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一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会 

2022年度 事業報告書 

 

Ⅰ.事業期間 

2021年12月1日～2022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37回日本臨床栄養代謝学会学術集会

(JSPEN2022)、全国8支部での支部学術集会および教育セミナー(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))、LLL(Life Long Learning)ライブコースを開催した。 

2. 第37回学術集会(JSPEN2022)は、5月31日-6月1日にハイブリット形式(現地開催＋アーカイブ配信)で

パシフィコ横浜ノースにおいて開催し、COVID-19禍でありながら、2,296名の現地来場と7,801名のオ

ンライン参加登録があった。支部学術集会は、全国7支部で開催した。(関越支部は会期延期) 

3. 学会誌発行は、e-journal「学会誌JSPEN」を年4号発行した。 

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・

更新申請の審査と資格認定を行った。 

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年の更新申請より

「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. 組織体制については、新たに1 Working Group(WG)、1プロジェクトを設立し、18委員会、9Working 

Group(WG)、9Working Team(WT)、4プロジェクト(P) が、WEB会議システムを使用したオンライン会議

を主体に組織活動を行った。JSPEN-U45(45歳以下で構成)では企業共催で論文作成初心者向けのHow 

to 研究セミナーを実施した。 

8. 臨床栄養推進事業に関しては、臨床栄養コンセンサス検討委員会が5月23日にJSPEN独自の“がんのコ

ンセンサス本”を出版した。 

9. 学会運営において、若手の活躍を推進することを目的に、次回の理事改選時より若手理事を登用し、

学会運営に参画いただく若手理事制度を制定した。またJSPENの特徴でもある多職種で構成された理

事会とするため、理事選挙制度を見直した。 

10. 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、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。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37回日本臨床栄養代謝学会学術集会開催事業 

( The 37th Annual Meeting of Japanese Society for Clinical Nutrition and Metabolism ) 

・内 容；第37回学術集会(JSPEN2022)は、ハイブリット形式(現地およびアーカイブ配信によるオンデ

マンド視聴)で開催し、10,093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 2021、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、歯科医師パネルディスカッション、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；飯島正平 (大阪国際がんセンター 栄養腫瘍科主任部長 / 大阪大学大学院 招へい教授) 

・テ ー マ；「栄養」ニューノーマル and MIRAI 

・開催場所；①パシフィコ横浜ノース 

②アーカイブ配信によるライブ・オンデマンド視聴 

・開催会期；①②2022年5月31日(火)～6月1日(水) 

アーカイブ配信：2022年6月10日(金)～7月31日(日) 

・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。2022年第37回学術集会では会員情

報とのリンクを目的としたシステムを構築し、総務委員会と連携し準備を進めた。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 

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日本外科系連合学会とのジョイントシンポジウムについて 

②一般社団法人日本臨床栄養学会とのジョイントシンポジウムについて 

③第39回学術集会コンペティション開催 
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④第40回学術集会会期変更について 

⑤第40回学術集会コンベンション選定説明会 

・実施場所；①②④メール審議、③⑤WEB会議 

・実施日時；①2022年1月24日、②2022年1月24日、③2022年2月19日、④2022年7月15日、⑤2022年9月8日、 

・対 象 者；①②委員会委員、③⑤第39回会長、第40回会長、拡大総務委員会委員、委員会委員、④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の影響で、首都圏支部を除く各支部の支部学術集会は、完全WEB形式で開催した。昨年

に引き続き、支部学術集会自体の演題登録も含め統一した運営を目的に、コンペ形式で選定し

た企業が運営を行い、5支部が利用した。 

・実施日時；①2022年1月19日、②2022年3月14日 

・実施場所；①②WEB会議 

・対 象 者；①②支部長、委員会委員、 

・実施場所および日時； 

北海道 第14回北海道支部学術集会 

会  期：2022年8月27日 

会  長：藤本篤士(医療法人渓仁会西円山病院) 

開催形式：オンライン 

参加人数：233名 

東 北 第8回東北支部学術集会 

会  期：2022年9月3日 

会  長：元井冬彦(山形大学) 

開催形式：オンライン 

参加人数：181名 

関 越 第9回関越支部学術集会 

会  期：2022年12月18日(2023年度に延期) 

会  長：佐野 渉(上都賀総合病院) 

