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一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会 

2021年度 事業報告書 

 

Ⅰ.事業期間 

2020年12月1日～2021年11月30日 

 

Ⅱ.事業実施方針 

1. 代謝および栄養学の進歩普及の学術活動を目的として、第36回日本臨床栄養代謝学会学術集会

(JSPEN2021)、全国8支部での支部学術集会およびオンライン配信による教育セミナー(NST医師・歯科

医師教育セミナー、NST専門療法士受験必須セミナー、NST専門療法士更新必須セミナー、JSPEN臨床

栄養代謝専門療法士セミナー(がん専門療法士セミナー))を開催した。 

2. 第36回学術集会(JSPEN2021)は、COVID-19の緊急事態宣言下もあり、2021年2月の開催は延期し、7月

21日-22日へ開催日程を移行し、ハイブリット形式(現地開催＋ライブ配信)で、神戸ポートピアホテ

ルにおいて開催した。支部学術集会は、全国8支部で完全WEB形式にて開催した。 

3. 学会誌発行は、e-journal「学会誌JSPEN」を年5号発行し、Supplementとして2号を発行した。 

4. 認定事業は、認定医・指導医・認定歯科医・NST専門療法士・暫定臨床栄養代謝専門療法士の新規申

請の審査と資格認定を行った。昨年、個人認定資格における更新資格申請は1年順延としたが、2021

年度は予定どおり実施した。 

5. NST専門療法士認定制度は、40時間の臨床実地修練の運営制度を見直し、学会側での研修支援も目的

として、修練カリキュラム内容、修練者などの管理をはじめとした運営制度の改正を行った。また、

NST認定教育施設の新規認定および認定期間更新審査を実施した。 

6. NST施設認定制度は、NST稼働施設の新規認定および認定更新審査を実施した。2024年の更新申請から

「NSTフォーラム参加」が必須となるため、単位取得制度の構築を行った。 

7. 各種委員会の再編成を実施し、19 委員会、7 Working Group(WG)、職能3部会、9 Working 

Team(WT)、3 プロジェクトチーム(PT)が、オンライン会議を主体として組織活動を行った。 

特にJSPEN-U45(45歳以下で構成)の設立は、若い世代の会員が中心にとなって組織されたJSPEN初の組

織であり、本学会の活動に新しい風を吹き込む存在として、大きな期待が寄せられている。そのミッ

ションの一つには、本学会の強みを生かした学術的に重要な Big dataの集積を基に未来に向けた世

界に通じるエビデンスの創設があり、メンバー一丸となって邁進している。 

8. 臨床栄養推進事業は、ガイドライン委員会の他、臨床栄養コンセンサス検討委員会と実務チームとし

ての9領域のWTが臨床現場に役立つJSPEN独自の“コンセンサス本”の制作を進めた。また、誤接続防

止対策プロジェクトをはじめとしたPTも活動した。 

9. 役員改選を経て、学会組織の可視化と活性化を目的に事務局体制を刷新した。スタッフも増員し、各

委員会・各支部業務の担当制度を導入した。担当理事(委員会)と担当スタッフが連携し業務にあた

り、一部の職員に業務や責任が偏らない体制作りを進めた。その一環として、現事務局では業務区域

に限界が生じたため、感染対策および学術団体としての将来的な発展を目的に、2022年1月に東京都

中央区内にて事務所移転を行った。 
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Ⅲ.事業の実施に関する事項 

特定非営利活動に係る事業 

 

(１)会員の研究発表会、学術講演会等の開催事業 

①事 業 名：第36回日本臨床栄養代謝学会学術集会開催事業 

( The 36th Annual Meeting of Japanese Society for Clinical Nutrition and Metabolism ) 

・内 容；第36回学術集会(JSPEN2022)は、ハイブリット形式(現地およびオンライン配信によるライ

ブ・オンデマンド視聴)で開催し、9,824名の参加登録(事前～事後配信)であった。理事長講

演、会長講演、葛西森夫記念講演、武藤輝一記念教育講演、特別講演、小越章平記念 Best 

Paper in The Year 2020、大柳治正記念学術振興アワード受賞講演、海外招聘講演(オンライ

ン発表)、教育講演、NSTフォーラム、フェローシップ応募者セッション、特別ワークショッ

プ、シンポジウム、パネルディスカッション、ワークショップ、栄養士・管理栄養士部会パネ

ルディスカッション、看護師部会パネルディスカッション、薬剤師部会パネルディスカッショ

ン、主題関連特別企画、U45座談会、英語論文の書き方講座、要望演題、一般演題のプログラ

ムが企画され、スポンサードシンポジウム、ハンズオンセミナー、学術セミナーなどのスポン

サー協力も得て開催された。 

・会 長；鍋谷圭宏(千葉県がんセンター 診療部長 / NSTチェアマン、千葉大学医学部臨床教授) 

・テ ー マ；温故知新：栄養療法のこれまで・今・これから 

Learn from the Past for the Present and Future of Nutrition Therapy 

・開催場所；①神戸(神戸ポートピアホテル) 

②オンライン配信によるライブ・オンデマンド視聴 

・開催会期；①②2021年2月18日～19日→【延期】2021年7月21日～22日 

オンデマンド配信：2021年8月2日(月)～31日(火) 

一般演題オンデマンド配信：2021年7月21日(水)～8月31日(火) 

・対 象 者；①②会員および非会員 

 

②事 業 名：学術集会支援事業(学術集会実践支援委員会) 

・内 容；COVID-19禍での本学会学術集会の開催対応、従来の学術集会の運営と今後の在り方、学術集

会における国内外の学術団体との連携の在り方を検討した。また、2022年第37回学術集会から

運営委託会社(コンベンション会社)の選定を学会主催によるコンペ形式による選定方式に変更

しており、当番会長と連携した運営委託会社を選定、理事会が委託先を最終決定する委託審査

体制を継続して実施した。 

1)COVID-19禍での学術集会の運営について 

2)従来の学術集会の運営と今後の在り方について 

3)他学会との合同シンポジウムについて(手続きの見直しも含め) 

4)学術集会開催候補地について 

5)本学会学術集会および併催教育セミナーの運営委託先会社選定(コンペ)について 

①第38回学術集会コンペティション開催 

②第39回学術集会コンベンション選定説明会 
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③第38回・第39回学術集会会期変更について 

④第38回学術集会(JSPEN2023)の開催を2023年5月へ移行することについて、第47回日本外

科系連合学会学術集会とのジョイントシンポジウム、第8回アジア栄養士会議への後援名

義の使用について 

⑤日本臨床栄養代謝学会 学術集会の過去3年にわたる上級演題 聴講人数調査について 

・実施場所；①②③WEB会議、④⑤メール審議 

・実施日時；①2021年1月22日、②2021年9月27日、③2021年7月7日、④2021年7月3日、7月26日、11月24

日、⑤2021年10月11日 

・対 象 者；①②第38回会長、第39回会長、拡大総務委員会委員、③第38回会長、第39回会長、拡大総務委

員会委員、委員会委員、④⑤理事会メンバー 

 

③事 業 名：各支部学術集会開催事業(8支部)(支部統括委員会) 

