念講演では、伏木亨先生より「お
いしさの科学：油脂施行からダシのうま味嗜好への回帰を考える」を講演していただきます。和食の魅力を再確認して
いただけると思います。また武藤輝一記念講演では、福田真嗣先生より「腸内環境に基づく層別化医療・ヘルスケアが
もたらす未来」を講演していただきます。腸内フローラとメタボロミクス解析を合わせた先端研究の成果をご紹介いた
だけると思います。その他、理事長講演、会長講演、特別講演 3 題、教育講演 7 題を予定しております。サルコペニア、
炎症性腸疾患、食物アレルギー、周術期栄養管理、スポーツ栄養などのテーマはタイムリーで魅力的な内容と考えてお
ります。
　さらに東口理事長のご尽力もあり、厚生労働省の事務次官である鈴木俊彦氏にも講演いただくことになりました。事
務次官が学術集会で講演されることはほとんどないことであり、多くの会員の先生方に来場いただきたいと思います。
　新たな学会名での学術集会を記念して、特別シンポジウム「エネルギー代謝をめぐって」を企画しました。その他に、
栄養代謝学、静脈栄養・経腸栄養に関する 18 のテーマのシンポジウムを組ませていただきました。いずれのシンポジ
ウムにおきましても、シンポジストの先生は第一線でご活躍の先生ばかりです。がん、消化器疾患、周術期、重症患者、
サルコペニア・フレイル、悪液質、神経疾患、認知症、重症心身障害児といった、様々な疾患や病態、あるいはパスの
活用、地域一体型 NST、NST の現状と未来、プレバイオティクスとプロバイオティクス、経腸栄養、PEG、静脈栄養、
緩和医療、栄養教育と、栄養代謝に関わる内容は広く網羅されていると思います。いずれのテーマにおきましても、
最新のデータを用いた発表と有意義なディスカッションにより、熱気溢れる学会場となることと思います。
　今回、他学会との合同シンポジウム、合同セッションも 7 つ予定しております。日本外科感染症学会、日本臨床腸
内微生物学会、日本サルコペニア・フレイル学会とは、昨年に引き続いての合同シンポジウムとなります。日本膵臓学
会、日本心不全学会、日本透析医学会、日本集中治療医学会、胃外科・術後障害研究会など、新しい領域の先生方と意
見交換できることとなりました。これほど多くの学会と合同企画を組むのは JSPEN の学術集会では初めてのことです。
これも、栄養療法が各領域の基本的治療として意義深いことを裏付けるものと喜んでおります。
　海外招聘講演では、McClave 先生、Singer 先生、Rocco 先生、Chan 先生、Yamwong 先生と、5 名の著名な先
生方にご講演いただきます。「英語の講演を聴くのは敷居が高い」と思う先生もおられるかもしれませんが、すべての
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　  JSPEN2020 の聴きどころ
　オリンピックイヤーに湧く 2020 年ですが、JSPEN2020 も、日本臨床栄養代謝学会と改名し最初の記念すべき学術
集会、きっとみなさんの思い出に残る一大イベントとなるでしょう。第35回学術集会会長の佐々木雅也先生のご挨拶で、
聴きどころ満載なことは十分お感じいただけたと思いますが、佐々木先生のご協力をいただき、さらにチェックしてお
きたい聴きどころをご紹介いたします。

【理事長講演、会長講演】
　これまでの栄養療法の流れを振り返り、これからの在り方について耳を傾けていただくとともに、ぜひ、みなさんひ
とりひとりが、今後の未来に向けた新たな展開を思い描いてください。

【海外招聘講演】
　過去何度か来日されている McClave 先生が、腸内フローラ関連の講演をされます。また、ESPEN、ASPEN、
PENSA の代表の先生方からご講演を賜ります。今回の学術集会でも多く取り上げられている GLIM などについて、
最新の動向を聞くことができるでしょう。

【特別講演、教育講演】
　サルコペニア、炎症性腸疾患、食物アレルギー、周術期栄養管理、スポーツ栄養学など、多領域の講演があります。
日常気になる病態について、学びを深めるチャンスです。臨床研究や英語論文作成などについて学べるセッション、
日本栄養士会会長、中村丁次先生、次回の JSPEN2021 の会長、鍋谷圭宏先生の特別講演もあります。

【シンポジウム】
　がん、消化器疾患、周術期、重症患者、サルコぺニア・フレイル、悪液質、神経疾患、認知症、重症心身障害児といっ
たさまざまな病態、パスの活用、地域一体型 NST、NST の現状と未来、プレバイオティクス、プロバイオティクス、
経腸栄養、PEG、静脈栄養、緩和医療、栄養教育といった幅広い分野での意見交換が行われます。講演を聴くだけでなく、
勇気を出して、質問、討論に参加してください。
　ワクワクしてきましたね。JSPEN2020 で、栄養療法のイノベーション、栄養学の未来をごいっしょに体感しましょう！
　そして、会長の佐々木先生のご挨拶にあるように、臨床栄養を通して、社会に貢献するひとりとして、歩き出しましょ
う。2 月の京都は寒いですが、みなさんの熱い思いが詰まった会場でお会いしましょう。

広報ワーキンググループ
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編　集　広報ワーキンググループ

一般社団法人　日本臨床栄養代謝学会　事務局
〒 104-0031　東京都中央区京橋１丁目 17 番地１号　昭美京橋第二ビル５階

TEL：03-6263-2580 ｜ FAX：03-6263-2581 ｜ E-mail：jimukyoku@jspen.or.jp

講演に同時通訳も導入しております。世界的にご活躍の先生方の講演を直接拝聴できる貴重な機会です。是非、多くの
先生方に会場までお運びいただきたいと存じます。
　このたびの学術集会では、シンポジウム、一般演題、あわせて 1,500 題を超える演題が発表されます。京都国際会
館に新たに建築されましたニューホールは、イベントホールとともにポスター会場となります。また、グランドプリン
スホテル京都にも３会場を設けます。学術セミナー（旧ランチョンセミナー）も 22 セミナーと充実した内容になり、
多くの先生方にご参加いただけると思います。十分なスペースが確保できたものと考えておりますが、セッションによっ
ては座席が満席となることも予想されます。そこで、初めての試みとはなりますが、Wi-Fi を活用し、ご自身のスマー
トフォンで他会場の発表が聴けるサービスも提供する予定です。
　京都での学術集会開催は 12 年ぶりになります。情報交換会では、京都らしさを感じていただける内容も企画してお
ります。勉強の合間に、京都の風情を味わいながら、意見交換していただければ幸いです。
　JSPEN2020 京都でお会いできますことを楽しみにしております。
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