開催形式：オンライン 

参加人数：未定 

首都圏 第13回首都圏支部学術集会 

会  期：2022年5月14日 

会  長：千葉正博(昭和大学) 

開催形式：現地 

参加人数：317名 

中 部 第16回中部支部学術集会 

会  期：2022年8月20日 

会  長：廣野靖夫(福井大学) 

開催形式：オンライン 
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参加人数：476名 

近 畿 第14回近畿支部学術集会 

会  期：2022年7月30日 

会  長：武元浩新(近畿中央病院) 

開催形式：オンライン 

参加人数：701名 

中国四国 第14回中国四国支部学術集会 

会  期：2022年8月27日 

会  長：眞次康弘(県立広島病院) 

開催形式：オンライン 

参加人数：430名 

九 州 第13回九州支部学術集会 

会  期：2022年9月17日 

会  長：山内 健(佐賀県医療センター好生館) 

開催形式：オンライン 

参加人数：475名 

・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6回発行(Supplement1・2を含む) 

Vol.4 No.1   2022年 2月25日刊行(J-STAGE公開日：2022年8月25日) 

Vol.4 No.2   2022年 5月6日刊行(J-STAGE公開日：2022年11月6日) 

Vol.4 No.3   2022年 8月10日刊行(J-STAGE公開予定日：2023年2月10日) 

Vol.4 No.4-5 2022年11月30日刊行(J-STAGE公開予定日：2023年5月30日) 

Vol.4 Supplement1 第37回学術集会プログラム・抄録集(J-STAGE公開予定日：2022年12月) 

Vol.4 Supplement2 学会の認める地方会・研究会抄録集(J-STAGE公開予定日：2022年12月) 

・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：2022年2月19日、②臨時 

・実施場所；①WEB会議、②メール審議 

・対 象 者；①②委員会委員、随時(オンライン投稿審査システム(Editorial Manager®)) 
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③事 業 名：e-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2021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2名を選出・推薦し、表彰した。 

・実施場所；①メール審議 

・対 象 者；①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 

 

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。 

・実施場所；①メール審議、②学会誌等、③東京(日本医師会) 

・実施日時；①随時、②e-journal「学会誌 JSPEN」、③2023 年 1 月 26 日(応召時) 

・対 象 者；①委員会委員、②会員および非会員(臨床栄養に携わる全ての国民への情報提供）、 

③日本医学会用語委員(用語委員会委員長)もしくは日本医学会用語(代)委員 

 

⑥事 業 名：投稿規程の改定について(編集委員会) 

・内  容；1)投稿研究論文の倫理審査の有無について『登録された倫理審査委員会による適切な審査を受

け、承認番号は必ず論文中に記載すること』を投稿規程に追加し、2022年3月25日より適用

した。 

2)採択後の学会誌JSPENへの掲載料及び作図作表代について『原則免除となる』と投稿規程を

改訂し、2022年5月30日より適用した。 

3)投稿時のカバーレターの書き方について啓蒙するため、初回投稿時ならびに修正投稿時の

カバーレターのサンプルについての投稿規程に追加した。また症例報告における倫理的配

慮の記載について、『可能な限り患者または家族から論文公表に対する同意を得て、本文

中にその旨を記載することが望ましい。ただし、投稿に際し必須ではないので、どうして

も不可能な場合はその旨をカバーレターに記載する。』を投稿規程に追加した。以上の2項

は2022年8月2日より適用した。 

・実施場所；①メール審議、②理事会 

・実施日時；①2022年3月9日、②3月24日、5月30日、8月2日 

・対 象 者；①委員会委員、②理事会 
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⑦事 業 名：e-journal「学会誌JSPEN」の運用について(編集委員会) 

・内  容；論文受付システムを用いた査読事務など編集業務の一部を外部に委託する運用を開始した。学

会誌JSPENの英文名を「Journal of JSPEN」とした。 

・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：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） 

・実施状況；転載許諾依頼 16 件 

許諾審議 可 16 件 

      許諾可 16 件中 申請 13 件 取下げ 3 件 

      発生許諾料 335,000 円 

 

⑨事 業 名：ガイドライン作成事業(ガイドライン委員会) 