・内  容；COVID-19により、各支部の支部学術集会の開催は、完全WEB形式で開催した。2021年度の開催あ

たり、支部学術集会運営細則を制定し、参加費も統一した。各支部の開催規模、予算規模、参

加人数、展示等の企画実施の実現性のため、支部学術集会自体の演題登録も含めた統一した運

営(事前も一部考慮)が必要との結論で合意し、2021年度より年間通じて担当できる同一運営会

社を選定し、4支部が利用した。 

・実施日時；①2021年2月2日、②2021年9月23日、③2021年11月2日、④2021年12月1日 

・実施場所；①②③④WEB会議 

・対 象 者；①支部長、支部学術集会会長、学術集会実践支援委員会、委員会委員、 

②理事長、副理事長、支部長、委員長、副委員長、③委員会委員、④支部長、委員会委員 

・実施場所および日時； 

北海道 第13回北海道支部学術集会：2021年6月5日 

会長；笠師久美子(北海道医療大学薬学部薬学教育推進講座) 

東 北 第7回東北支部会学術集会：2021年9月4日 

会長；亀井 尚(東北大学大学院医学系研究科消化器外科学分野) 

関 越 第8回関東甲信越支部学術集会：2021年10月10日 

会長；増本幸二(筑波大学医学医療系小児外科) 

首都圏 第12回首都圏支部学術集会：2021年5月15日 

会長；比企直樹(北里大学医学部上部消化器管外科学) 

中 部 第15回中部支部学術集会：2021年8月21日 

会長；加藤明彦（浜松医科大学医学部附属病院血液浄化療法部） 

近 畿 第13回近畿支部学術集会：2021年9月18日 

会長；西 理宏（和歌山県立医科大学附属病院病態栄養治療部） 

中国四国 第13回中国四国支部学術集会(旧 中国支部)：2021年8月28日 

会長；寺本房子(川崎医療福祉大学医療技術学部臨床栄養学科) 

第12回中国四国支部会学術集会(旧 四国支部)：2021年9月25日 

会長；岡林雄大(高知医療センター消化器外科・一般外科) 

九 州 第12回九州支部学術集会：2021年9月25日 
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会長；大脇哲洋(鹿児島大学医歯学域医学系医歯学総合研究科地域医療学分野) 

・対象者；会員および非会員 

 

(２)機関誌、論文図書等の刊行事業 

①事 業 名：e-journal「学会誌JSPEN」の発行に関する事業 

・内  容；静脈経腸経口栄養および臨床栄養代謝学に関する学術論文をe-journal「学会誌JSPEN」にて発

表した。 

・実施場所；学会ウェブサイト マイページ内にて公開、6ヶ月後にJ-STAGE 上で公開 

・実施日時；e-journal「学会誌JSPEN」は年7回発行(Supplement1・2を含む) 

Vol.3 No.1 2021年2月25日刊行(J-STAGE公開日：2021年8月25日) 

Vol.3 No.2 2021年4月25日刊行(J-STAGE公開日：2021年10月26日) 

Vol.3 No.3 2021年7月25日刊行(J-STAGE公開予定日：2022年1月25日) 

Vol.3 No.4 2021年9月30日刊行(J-STAGE公開予定日：2022年3月30日) 

Vol.3 No.5 2021年11月26日刊行(J-STAGE公開予定日：2022年5月26日) 

Vol.3 Supplement 1 第36回学術集会プログラム・抄録集(J-STAGE公開日：2021年10月25日) 

Vol.3 Supplement 2 学会の認める地方会・研究会抄録集(J-STAGE公開日：2021年12月24日) 

・対 象 者；会員および非会員 

 

②事 業 名：e-journal「学会誌JSPEN」編集に関する事業(編集委員会) 

・内  容；静脈経腸経口栄養および臨床栄養代謝学に関する研究論文を査読し、機関誌の編集を行った。 

・実施日時；①第1回：2021年6月28日、②臨時：2021年9月21日、③第2回：2021年11月10日 

・実施場所；①②WEB会議 

・対 象 者；①②③委員会委員、随時(オンライン投稿審査システム(Editorial Manager®)) 

 

③e-journal「学会誌JSPEN」優秀査読者表彰に関する事業(編集委員会) 

・内  容；e-journal「学会誌JSPEN」における査読の質の担保および本学会員の論文査読力の向上と啓発

を目的として、編集委員会 Board Memberが2020年度に依頼した論文査読者の中から優秀査読

者1～2名を推薦することとした。本年度は3名を選出・推薦し、表彰した。 

・実施場所；①WEB会議、②メール審議 

・対 象 者；①②委員会委員、査読委員 

 

④事 業 名：国際英文誌ジャーナルの購読に関する事業 

・内  容；医学系出版社KARGER(カルガー)社発行の国際英文誌ジャーナル「ANNALS OF NUTRITION AND 

METABOLISM」を英文誌のオフィシャルジャーナルとして提携し、会員向けのオンライン購読の

サービスを行った。 

・実施場所；①学会ウェブサイト 会員マイページより閲覧 

・対 象 者；①会員 
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⑤事 業 名：臨床栄養代謝学に関わる用語解説事業(編集委員会) 

・内  容；1)臨床栄養代謝学で必要な用語を正しく理解して適切に用いるための解説を目的に  

e-journal「学会誌JSPEN」へ「用語解説」の掲載区分を新設し、掲載を開始した。 

2)日本医学会用語委員会へ日本医学会用語委員、用語(代)委員を派遣した。 

 

⑥事 業 名：投稿規程の改定について(編集委員会) 

・内  容；医学雑誌編集者国際委員会(ICMJE)におけるオーサーシップ(著者資格)の定義に準じ、投稿論

文における全著者が果たした役割を明示させるために、『論文投稿者に「auther contributions 

報告書」の提出を必須とする』旨を投稿規程に追加した。併せて倫理的配慮の申告の明確化な

どその他の項目を含め改訂した最新の投稿規程を、2021年11月26日より適用した。 

・実施場所；①メール審議(委員会)、②メール審議(理事会) 

・実施日時；①2021年8月19日、②2021年11月17日、③2021年11月26日 

・対 象 者；①委員会委員、②理事会、③会員 

 

⑦事 業 名：本学会著作物に対する転載許諾申請とその運用について(編集委員会) 

・内  容；2021年7月以降の転載許諾申請は編集委員会の管轄となり、新たな利用目的(学術・準学術・商

用)と許諾料の区分を設定し、2021年8月12日から運用を開始した。 

・実施場所；①メール審議 

・実施日時；①都度 

・対 象 者；①委員会委員 

 

⑧事 業 名：ガイドライン作成事業(ガイドライン委員会) 

・内  容；がん患者のための代謝・栄養管理ガイドライン作成において、GRADE systemで推奨を作成する

Clinical Question(CQ)およびNarrativeで作成するテーマを確定した。また、がんの栄養ガイ

ドライン作成WGを組織し、統括班、作成班(GRADE班とNarrative班)、SR班にて実務作業を進め

た。また、患者代表、医療経済評価については、外部委員をお迎えし、本学会として正規の方

法で作成するガイドラインの制作を進めた。 

・実施場所；①WEB会議、②Slack審議 

・実施日時；①②随時 

・対 象 者；①②委員会委員、GRADE班、Narrative班、SR班、患者代表、医療経済評価 

 

⑨事 業 名：JSPEN「コンセンサス」作成事業(臨床栄養コンセンサス検討委員会) 

・内  容；NST専門療法士の上部資格となる臨床栄養代謝専門療法士認定制度が新設された。本認定制度

は9領域から1領域のみを選択し、認定申請する専門性を重視した認定制度となるが、9領域に

おける資格申請および更新維持に対応するテキスト(コンセンサス)がないため、JSPEN独自の

コンセンサス本を発行することを目的として、各9領域のWTが組織され、各領域のコンセンサ

スの編纂を進めた。 

・実施場所；①WEB会議、②委員会・各WTメールリングリスト 

・実施日時；①②随時 
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・対 象 者；①委員会委員、①②9領域WTメンバー 

 

(３)内外の関係学術団体との連絡および提携 

①事 業 名：日本医学会および一般社団法人日本医学会連合の加盟団体としての事業(理事会) 

・内  容；日本医学会加盟分科会および一般社団法人日本医学会連合加盟団体として、日本医学会代議

員、日本医学会連絡委員、日本医学会用語委員、日本医学会用語(代)委員、編集委員(欧文

誌・和文誌)、倫理・利益相反委員を派遣し、担当会議へ参加(WEB会議含)した。さらに加盟分

科会・加盟団体として日本医学会・日本医学会連合からの各種調査・アンケートへの回答、厚

生労働省や日本医師会などからの通知等の周知依頼協力、日本医学会・日本医学会連合主催事

業など本学会ウェブサイト等を通じての広報協力を行った。 

・実施行事；①第88回日本医学会評議員会、②2021年度日本医学会連合定時総会、③厚生労働省・日本医師

会通達周知依頼、日本医学会シンポジウム、日本医学会公開フォーラム等の広報協力 

・実施日時；①2021年2月26日(WEB会議)、②2021年6月18日(WEB会議)、③随時 

・対 象 者；①②派遣担当会員(日本医学会代議員・連絡委員)、③会員 

 

②事 業 名：一般財団法人 日本栄養療法推進協議会(以下、JCNT)の加盟団体としての事業(理事会) 

・内  容；JCNTは、第三者機関としてのNSTの質の保証と向上を目的として設立された厚生労働省も認知

している上部認定機関となる。加盟学術団体と職能団体からなる多職種による認定委員会が組

織され、NST稼働施設認定を行っている。また、病院の管理者に対してNSTの有用性について理

解いただくとともに、NSTの施設内での地位向上を目的とした教育セミナーも開催している。

本学会は学術加盟団体として、理事、評議員、専門委員を派遣し、同協議会の2021年度事業に

参加した。 

・実施行事；①理事会、②評議員会、③認定委員会、④第8回教育セミナー 

・実施日時；①②2021年1月22日、④2021年11月29日～2022年1月31日 E-learning配信 

・対 象 者；①②③④派遣委員、④会員、JCNT NST稼働認定施設 

 

③事 業 名：日本栄養学学術連合の加盟団体としての事業(理事会) 

・内  容；日本栄養学学術連合は、栄養学の学術としての質を高め少子超高齢化が進展する日本社会にお

いて、人々の健康寿命の延伸および生活の質の向上に寄与することを目的として設立された。

本学会は設立当初から加盟し、2名の世話人と「東京栄養サミット2021」のコミットメント提

出のためのタスクフォースへ新たに2名を派遣し、活動支援と広報協力を行った。 

・実施行事；①2020年度第2回全体会議、②2021年度第1回全体会議、③東京栄養サミット2021 

・実施日時；①2021年3月12日、②2021年6月23日、③2021年12月7日～8日 

・対 象 者；①②派遣委員、③会員 

 

④事 業 名：国際交流に関する事業(国際委員会) 

・内  容；日本の静脈経腸経口栄養および臨床栄養代謝学に関連して、国際社会(ESPEN、ASPEN、PENSA、

FELANPE、IASMEN)に向けた情報交換を行うことを通して本学会の活動のレベルアップを図ると

ともに、当該領域の国際的情報について会員への提供を行った。さらに、ESPEN(Council 
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Meeting、JSPEN-ESPEN Leadership Meetingを含む)、ASPEN(ASPEN Leadership Meetingを含

む)、PENSA(Executive Meetingを含む)へ参加した。PENSA2021では指定セッションへの演者の

推薦依頼があり国際委員会委員が担当した。 

・実施場所；①ASPEN(Clinical Nutrition Week・virtual conference)、②ESPEN2021：ミラノ(イタリ

ア)(予定)→virtualへ変更、③PENSA：virtual conference、④IASMEN：クアラルンプール(マ

レーシア)(COVID-19により2021年から2022年に日程変更)、⑤委員会(WEB会議、メール審議) 

・実施日時；①2021年3月20日～23日、②2021年9月11日～14日、③2021年10月14日～16日、④2022年8月28

日～9月1日へ延期、⑤随時 

・対 象 者；①②③④会員、⑤委員会委員 

 

⑤事 業 名：厚生労働省調査会への参加(誤接続防止対策プロジェクト(P 003)) 

・内  容；2020年度薬事・食品衛生審議会薬事分科会医療機器・再生医療等製品安全対策部会安全対策調

査会（第1回）に委員が参加し、新規コネクタの本邦への導入、重症心身障害児におけるミキ

サー食注入と新規コネクタの問題点を話し合った。この話し合いの結果、厚生労働省より旧コ

ネクタの販売を1年間延長することが決定した。 

・実施場所；①WEB会議 

・実施日時；①2021年1月18日 

・対 象 者；①関係省庁、学術研究団体、関連企業、会員、会員施設など 

 

⑥事 業 名：2021年度厚生労働科学特別研究事業コネクタ関連班会議への参加(誤接続防止対策プロジェクト(P 003)) 

・内  容；「経腸栄養分野の小口径コネクタ製品の切替えに係る課題把握及び対応策立案に向けた研究」

長尾班に分担研究者として参加した。経腸栄養分野における新規格品の切替えに伴う課題を整

理し、標準化された国際規格導入による医療事故防止、製品安定供給も考慮した上で、当該課

題に対する対応策を提示することが班研究の目的となる。JSPENの分担は、新規コネクタの海

外情報の収集・分析、およびミキサー食注入基礎実験となった。第2回、第3回の会議でその成

果を報告した。 

・実施場所；①WEB会議 

・実施日時；①2021年6月8日（第1回）、2021年7月26日（第2回）、2021年11月11日（第3回） 

・対 象 者；①関係省庁、学術研究団体、関連企業、会員、会員施設など 

 

(４)栄養学に関する研究および調査 

①事 業 名；U45座談会の開催事業(将来構想委員会 JSPEN—U45) 

・内  容；将来構想委員会の分科会として、若手によるJSPENの将来を考える会 JSPEN-U45を立ち上げる

ことになった。U45のメンバーとして、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師など職種によら

ず45歳以下で、国際レベルで活躍している若手研究者を募って小グループのディスカッション

を頻繁に行い、JSPEN発の研究成果の発信を目指すこととした。これからのJSPENで何ができる

のか？Innovative な研究を立ち上げ、施設に捉われない発展的な研究を多施設で行う計画な

ど、新たな組織としてのU45の未来構想を語る「U45座談会」を、第36回学術集会(JSPEN2021)

にて開催した。今後の活動の指針が討論された有意義な時間が展開された。 
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・実施場所；①第36回学術集会(神戸ポートピアホテル) 