・内  容；ガイドライン(がん患者のための代謝・栄養管理ガイドライン)において、GRADE班および

Narrative班の作業を完了し、ガイドライン発行に向けた最終作業を行う。 

Systematic Review(SR)班にてエビデンスの評価、統合からサマリーレポートを作成し、それ

をうけてガイドライン作成グループにて推奨の方向を決定するための投票を行った。また、

医療経済についても質的レビューを行った。Narrative班についてはすでに情報提供内容を作

成している。CQ1-1,CQ1-2,CQ2,CQ3のSR結果を論文として作成する。また、ガイドライン本体

の出版社の選定中である。ガイドラインのレビュー論文および医療経済的分析の結果の論文

も作成する予定である。 

1)GRADE班のClinical Question(CQ)に対するパブリックコメントの募集(完了済) 

2)GRADE班の各CQのエビデンス収集とエビデンス評価の統合(Systematic Review(SR)班)(概ね 

完了) 

3)推奨作成、ガイドライン草案作成(ガイドライン作成WG(パネル班)) 

4)Narrative班での解説の作成 

5)外部評価 

6)ガイドライン最終決定(ガイドライン作成WG(パネル班)) 

・実施場所；①Slack審議、②WEB会議 

・実施日時；①随時、②別記 

・対 象 者；①委員会委員、②別記 

・別  記；2022年1月14日-統括班＋SR班合同会議 

3月23日-統括班＋SR班合同会議 

6月10日-コアミーティング 

6月13日-統括班＋SR班合同会議 

6月30日-統括班＋Minds班 合同会議 

8月31日-統括班＋GL作成班 合同会議 

9月16日-コアミーティング 
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9月26日-括班＋各CQ代表者 合同会議 

10月31日-統括班＋各CQ代表者 合同会議 

⑩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；臨床栄養代謝専門療法士認定制度の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；①ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター、②学会事務局 

・実施日時；①2022年3月5日②2022年3月13日 

・対 象 者；①委員会委員、②委員会委員 

 

(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89回日本医学会評議員会、②2022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、第31回日本医学会総会の広報協力 

・実施日時；①2022年6月29日(WEB会議)、②2022年6月29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：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ており、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に2名を派遣し、コミットメントの作成に尽力した。 

・実施行事；①東京栄養サミット2021②2022年度第1回全体会議 

・実施日時；①2021年12月7日～8日②2022年5月28日 

・対 象 者；①②派遣委員 

③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 

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。ESPEN SPRING COUNCIL MEETINGでは誤接

続コネクタの海外でのアンケート調査に関しての報告を行った。ASPEN, ESPEN, FELANPE, 

PENSAと共同でVienna Declarationに署名をした。 
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・実施場所；①ESPEN(Council Virtual Meeting2022)、②ESPEN(physical SPRING COUNCIL MEETING)フラン

ス（ニース）、③ASPEN 2022 Nutrition Science & Practice Conference アメリカ（シアト

ル）Virtual併用、④PENSA：Interdisciplinary Webinar、⑤IASMEN：ウィーン（オーストリ

ア）、⑥PENSA(executive committee meeting)バンコク、⑦ESPEN(COUNCIL MEETING WIEN 

2022)ウィーン⑧ESPEN(GENERAL ASSEMBLY WIEN 2022)ウィーン、⑨委員会(メール審議) 

・実施日時；①2022年1月25日、②2022年5月7日～8日、③2022年3月26日～29日、④2022年2月20日、5月22

日、8月21日、10月30日、⑤2022年8月15日～8月18日、⑥2022年6月12日⑦2022年9月12日、⑧

2022年9月5日、⑨随時 

・対 象 者；①②③④⑤⑥⑦⑧⑨委員会委員 

 

④事 業 名：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。昨年度の会議でその成果を報

告し、第4回会議で今までのデータを発表し、厚労省への提言のまとめに参加した。 

・実施場所；①WEB会議 

・実施日時；①2022年2月7日（第4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；医師、歯科医師、薬剤師、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り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

果の発信を目指している。学会員全員に、U45に何ができるのか、研究をする上で問題となっ

ていることは何なのかを問うアンケートを実施し、第37回学術集会(JSPEN2022)にて「U45座談

会」を開催し結果を発表した。 

・実施場所；①第37回学術集会(パシフィコ横浜ノース) 

・実施日時；①2022年5月31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（がん研究会有明病

院）、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。 
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・実施場所；①U45メンバー勤務先 