・実施日時；①2021年7月21日 

・対 象 者；①U45メンバー、会員 

 

②事 業 名；データベース構築ための科学研究費補助金申請(将来構想委員会 JSPEN—U45) 

・内  容；JSPEN-U45が掲げる未来創造プロジェクトの1つであるデータベース構築事業を進めるため、

「がん患者における栄養関連リアルワールドデータベースの構築」という研究課題名で科学研

究費 基盤研究Cに応募した。研究代表者はJSPEN-U45のコアメンバーである宮崎安弘（大阪府

立病院機構大阪急性期・総合医療センター）、研究分担者は同じくJSPEN-U45コアメンバーの

熊谷厚志（がん研究会有明病院）、堤 理恵（徳島大学）、松井亮太（順天堂大学）、研究協

力者は比企直樹理事長、鍋谷圭宏将来構想委員会委員長、石井良昌将来構想委員会副委員長、

JSPEN-U45メンバー6名による構成とした。 

・実施場所；①U45メンバー勤務先 

・実施日時；①2021年10月 

・対 象 者；①U45メンバー 

 

③事 業 名：在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料の算定に関するEDCを用いた症例登録型データベース構

築事業(REDCapプロジェクト(P 001)) 

・内  容；在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料の算定に関するEDCを用いた症例登録型データベース構築

のため、倫理委員会審査を経た会員の各施設を対象に在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料算

定患者のデータ集積を実施した。また、2024年12月31日までの実施期間を延長について倫理審

査がされ承認された。 

・実施場所；①WEB会議 

・実施日時；①2021年9月2日 

・対 象 者；①プロジェクトメンバー 

 

④事 業 名：新規コネクタなどを用いたミキサー食注入基礎実験(誤接続防止対策プロジェクト(P 003)) 

・内  容；市販ミキサー食2種類を、シリンジに入れて、コネクタ、チューブを装着し、注入圧を測定す

る実験を行った。コネクタとして従来型、ISO型、変換コネクタ、広口タイプのISOコネクタを

比較した。 

・実施場所；(株)島津テクノリサーチ実験室（京都） 

・実施日時；2021年10月12日 

・対 象 者；関係省庁、学術研究団体、関連企業、会員、会員施設など 

 

⑤事 業 名：ISO新規コネクタとミキサー食注入の海外情報収集と分析(誤接続防止対策プロジェクト(P 003)) 

・内  容；厚生労働省の班研究の一環として調査を実施した。①海外学会/団体からのアプローチ

(ESPEN、FELANPE、the Oley Foundationに質問状を送付した)、②GEDSAからのアプローチ(米

国PEGミキサー食関連のドクター、ナースへの質問状を送付した)、③企業からのアプロー(本

研究班より紹介)世界企業への協力要請した。以上の3方向からの情報収集を行った。 
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・実施場所；調査内容を関係機関へ送付 

・実施日時；2021年6月～11月 

・対 象 者；関係省庁、学術研究団体、関連企業、会員、会員施設など 

 

⑥事 業 名：nutritionDayプロジェクト参加推進事業(国際委員会 nutritionDay WG) 

・内  容；ESPENが開始したより安全かつ有効な栄養療法を模索するためのプロジェクトである

nutritionDay プロジェクトに参加する。2021年11月5日のnutritionDayに行われる国際的なア

ンケート調査に本邦の施設が参加できるように情報提供を行った。2021年9月9日にnational 

coordinator SIG meetingにWebで出席し、各国との交流及び情報交換を行った。 

・実施場所；①会員施設、②ESPEN2021(Virtual conference)、③東京(学会事務局またはWEB会議) 

・実施日時；①2021年11月5日を中心とした約1か月間(nutritionDay)、②2021年9月9日、③随時 

・対 象 者；①会員施設、②③WGメンバー 

 

(５)栄養サポートチーム(NST)の普及と質の向上に関する事業 

①事 業 名：新医師・歯科医師教育セミナーの計画と実施(教育委員会、新医師・歯科医師WG) 

・内  容；新医師・歯科医師セミナーの実施のため、同セミナーの教育内容の確認と新規テキストの作成

について著者候補者・講師候補者の選定し、執筆依頼を行った。新規セミナーテキストは、日

本外科代謝栄養学会第57回学術集会時のNST医師教育セミナー(オンライン受講：2020年12月25

日～26日)より使用した。新医師・歯科医師教育セミナーとしては2021年6月5日〜6日に日本臨

床栄養代謝学会主催でオンライン開催し、2021年10月8日〜9日に日本外科代謝栄養学会第58回

学術集会時に共催でオンライン配信にて開催した。 

また、TNT研修会の後継事業としての開催実施も視野に入れて準備を進めた。 

・実施場所；①WEB会議、②メール審議、③NST医師・歯科医師教育セミナー 

・実施日時；①②随時、③第1回：2021年6月5日～6日、第2回：2021年10月8日～9日 

・対 象 者；①②WGメンバー、③会員および非会員(参加者 536名[第1回：284名、第2回：252名]) 

 

②事 業 名：NST稼働施設認定事業(NST委員会) 

・内  容；NST活動が一定の基準を満たしている施設でNST稼働施設認定を希望している施設に対して、書

類審査後、NST稼働施設認定として公開した。 

・実施場所；①東京(学会事務局）、②東京(学会事務局およびWEB会議) 

・実施日時；①2021年11月10日、②2021年11月27日(最終書類審査) 

・対 象 者；NST稼働施設認定への申請施設(新規・更新) 

 

③事 業 名；NSTフォーラム開催事業(NST委員会) 

・内  容；学術集会開催期間に各医療機関の診療におけるNSTの貢献内容を討議し、各施設の活動の質を

向上維持することに寄与することを目的としたフォーラム開催の準備を行った。第36回学術集

会では、「NSTのこれまで・今・これから」をテーマとして、創設期、拡大期(NSTプロジェク

ト初期)、充実期(NSTプロジェクト後期)、未来への展望の構成とした。また、第37回学術集会

(JSPEN2022)時でのNSTフォーラムの企画を行った。 
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・実施場所；①神戸(神戸ポートピアホテル)、②東京(学会事務局またはWEB会議)、③メール審議 

・実施日時；①2021年7月22日(NSTフォーラム)、②2021年6月18日、③2021年10月 

・対 象 者；①学術集会参加者、②③委員会委員 

 

④事 業 名；NSTフォーラム参加クレジット付与事業(NST委員会) 

・内  容；NST稼働認定施設の更新要件として第36回学術集会(JSPEN2021)から参加クレジット制度が導入

された。新たな実務上の手順等の確立作業とNSTフォーラム参加者(現地およびWEB参加者)への

付与を行う。 

・実施場所；①神戸(神戸ポートピアホテル)およびWEB参加、②メール審議 

・実施日時；①2021年7月22日(NSTフォーラム)、②随時 

・対 象 者；①学術集会参加者(現地およびWEB参加者)、②鍋谷会長、飯島次期会長 

 

⑤事 業 名；NST稼働認定施設定点調査(NST委員会・総務委員会) 

・内  容；NST委員会ウェブサイトを閉鎖し、本学会ウェブサイトへの統合作業を昨年行った。各種手続

きや情報の電子化が図られることになったが、NST稼働認定施設情報のデータベース化に向け

て認定施設への調査を実施し集計を行った。 

・実施場所；①メール審議、②WEB登録フォーム 

・実施日時；①随時、②2021年10月27日～11月12日 

・対 象 者；①委員会委員、総務委員長、②NST稼働認定施設 

 

(６)研究の奨励と優秀な業績の表彰 

①事 業 名：研究推進事業(AWARD選考委員会：小越章平記念Best Paper in The Year選考) 

・内  容；1)受賞講演 

2020年小越章平記念 Best Paper in The Year受賞者に対し、第36回学術集会(JSPEN2021)に

て受賞講演をお願いした。 

受賞者：小林 実(東北大学病院総合外科) 

掲載誌：International Journal of Clinical Oncology 25: 1814-1821,2020 

論文タイトル：Protective effect of the oral administration of cystine and theanine 

on oxaliplatin-induced peripheral neuropathy: a pilot randomized trial 

・実施場所；1)①②神戸（神戸ポートピアホテル)第36回日本臨床栄養代謝学会学術集会 

・実施日時；1)①②2021年7月22日 

・対 象 者；1)①受賞者②参加者 

・内  容；2)賞の選考 

選考委員会選考基準に従い、下記の受賞者2名を決定した。受賞者には第37回学術集会(2022

年)にて、受賞講演が予定されている。 

受賞者：井山 諭(札幌医科大学血液内科) 

掲載誌：Nutrition 83:1-9 2021 

論文タイトル：Possible clinical outcomes using early enteral nutrition in  

individuals with allogeneic hematopoietic stem cell transplantation:  
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A single-center retrospective study 

受賞者：中村謙介(日立総合病院救急集中治療科) 

掲載誌：Clinical Nutrition 40: 796-803 2021 

論文タイトル：High protein versus medium protein delivery under equal total energy  

delivery in critical care: A randomized controlled trial 

・実施場所；2)①学会ウェブサイト(募集情報掲載)、②メール審議 

・実施日時；2)①2021年9月1日～9月30日(公募)、②2021年10月(選考WG) 

・対 象 者；2)①会員、②委員会委員 

 

②事 業 名：学会への功績に対する表彰事業(AWARD選考委員会：大柳治正記念学術振興アワード選考) 

・内  容；1)受賞講演(第36回学術集会) 

2020年大柳治正記念学術振興アワード受賞者に対し、第36回学術集会にて受賞講演をお願い

した。また、1名の関連講演を同時に行った。 

受賞講演：馬場忠雄(医療法人友仁会 友仁山崎病院) 

「腸の病態と脂肪酸との関連を探る」 

関連講演：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／滋賀医科大学医学部附

属病院栄養治療部) 

「食物繊維の生理作用と栄養療法における位置付け」 

・実施場所；1)①②神戸(神戸ポートピアホテル)第36回学術集会 

・実施日時；1)①②2021年7月22日 

・対 象 者；1)①受賞者、関連講演者、②参加者 

・内  容；2)賞の選考 

選考委員会選考基準に従い、下記の受賞者1名を決定した。また、2名の関連講演を行う者を

決定した。受賞者および関連講演者には、第37回学術集会(2022年)において、受賞講演およ

び関連講演が予定されている。 

受賞講演：中村丁次（神奈川県立保健福祉大学） 

関連講演：倉貫早智（神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部） 

小栗靖生（京都大学農学研究科食品生物科学専攻食品健康科学講座） 

・実施場所；2)①メール審議 

・実施日時；2)①2021年9月(選考WG) 

・対 象 者；2)①委員会委員 

 

③事 業 名：研究推進事業(AWARD選考委員会：YOUNG INVESTIGATOR AWARD選考) 

・内  容；2019年度の受賞選考より、授与内容を改定した。受賞講演は取り止め、総会・学術評議員会後

の表彰式で本賞を授与することになった。2020年度の受賞候補者の該当はなかった。また、

JSPEN YOUNG DOCTORS AWARD選考もこの数年応募者不在の年があるため、職種毎のAWARD選考体

系を見直し、若手AWARDを本賞に統一した。 

1)賞の選考 

2022年度は下記の予定で応募と選考を行う。 
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・実施場所；1)①学会ウェブサイト(募集情報掲載)、②メール審議 

・実施日時；1)①2021年11月1日～11月30日(公募)、②2021年12月～2022年1月(選考) 

・対 象 者；1)①会員(公募)、②委員会委員 

 

④事 業 名：研究推進事業(AWARD選考委員会：JSPEN スカラーシップ賞選考) 

・内  容；2021年度が本賞の応募申請が無かった。 

・実施場所；①学会ウェブサイト(募集情報掲載)、②メール審議 

・実施日時；①2021年9月1日～9月30日(公募)、②2021年10月～2022年11月(選考) 

・対 象 者；①会員(公募)、②委員会委員 

 

⑤事 業 名：研究推進事業(AWARD選考委員会：フェローシップ賞選考) 

・内  容；応募者セッション・受賞者選考 

2021年度のフェローシップ賞の受賞者に対し、第36回学術集会にて応募者セッションを開催

し、最終選考会で受賞者を決定した。第36回学術集会閉会式で発表し、賞状・賞牌を郵送に

よる表彰式と執り行った。 

受賞者：奥村仙示(徳島大学臨床食間理学分野) 

「メタボローム解析を用いた対面の聞き取りを必要としない栄養検査法の開発 

－肉類と魚介類－」 

・実施場所；①第36回学術集会ウェブサイト上、②メール審議、③④神戸(神戸ポートピアホテル) 

・実施日時；①2020年6月15日～7月31日まで(8月31日まで演題登録延長)、②2021年1月、③2021年2月18日

→【延期】7月21日(応募者セッション)、④2021年7月21日(最終選考会議) 

・対 象 者；①③会員、②③④委員会委員 

 

(７)栄養学に関する情報や指針の提供 

①事 業 名：静脈経腸経口栄養および臨床栄養代謝学に関する情報提供事業 

・内  容；本学会ウェブサイトの運用を通じて、静脈経腸経口栄養および臨床栄養代謝学に関する広報活

動を行うと共に国内外の静脈経腸経口栄養および臨床栄養代謝学に関連した最新の情報を提供

した。特にトップページに「日本医学会等からのお知らせ」のバナーを設置し、日本医学会分

科会としての周知依頼や報告協力にも努めた。 

・実施場所；①学会ウェブサイト、②メール審議 

・実施日時；①②随時 

・対 象 者；①会員および非会員、②総務委員会、委員会委員 

 

②事 業 名:「JSPENメールニュース」配信事業(広報委員会) 

・内  容；学術集会、支部学術集会の開催状況に関する最新情報の提供、個人認定資格をはじめとした各

種認定制度の重要連絡、各教育セミナーのオンライン受講に関する案内、各種アワード募集の

告知など、緊急対応情報も含む本学会の事業に関する最新情報を「JSPEN メールニュース」と

して月2回を基本配信として会員に対して一斉メール配信を行った。 

・実施場所；①E-mail登録のある会員への一斉メール配信、②メール審議 
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・実施日時；①月2回の基本配信、②随時 

・対 象 者；①会員、②広報委員会 

 

③事 業 名：JSPEN「Newsletter」発行事業(広報委員会) 