・実施日時；①2022年9月15日 

・対 象 者；①U45メンバー 

 

③事 業 名；代謝栄養学の発展を目的とした研究助成(将来構想委員会 未来研究プロジェクト) 

・内  容；代謝栄養学の発展を目的として、企業のサポートを得て研究助成を行う未来研究プロジェクト

を設立した。また募集要項を作成し、透明性のある公募ができるよう努めた。 

・実施場所；①理事会、②WEB会議、③メール会議 

・実施日時；①2022年8月2日、②2022年9月12日、③随時 

・対 象 者；①理事会メンバー、②③委員会委員 

 

④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、症例登録期間を2023年秋頃まで延長することが倫理審

査で承認された。プロジェクト開始より継続しているマンスリーレポートを毎月配信した。 

・実施場所；①WEB会議、②メール会議、③JSPEN2022での意見交換会；パシフィコ横浜ノース、④アンケー

ト調査 

・実施日時；①2022年1月24日、5月27日、6月13日、②随時、③2022年5月31日、④4月～5月 

・対 象 者；①プロジェクトメンバー、参加施設メンバー 

 

⑤事 業 名：厚生労働科学特別研究事業コネクタ関連班での研究報告書(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、その研究成果を報告した。令和３年度厚生労働行政推進調査

事業費補助金(厚生労働科学特別研究事業)・分担研究報告書・分担研究2：ミキサー食のISO経

腸栄養コネクタ注入基礎実験、および令和３年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(厚生労

働科学特別研究事業)・分担研究報告書・分担研究１：諸外国(主に欧米)における胃瘻ミキサ

ー食とISO経腸栄養コネクタに関しての実態調査の報告書を班長に提出した。 

・実施場所；名古屋大学 

・実施日時；2022年2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 

 

⑥事 業 名：nutritionDayプロジェクト参加推進事業(国際委員会 nutritionDay担当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。2022年11月10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。2022年9月ESPEN2022の

nDay National Coordinators SIG meeting会議（ウイーン現地）に出席し、各国との交流およ

び情報交換を行った。 

・実施場所；①会員施設、②ESPEN2022(Messe Wien：オーストリア) 
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・実施日時；①2022年11月10日を中心とした約1か月間(nutritionDay)、②2022年9月4日 

・対 象 者；①会員施設、②WGメンバー 

 

⑦事 業 名：短腸症候群に関するアンケート調査(短腸症候群アンケートプロジェクト(P 011)) 

・内  容；「短腸症候群に関するアンケート調査」を実施する。1次、2次のアンケート調査の調査内容を

確定させ、現在倫理委員会で手続き中である。今後、アンケート調査の実施、アウトカムの集

計や解析を順次取り組む。 

・実施場所；①WEB会議、②メール会議 

・実施日時；①2022年3月8日、②随時 

・対 象 者；プロジェクトメンバー 

 

⑧事 業 名：静脈カテーテル感染症等の輸液ルート使用に関する実態調査(薬剤師部会) 

・内  容；安全に静脈栄養を行うためには、カテーテル管理や静脈アクセスデバイス、無菌調製、配合変

化、輸液の汚染等、様々な角度から検証する必要があることから、静脈栄養法における合併症

の収集を目的に、会員施設を対象とする多施設による実態調査を計画し実施した。 

・実施場所；①研究実施に向けてのWEB会議 ②本学会ウェブサイト（公募） 

・実施日時；①第1回：2022年4月13日、第2回：5月20日、第3回：6月29日、第4回：8月10日、 

第5回：9月20日 ②2022年7月4日～10月31日 

・対 象 者；①委員会委員、②協力施設 

 

⑨事 業 名：Refeeding症候群のサーベイランス研究(Refeeding 症候群サーベイランスプロジェクト(P 

012)) 

・内  容；日本人に即したリスク判定、安全な栄養管理方針、過不足のないモニタリングなど、明らかに

しなければならないことは数多くあり、臨床的にも学問的にも大変意義があることから、

Refeeding症候群について大規模なサーベイランスを計画する。 

・実施場所；①メール会議、②東京(学会事務局) 

・実施日時；①随時、②2022年7月14日 

・対 象 者；①委員会委員 

 

⑩事 業 名：臨床での栄養に関する課題や問題の実態調査(看護師部会) 

・内  容；看護師が臨床で実践している栄養についての課題や問題を明らかにするためにアンケート調査

を実施した。調査結果から看護師が感じる臨床における栄養の課題や問題を見つけ、解決に向

けた取り組みを看護師部会で検討し、第38回学術集会で収集したアンケート調査の結果報告を

実施する。 

・実施場所；①WEBアンケート調査、②神戸(神戸コンベンションセンター) 

・実施日時；①2022年11月1日～15日、11月21日～30日、②2023年5月9日～10日 

・対 象 者；①会員(看護師)、②委員会委員 

 

(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) 
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・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・講師候補者の選定をし、執筆依頼を行った。新規セミナーテキストは、

第1回開催 (オンライン受講：2022年3月5日～6日)より使用した。新医師・歯科医師教育セミ

ナーとしては2022年3月5日～6日と2022年11月12日～13日に日本臨床栄養代謝学会主催でオン

ライン開催し、2022年7月8日～9日に日本外科代謝栄養学会第59回学術集会時に共催でオンラ

イン配信にて開催した。 

・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：2022年3月5日～6日、第2回：7月8日～9日、第3回：11月12日～13日 

・対 象 者；①②WGメンバー、③会員および非会員(参加者 634名[第1回：210名、第2回：196名、第3回：

228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メール審議、②東京(学会事務局およびWEB会議) 

・実施日時；①随時、②2022年11月26日(最終書類審査) 

・申請期間等；③2022年10月1日～31日(当日消印有効：期間厳守)(NST稼働施設新規・更新申請受付)、 

2023年2月12日(第10回定時社員総会時に審査結果公表) 

・対象施設；①委員長、②委員会委員、③NST稼働施設への申請施設(新規[認定15施設]・更新[認定393施

設]) 

 

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37回学術集

会では、「わたしたちがつくる未来のNST」をテーマとして、日本のNSTの特徴と発展の経緯、

今後の課題と未来への展望の構成とした。また、第38回学術集会(JSPEN2023)時でのNSTフォー

ラムの企画を行った。 

・実施場所；①横浜(パシフィコ横浜ノース)、②WEB会議、③メール審議 

・実施日時；①2022年6月1日(NSTフォーラム)、②2022年7月8日、③2022年8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昨年から参加クレジット制度を導入しており、第37回学術

集会(JSPEN2022)NSTフォーラム参加者(現地およびWEB参加者)への付与を行った。 

・実施場所；①横浜(パシフィコ横浜ノース)、②メール審議 

・実施日時；①2022年6月1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飯島会長、小谷次期会長 
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(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 

2021年小越章平記念 Best Paper in The Year受賞者に対し、第37回学術集会(JSPEN2022)に

て受賞講演をお願いした。 

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: 

A single-enter 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；1)①②横浜（パシフィコ横浜ノース)第37回日本臨床栄養代謝学会学術集会 

・実施日時；1)①②2022年5月31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38回学術集会(2023

年)にて、受賞講演が予定されている。 

受賞者：本告正明(大阪急性期・総合医療センター) 

掲載誌：Clinical Nutrition 41： 1112-1121, 2022 

論文タイトル：Comparison of synbiotics combined with enteral nutrition and 

prophylactic antibiotics as supportive care in patients with 

esophageal cancer undergoing neoadjuvant chemotherapy: A multicenter 

randomized study 

・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)①2022年9月1日～10月16日(公募)、②2022年10月(選考委員会) 

・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37回学術集会) 

2021年大柳治正記念学術振興アワード受賞者に対し、第37回学術集会にて受賞講演をお願い

した。また、2名の関連講演を同時に行った。 

受賞講演：中村丁次（神奈川県立保健福祉大学） 

「栄養の臨床研究と基礎研究のブリッジを夢見て」 

関連講演：小栗靖生（京都大学大学院農学研究科 食品生物科学専攻栄養化学分野） 

「栄養学的な熱産生調節の意義と応用」 

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 栄養学科） 
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「個別栄養管理システムの構築と実践」 

・実施場所；1)①②横浜(パシフィコ横浜ノース)第37回学術集会 

・実施日時；1)①②2022年6月1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38回学術集会(2023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：倉田なおみ（昭和大学薬学部 社会健康薬学講座 社会薬学部門 