・内  容；2020年1月1日にJSPEN「Newsletter」を同日付けで創刊したが、COVID-19の感染拡大による事

業・業務の変更により、以降の発刊を見送っていた。創刊号では、理事長挨拶、学術集会大会

長挨拶、聴きどころピックアップ、学会名称変更について、学会からの連絡事項などの内容を

企画し、学会ウェブサイトへ掲載するとともに印刷版も発行し全会員に対して送付した。2021

年度は第2号以降の発行を延期した。現在、第2号発行に向けて検討中である。 

・実施場所；①メール審議 

・実施日時；①随時 

・対 象 者；①委員会委員 

 

(９)医療政策に関する提言 

①事 業 名：診療報酬改定に関する申請事業(保険委員会) 

・内  容；本学会診療領域に関わる診療報酬改定に向けて、前期委員会からの引継ぎも含め、委員会での

討議および会員へ情報の提供を行った。栄養関連の医療政策に関する要望として、厚生労働省

に対して複数の事案に対して上申した。また、外保連を通じて情報収集、アンケートへ返答を

行った。 

・実施場所；①WEB会議、②東京(外保連事務局・WEB会議を含む) 

・実施日時；①2021年7月15日、②2020年12月1月～2021年11月30日(外保連各委員会複数回) 

・対 象 者；①②委員会委員、静脈経腸経口栄養および臨床栄養に関する団体 

 

(10)認定に関する事業 

①事 業 名：代謝栄養の専門医師育成、認定事業(認定・資格制度委員会) 

・内  容；1)認定医・認定歯科医認定試験問題の作成と認定試験を実施した。 

2)認定医、指導医、認定歯科医の新規申請審査を実施した。 

3)認定医、指導医の更新申請審査を実施した。 

・実施場所；①WEB会議、②名古屋(AP名古屋)、③京都(京都国際会議場) 

・実施日時；①②第1回：2021年4月18日(キックオフ・ミーティング)、①第2回：5月16日(作成)、第3回：

6月13日(作成)、①②第4回：7月4日(選択)、第5回：7月25日(選択)、第4回：8月8日(選択)、

③10月10日(認定試験)、②10月23日(認定試験合否判定会議)、①9月～11月(認定・資格制度

委員会：指導医新規申請書類審査)、①11月7日(認定・資格制度委員会：指導医新規申請審

査) 

・申請期間等；2)2021年7月1日～31日(認定医・認定歯科医新規申請受付)、8月1日～8月31日(指導医新規申

請受付) 

3)2021年8月1日～2021年9月30日(認定医・指導医更新申請受付) 

11月12日(認定医、認定歯科医認定試験合格者発表) 

・対 象 者；委員会委員、認定医・指導医申請者(新規・更新)、終身認定対象者、認定歯科医申請者(新規) 
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②事 業 名：NST専門療法士育成、認定事業(認定・資格制度委員会) 

・内  容；1)NST専門療法士認定試験問題の作成と認定試験を実施した。 

2)NST専門療法士の更新審査を実施した。 

・実施場所；①WEB会議、②名古屋(AP名古屋)、③京都(京都国際会議場) 

・実施日時；①②第1回：2021年4月18日(キックオフ・ミーティング)、①第2回：5月16日(作成)、第3回：

6月13日(作成)、①②第4回：7月4日(選択)、第5回：7月25日(選択)、第6回：8月8日(選択)、

③10月10日(認定試験)、②10月23日(認定試験合否判定会議)、①10月～11月(認定・資格制度

委員会：NST専門療法士更新申請書類審査)、①②11月7日(認定・資格制度委員会：NST専門療

法士更新申請審査) 

・申請期間等；1)2021年7月1日～7月31日(NST専門療法士新規・書類審査合格者・未更新者更新申請・2020年度

受験回避者の受験申請受付)、11月12日(NST専門療法士合格者発表) 

2)2021年8月1日～2021年9月30日(NST専門療法士更新申請受付) 

・対 象 者；委員会委員、NST専門療法士申請者(新規・更新) 

 

③事 業 名：NST専門療法士育成、施設認定事業(認定・資格制度委員会) 

・内  容；1)NST専門療法士育成のための施設認定審査(新規・更新)を実施した。 

2)学会の認める全国学会・地方会・研究会の2単位研究会申請の審査を実施した。 

・実施場所；①WEB会議、②名古屋(AP名古屋) 

・実施日時；①②2021年11月7日(認定・資格制度委員会：申請書類審査) 

・申請期間等；1)2021年10月1日～10月31日(NST認定教育施設新規・更新申請受付)、2022年2月13日(第9回定

時社員総会時に審査結果公表) 

2)2021年10月11日～11月15日(日本臨床栄養代謝学会 学会の認める全国学会・地方会・研究会

申請) 

・対象施設；1)認定教育施設への申請施設(新規・更新) 

2)「日本臨床栄養代謝学会 学会の認める全国学会・地方会・研究会」2単位申請研究会 

 

④事 業 名：暫定臨床栄養代謝専門療法士認定事業(認定・資格制度委員会・臨床栄養代謝専門療法士認定

資格：) 

・内  容；NST専門療法士の上部資格となる臨床栄養代謝専門療法士制度を発足し、暫定申請期間におけ

る審査を実施した。 

・実施場所；①WEB会議、②東京(TKP東京駅日本橋カンファレンスセンター) 

・実施日時；①2021年12月11日(認定・資格制度委員会・申請書類審査) 

・申請期間等；2021年8月2日～2021年9月30日→【延長】2021年10月15日(暫定臨床栄養代謝専門療法士新規

申請受付)、2022年2月13日(第9回定時社員総会時に審査結果公表) 

・対 象 者；NST専門療法士更新認定者 

 

⑤事 業 名：NST専門療法士更新必須セミナー開催事業(認定・資格制度委員会) 

・内  容；COVID-19により、オンラインによるセミナー受講システムを構築し、NST専門療法士認定者のさ
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らなる質の向上のために、NST専門療法士を対象とした資格更新のためのセミナーを開催した。 

・実施場所；オンライン受講 

・実施日時；第1回受講期間：2021年6月14日～7月31日 

第2回受講期間：2021年7月29日～9月30日 

第3回受講期間：2021年9月1日～10月31日 

・対 象 者；NST専門療法士(1824名[第1回：1340名、第2回：322名、第3回：162名]) 

 

(11)教育に関する事業 

①事 業 名；NST専門療法士受験必須セミナー開催事業(教育委員会) 

・内  容；COVID-19の感染拡大により、2021年5月8日・9日に開催を予定していた第1回NST専門療養士受験

必須セミナーの集合型開催を中止し、臨床現場での栄養管理の基本的事項の教育、適切な栄養

療法の普及と質の向上のために、オンラインによる非会員も対象とした多職種向けのセミナー

を開催した。 

・実施場所；オンライン受講 

・実施日時；第1回受講期間：2021年6月1日～7月31日 

第2回受講期間：2021年7月1日～8月31日 

・対 象 者；会員および非会員(989名[第1回：866名、第2回：323名]) 

 

②事 業 名；JSPEN臨床栄養代謝専門療法士セミナー開催事業(教育委員会) 

・内  容；NST専門療法士の上部資格となる臨床栄養代謝専門療法士の資格取得・維持に必要となる 

セミナーであり、2021年は「がん領域」の専門療法士を対象としてオンラインで開催した。 

・実施場所；オンライン受講 

・実施日時；受講期間：2021年11月15日～2022年1月14日 

・対 象 者；会員(205名[2021年11月までの受講者]) 

 

③事 業 名：LLL(Life Long Learning)開催事業(教育委員会：国際教育(LLL)WG) 

・内  容；LLLライブコースの開催 

ESPENの教育ツールを用いて、栄養管理に関する Advanced Course の教育のために、年2回の

開催を計画したが、COVID-19を考慮し、2021年度の開催を中止した。 

・対 象 者；①会員および非会員(医師およびメディカルスタッフ)[各Topics60名定員] 

 

④事 業 名；LLL(Life Long Learning)事前学習会開催事業(教育委員会、国際教育WG（LLL)) 

・内  容；ESPENの教育ツールLLLの自己学習を補助するため、事前学習会を予定していたが、COVID-19の

感染拡大により中止とした。 

 

⑤事 業 名：NSTベーシックコース開催事業(教育委員会) 

・内  容；本コースは、これまでの栄養士・管理栄養士、看護師、薬剤師部会のトレーニングセミナーの

後継となり、より適切な栄養療法の実践のために、どうしても知っておきたい基本的な部分を

確認して知識を深めるべく、非会員も対象とし、多種職メディカルスタッフ向けのセミナーと
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して2018年から開催してきたが、COVID-19の感染拡大により2021年度の開催は中止とした。 

 

⑥事 業 名；JSPEN栄養マスターコース開催事業(教育委員会) 

・内  容；臨床栄養に高いレベルで更に精通した人材の育成を目的とする実践的な知識の学習(主に実際

の症例検討を参考に)を目指して、テーマを決めて年2回の開催を予定したが、COVID-19の感染

拡大により2021年度の開催は中止とした。 

 

⑦事 業 名：職能別アドバンスコースの開催(教育委員会、職能3部会) 

・内 容；本コースは、各専門職としての特化した高度な知識あるいは研究の方法を学ぶ場の提供とし

て、3部会がそれぞれ企画開催するコースとなる。2021年度はCOVID-19の感染拡大により開催

中止とした。 

 

(12)その他前条の目的を達成するために必要な事業 

①事 業 名：総務統括(総務委員会・財務委員会・将来構想委員会) 

・内  容；1)COVID-19禍における本学会全般の事業運営や業務管理に関する対応を行った。 

2)事務局管理・運営に関する業務を行った。 

3)本学会の健全な財務運営を行った。 

4)本学会の将来的な事業などの構想を行った。 

○総務委員会 

・内  容；1)COVID-19禍における事務局業務のテレワーク化の実施など含む運営・管理を行った。 

2)適正な会員管理に向けてWEBシステムの機能追加を進めた。 

3)本学会の健全な財務運営や会員サービス向上のため、事務局機能の向上に努めた。 

・実施場所；①メール審議、②東京(学会事務局またはWEB会議) 

・実施日時；①随時、②必要に応じ開催 

・対 象 者；①②委員会委員 

○財務委員会 

・内  容；本学会の健全な財務運営を行った。 

・実施場所；メール審議 

・実施日時；随時 

・対 象 者；委員会委員 

○将来構想委員会 

・内  容；本学会の将来に向けての改善点の洗い出しと共有の認識を持つことを目的として、適宜会議を

行い、理事会へ提言を行った。2021年は、第36回学術集会(JSPEN2021)が、史上初めて2月から

7月へ延期開催され、開催形式を含めて今後の学術集会のあり方を議論した。さらに、新しい

下部組織としてU45を設立し、7月の第36回学術集会(JSPEN2021)のプログラムの中でお披露目

を兼ねて「U45座談会」を開催した（別掲）。 

・実施場所；①メール審議、②東京(学会事務局またはWEB会議) 

・実施日時；①随時、②2021年11月19日(拡大将来構想委員会) 

・対 象 者；①②委員会委員、②U45 
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②事 業 名：学会運営インフラ整備の改善(総務委員会) 

・内  容；本学会の財産である各種情報の質的管理や、IT化に並行して膨大な紙ベース情報を集約整理

し、自主管理をできるよう進めた。現在の会員管理システムは、多様な事業の対応に反して、

システムメンテナンスにはじまり、IT技術の変化対応によりセキュリティー対応に比重が増し

ており、一部のシステムについては、自主管理では対応しきれない点も出てきていることか

ら、次世代の会員システムの運用を見据えて、本学会と同じ事業規模の学会が利用しているシ

ステムの導入を進めた。 

・実施場所；WEB会議および学会事務局会議室 

・実施日時；2021年4月より 

・対 象 者；委員会委員、事務局 

 

③事 業 名：規約整備事業(規約委員会) 

・内  容；1)理事会の要請に応じて、諸規程の変更箇所の確認と改訂作業を行った。 

2)各委員会・WG・WT・PT 内規および運営規則類の整備を行った。 

・実施場所；メール審議 

・実施日時；随時 

・対 象 者；委員会委員 

 

④事 業 名：代議員・学術評議員選考にかかわる事業(代議員・学術評議員選考委員会) 

・内  容；代議員(新任・再任)申請および学術評議員申請の審査を実施するとともに、理事会推薦による

代議員申請の確認を行った。 

・実施場所；①②③学会ウェブサイト(申請受付)、④WEB会議および学会事務局 

・実施日時；①代議員(新任・再任)：2021年8月1日～2021年8月31日(申請期間) 

②学術評議員：2021年9月1日～2021年9月30日(申請期間) 

③理事会推薦代議員：2021年10月１日～10月31日(申請期間) 

④第1回：2021年7月5日、第2回：12月11日(審査) 

・対 象 者；①②③会員、④委員会委員 

 

⑤事 業 名：臨床栄養代謝に関する研究を実施するにあたっての倫理審査事業(倫理・利益相反委員会) 

・内  容；本学会会員の倫理的な配慮の認識への啓発と倫理審査の受審についての手続きについて協議し

た。さらに「臨床栄養代謝に関する研究を実施するにあたっての倫理原則」を策定し、啓発活

動に努めた。 

・実施場所；①持ち回り委員会 

・実施日時；①2020年12月14日(委員会) 

・対 象 者；①委員会委員、会員 

 

⑥事 業 名：倫理審査申請に関する事業(倫理・利益相反委員会) 

・内  容；会員が研究内容の倫理審査を適正に受けられるように広報を行った。 
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・実施場所；①学会ウェブサイトにて広報活動を行った。 

・実施日時；①2021年4月から 

・対 象 者；①会員、②委員会委員 

 

⑦事 業 名：年次学術集会における倫理審査状況確認に関する事業(学術集会会長、倫理・利益相反委員

会、学術集会実践支援委員会、支部統括委員会) 

・内  容；1)年次学術集会の演題登録における倫理的配慮についての確認を行った。第36回学術集会

(JSPEN2021)の応募演題について、倫理面でのチェックが済んでいるかどうかの現状調査を行

い、必要と認められた演題については委員会で内容を審議し、発表に向けての助言を行った。 

2)第35回学術集会(JSPEN2020)の発表取り下げ申し出に対する対応を行った。 

・実施場所；1)2)①年次学術集会ウェブサイト、②メール審議、③東京(学会事務局またはWEB会議) 