臨床薬学部門 臨床栄養代謝学部門） 

関連講演：名德倫明（大阪大谷大学薬学部 実践医療薬学講座） 

鷲澤尚宏（東邦大学医療センター大森病院 栄養治療センター） 

・実施場所；2)①メール審議 

・実施日時；2)①2021年7月(選考委員会) 

・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；1)受賞者 

2021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、後日、学会事務局よ

り賞状・賞牌を贈呈した。 

受賞者：升井大介（久留米大学 医学部 外科学講座小児外科部門） 

タイトル：重症心身障碍者における食道インピーダンスpH検査による胃瘻術前後の評価～噴

門形成術は本当に必要ですか？～ 

・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10月28日～2021年11月30日（公募） ②2021年12月(選考) 

・対 象 者；1) ①会員（公募） ②委員会委員 

・内  容；2)賞の選考 

2023年度は下記の予定で応募と選考を行う。 

・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)①2022年10月12日～12月12日(公募)、②2022年12月～2023年1月(選考) 

・対 象 者；2)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；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。受賞講演は取り止め、後日、学会

事務局より賞状・賞牌を贈呈する。 

受賞者名：鶴岡裕太(千葉大学医学部附属病院) 

タイトル：胎児期に始まる子どもの健康と発達に関する調査(Chiba study of mother and 

child Health:C-MACH)から得られた生後3.5年間の児の腸内細菌叢の変遷 
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・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；①2022年9月1日～10月16日(公募)、②2022年10月(選考委員会) 

・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 

2022年度のフェローシップ賞の受賞者に対し、第37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37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：高山はるか（東京大学大学院医学系研究科 侵襲代謝・手術医学講座） 

「β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB)添加静脈栄養が腸管構造・免疫に及ぼす影響」 

・実施場所；①第37回学術集会ウェブサイト上、②メール審議、③④横浜(パシフィコ横浜ノース) 

・実施日時；①2021年10月28日～2022年1月6日まで、②2022年1月、③2022年5月31日(応募者セッション)、

④2022年5月31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。また、学会ウェブサイトのコンテンツや掲載内容を見直し、現在の要望に合ったコンテ

ンツ案や学会ウェブサイトへのリニューアルのための提言を行った。 

・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広報委員会 

 

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 

・実施日時；①月2回の基本配信、②随時 

・対 象 者；①会員、②委員会委員 

③事 業 名：JSPEN「Newsletter」発行事業(広報委員会) 

・内  容；2020年1月にVol.1 No.1を新規発行して以来、COVID-19の影響で発行できずにいたNewsletter

を年間2回発行した。理事長挨拶、学術集会関連、各支部紹介、AWARD受賞者紹介、「JSPENコ

ンセンサスブック①がん」の紹介、学会誌・論文紹介、各種コラム、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した。 
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・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 

 

(８)社会に対する栄養に関する情報提供と啓発 

①事 業 名：新規経腸栄養コネクタの例外使用に関する提言(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り替えに係る課題において、旧規格製品の使用が考慮

される候補の病態ならびに状態像に関する提言を厚労省に学会として提出を行った。 

・実施場所；①厚生労働省 

・実施日時；①2022年4月4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 

 

(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、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、関係委員会と検討し対応した。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；①2022年7月15日、②2021年12月1月～2022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東京(学会事務局)、③大阪(ホテルマイステイズ新大阪)、④名古屋(AP名古

屋)、⑤京都(京都国際会議場) 

・実施日時；①②第1回：2022年4月10日(キックオフ・ミーティング)、①④第2回：5月22日(作成)、①②

第3回：6月5日(作成)、①③第4回：6月19日(選択)、①②第5回：7月10日(選択)、①③第4

回：7月24日(選択)、⑤10月30日(認定試験)、①③11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)、①③11月23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)2022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)2022年8月1日～9月30日(認定医・指導医更新申請受付) 

 2022年11月30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) 

・認 定 者；認定医(認定[69名]・更新[143名])、指導医(認定[14名]・更新[32名])、終身認定医(認定[11
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名])、終身指導医(認定[6名])、認定歯科医(認定[5名]・更新[11名]) 

 

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東京(学会事務局)、③大阪(ホテルマイステイズ新大阪)、④名古屋(AP名古

屋)、⑤京都(京都国際会議場) 

・実施日時；①②第1回：2022年4月10日(キックオフ・ミーティング)、①④第2回：5月22日(作成)、①②

第3回：6月5日(作成)、①③第4回：6月19日(選択)、①②第5回：7月10日(選択)、①③第6

回：7月24日(選択)、⑤10月30日(認定試験)、①③11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)、①③11月23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)2022年7月1日～8月10日(NST専門療法士新規・書類審査合格者・2021年度受験回避者の受験申

請受付)、11月30日(NST専門療法士合格者発表) 

2)2022年8月1日～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) 

・認 定 者；NST専門療法士(認定[751名]・更新[1,407名]) 

 

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；①②2022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)2022年10月1日～10月31日(NST認定教育施設新規・更新申請受付)、2023年2月12日(第10回

定時社員総会時に審査結果公表) 

2)2022年10月1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 

・認定施設；認定教育施設(新規[21施設]・更新[44施設])、学会の認める全国学会・地方会・研究会(5単位

[1学会]・2単位[1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；①メール会議、②持ち回り委員会 

・実施日時；①随時、②2022年10月31日～11月10日(臨床栄養代謝専門療法士 暫定認定 抄録審査会) 

・申請期間等；2022年8月1日～9月30日→【延長】2022年10月15日(暫定臨床栄養代謝専門療法士新規申請受

付)、2023年2月12日(第10回定時社員総会時に審査結果公表) 
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・対 象 者；NST専門療法士更新認定者 

・認 定 者；暫定臨床栄養代謝専門療法士(認定[82名]) 

 

 

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；NST専門療法士認定者のさらなる質の向上のために、NST専門療法士を対象とし、資格更新のた

めのセミナーを開催した。 

・実施場所；①京都(京都国際会議場)、②オンライン受講 

・実施日時；①第1回受講期間：2022年3月6日 

②第2回受講期間：2022年4月15日～6月15日 

 第3回受講期間：2022年7月29日～9月30日 

・対 象 者；①②NST専門療法士(1864名[第1回：112名、第2回：1,218名、第3回：534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；臨床現場での栄養管理の基本的事項、適切な栄養療法の普及と質の向上のために、非会員も対

象とし、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：2022年3月28日～5月31日 

第2回受講期間：2022年7月15日～9月14日 

・対 象 者；会員および非会員(1,364名[第1回：731名、第2回：633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、2022年は全9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；第1回受講期間：2022年8月8日～10月7日 

第2回受講期間：2022年11月1日～12月15日 

・対 象 者；NST専門療法士(421名[第1回：320名、第2回：101名]) 

 

③事 業 名：1)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の教育実践のために、医師・

メディカルスタッフを対象とし、講習会をWEBで年2回開催した。 

・実施場所；1)①②オンライン受講 

・実施日時；1)第18回：2022年3月20日、第19回：2022年8月6日～7日 

・対象者；会員及び非会員(医師・メディカルスタッフ) 

・内  容；2)LLLワーキンググループ会議の開催 

・実施場所；2)①WEB会議 

・実施日時；2)①随時 
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・検討事項；2)LLLライブコース開催次第、LLL普及のための方法、講師陣の充実など 

・対象者；委員会委員 

 

④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

して2018年から開催してきたが、COVID-19の感染拡大により2022年度の開催は中止とした。 

 

⑤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2022年度の開催は中止とした。 

 

⑥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。2022年度はCOVID-19の感染拡大により開催

中止とした。 

 

⑦事 業 名：メディカルスタッフを対象とした「How to 研究セミナー ～Basicコース～」(将来構想委員会

JSPEN-U45) 

・内  容；JSPEN-U45が掲げる4つのプロジェクトの1つ"Education ＆ Early exposure"の一環として、メ

ディカルスタッフを対象とした臨床研究の進め方に関するWEBセミナーを企業との共催で開催し

た。 

・実施場所；①オンライン受講 

・実施日時；①第1回：2022年7月28日、第2回：8月24日、第3回：9月28日、第4回：10月26日、第5回：11月

30日 

・対 象 者；①主として若手JSPEN会員のメディカルスタッフ(420名) 

 

(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、幅広くカバーできるようシステムのIT化を進めた。 

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) 
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・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。2022年は、第37回学術集会(JSPEN2022)が2月から5月へ延期開