・実施日時；1)①2021年4月～、1)2)②随時、1)③2021年2月1日、7月14日、8月9日 

・対 象 者；1)2)①会員、②③学術集会会長、委員会委員 

 

⑧事 業 名：利益相反に関する確認(倫理・利益相反委員会) 

・内  容；役員、発表者等のCOI申告状況の確認を行った。 

・実施場所；郵送による自己申告書提出 

・実施日時；2021年5月から 

・対 象 者；役員・委員会委員・COI指針による申告対象者 

 

⑨事 業 名：コンプライアンス向上に関する事業(倫理・利益相反委員会) 

・内  容；本学会のコンプライアンス体制強化の方法に関して協議した。 

・実施場所；①メール審議 

・実施日時；①2021年5月 

・対 象 者；①会員、②③委員会委員 

 

⑩事 業 名：支部活動支援事業(支部統括委員会) 

・内  容；2021年度は新支部制度移行後の具体的な事業実施年となり、本委員会にて以下の活動支援を行

うとともに新支部制度移行に伴い前世話人を退任された方には、これまでの学会活動に対して

個々に応じたお礼状や感謝状を贈呈した。 

1)各支部ウェブサイトにて支部長・世話人・支部学術集会情報の広報協力 

2)世話人会日程調整、開催通知、出欠取りまとめなど開催支援 

3)支部交付金支給手続きの検討(支部学術集会の収支の取り扱い等) 

4)支部学術集会演題登録時における倫理委員会審査について 

5)学生資格者の取り扱い(学生会員制度の設置)について 

・実施場所；①②③④WEB会議、⑤持ち回り委員会 

・実施日時；①2021年2月2日、②2021年9月23日、③2021年11月2日、④2021年12月1日、⑤随時 

・事 業 名；①②④⑤支部長・①③④⑤委員会委員 
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⑪事 業 名：栄養士・管理栄養士部会 

・内  容；栄養士・管理栄養士部会会議開催(年2回予定) 

・検討事項；1)JSPEN2022パネルディスカッションのテーマと担当者の検討、職能別アドバンスコースのテ

ーマと講師の検討、部会の活動内容及び役割分担 

2)JSPEN2023パネルディスカッションのテーマと担当者の検討、次年度の部会活動の方向性の検討 

・実施場所；①WEB会議 

・実施日時；①第1回：2021年8月5日、第2回：11月18日 

・対 象 者；①部会委員 

 

⑫事 業 名：薬剤師部会 

・内  容；薬剤師部会会議開催(年4回) 

・検討事項：1)2021年度；薬剤師部会活動の検討および実施、学術集会時の薬剤師部会パネルディスカッシ

ョン検討および実施、日病薬研修認定単位の配布手続きの検討および実施、静脈カテーテル感

染症等の輸液ルート使用に関わる実態調査の検討を行った。 

2)2022年度に向けた薬剤師部会の事業計画の検討、学術集会時の薬剤師部会パネルディスカッ

ション検討、静脈カテーテル感染症等の輸液ルート使用に関わる実態調査実施の検討、薬剤師

部会予算等の検討を行った。 

・実施場所；①WEB会議 

・実施日時；①第1回：2021年2月14日、第2回：6月9日、第3回：6月24日、第4回：11月22日 

・対 象 者；①部会委員 

 

⑬事 業 名：看護師部会 

・内  容；看護師部会会議開催(年2回) 

・検討事項；第37回学術集会(JSPEN2022)看護師部会パネルディスカッション内容の検討、看護師部会の活

動指針案についての検討を行った。 

・実施場所；①WEB会議 

・実施日時；①第1回：2021年7月5日、②第2回：2021年12月4日 

・対 象 者；①部会委員 

 

Ⅳ.理事会・その他の役員会の開催状況 

【定例理事会】 

第1回定例理事会 2021年2月17日 WEB会議 

第2回定例理事会 2021年2月28日 ホテル ボストンプラザ 草津(びわ湖)／WEB会議 

第3回定例理事会 2021年5月20日 WEB会議 

第4回定例理事会 2021年7月20日 神戸ポートピアホテル／WEB会議 

第5回定例理事会 2021年11月25日 AP東京八重洲通り「A＋Bルーム」(東京)／WEB会議 

第5回定例理事会事前持ち回り審議① 11月19日～23日 メール審議 

第5回定例理事会事前持ち回り審議② 11月24日～26日 メール審議 
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【臨時理事会】 

第1回臨時理事会 2020年12月10日 WEB会議 

第2回臨時理事会 2021年1月25日  WEB会議 

第3回臨時理事会 2021年6月18日  WEB会議 

 

【持ち回り理事会】 

第1回持ち回り理事会 2021年1月13日～15日  メール審議 

第2回持ち回り理事会 2021年1月13日～15日  メール審議 

第3回持ち回り理事会 2021年1月29日～2月3日 メール審議 

第4回持ち回り理事会 2021年2月12日     メール審議 

第5回持ち回り理事会 2021年3月3日～8日   メール審議 

第6回持ち回り理事会 2021年3月24日～31日  メール審議 

第7回持ち回り理事会 2021年5月10日～12日  メール審議 

第8回持ち回り理事会 2021年7月26日～30日  メール審議 

第9回持ち回り理事会 2021年7月26日～8月3日 メール審議 

第10回持ち回り理事会 2021年8月4日～11日   メール審議 

第11回持ち回り理事会 2021年8月12日～18日  メール審議 

第12回持ち回り理事会 2021年8月23日～26日  メール審議 

第13回持ち回り理事会 2021年8月30日～9月6日 メール審議 

第14回持ち回り理事会 2021年9月1日～7日   メール審議 

第15回持ち回り理事会 2021年9月24日～30日  メール審議 

第16回持ち回り理事会 2021年10月5日～8日   メール審議 

第17回持ち回り理事会 2021年10月13日～15日  メール審議 

第18回持ち回り理事会 2021年10月14日～18日  メール審議 

第19回持ち回り理事会 2021年10月18日～25日  メール審議 

第20回持ち回り理事会 2021年10月28日～11月1日メール審議 

第21回持ち回り理事会 2021年11月12日～17日  メール審議 

第22回持ち回り理事会 2021年11月17日～22日  メール審議 

 

Ⅴ.社員総会の開催状況 

第8回定時社員総会 

日  時；2021年2月28日 13：00～15：30 

場  所；ホテル ボストンプラザ 草津（びわ湖）ケネディルーム/オンライン「ZOOM」使用 

社員総数；255名 

出席者数；245名(委任状による出席210名を含む) 

内  容；1 2020年度事業報告および決算報告の件：審議の結果、可決承認 

2 2021年度事業計画および予算案の件 ：審議の結果、可決承認 

3 定款変更の件           ：審議の結果、可決承認 

4 理事・監事の選任         ：審議の結果、可決承認 
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5 第39回学術集会会長選出の件    ：審議の結果、可決承認 

6 その他当日の資料に記載された事項 

 

Ⅵ.総会・学術評議員会の開催状況 

2021年度総会・学術評議員会は、感染対策の一環から第36回日本臨床栄養代謝学会学術集会会期中での開

催は取り止め、代議員、学術評議員が所定のURLへアクセスし、関係資料のダウンロードをもって出席と

するWEB上での持ち回り会議として開催した。 

出欠確認期間：2021年7月27日～8月23日 

以上 