催され、COVID-19をきっかけに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、研究助成金の対象研究の選定およびサポート・選定後のモニタリングを行う未来研究プロ

ジェクトを設立し、第41回学術集会で研究発表を行うアワードを新設した。また下部組織の

JSPEN-U45は、5月の第37回学術集会(JSPEN2022)で「U45座談会」を開催した。 

・実施場所；①メール審議、②WEB会議 

・実施日時；①随時 

②将来構想委員会：2022年3月17日、5月6日、11月15日(規約委員会・将来構想委 

員会合同) 

未来研究プロジェクト：2022年9月12日 

JSPEN-U45：1月13日、3月10日、5月10日、7月14日、9月15日、11月17日 

・対 象 者；①②委員会委員、JSPEN-U45 

 

②事 業 名：学会運営インフラ整備の改善(総務委員会) 

・内  容；適切で効率的な自主管理による会員サービス向上のため、本学会と同じ事業規模の学会が活用

している管理システムの導入を進めた。その際、本学会の財産である各種情報の質的管理とIT

化に向けた膨大な紙ベース情報の集約整理を実施した。さらに現行の各制度へ適合するよう配

慮し、将来的な拡張性も踏まえて導入を進めた。経過報告としては、デモを兼ねた進捗報告会

を実施した。 

・実施場所；①学会事務局会議室、②WEB会議 

・実施日時；①随時、②進捗確認報告会；2021年12月23日、2022年7月14日 

・対 象 者；委員会委員、事務局、②理事会 

 

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；①メール審議、②WEB会議 

・実施日時；①随時、②11月15日(規約委員会・将来構想委員会合同) 

・対 象 者；委員会委員 
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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；選出規定に従い、学術評議員申請受付および理事会推薦による代議員申請を実施し、申請書類

の審査を行った。 

・実施場所；①②学会ウェブサイト(申請受付)、③WEB会議 

・実施日時；①学術評議員：2022年9月1日～9月30日(申請期間) 

②理事会推薦代議員：2022年10月3日～10月31日(申請期間) 

③2022年11月14日(選考委員会) 

・対 象 者；①②会員、③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。さらに倫理的な配慮に関する啓発活動の一つとして、倫理的な配慮に関わる様々なテーマ

を解説する漫画を策定し、啓発活動に努めた。 

・実施場所；①持ち回り委員会、②WEB会議 

・実施日時；①2022年8月から、②9月14日 

・対 象 者；①委員会委員、会員、②委員会委員 

 

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。また、会員からの倫理的

配慮に関する問い合わせに個別対応をした。 

・実施場所；①学会ウェブサイトにて広報活動を行った、②WEB会議 

・実施日時；①2022年4月から、②9月14日 

・対 象 者；①会員、②委員会委員 

 

⑦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。なお一部の申告内容については、親族（対象

者の配偶者、一親等の親族、または収入・財産を共有する者）の状況も申告することとした。 

・実施場所；メールによる自己申告書提出 

・実施日時；2022年4月から 

・対 象 者；役員・委員会委員・COI指針による申告対象者 

 

⑧事 業 名：支部活動支援事業(支部統括委員会) 

・内  容；本委員会にて以下の活動支援を行った。 

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)支部活動に関する留意事項の検討 

4)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) 

5)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 

6)支部学術集会抄録集J-STAGE収載について 

・実施場所；①②WEB会議、③持ち回り委員会 
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・実施日時；①2022年1月19日、②2022年3月14日、③随時 

・事 業 名；①②支部長・委員会委員、③委員会委員 

 

⑨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 

・検討事項；1)JSPEN2022パネルディスカッションの開催報告、周術期・救急集中治療専門療法士資格の検

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 

3)周術期・救急集中治療専門療法士資格制度の検討 

・実施場所；①WEB会議、②メール会議、③メール会議(他学会含む) 

・実施日時；①2022年6月21日、11月22日、②随時、③8月16日、10月12日 

・対 象 者；①栄養士・管理栄養士の学術評議員、②部会委員、③理事長・臨床栄養代謝専門療法士資格WG

長・部会長・副部会長・日本栄養士会理事、日本健康システム学会理事 

 

⑩事 業 名：薬剤師部会 

・内  容；薬剤師部会会議開催 

・検討事項：1)2022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を実施した。 

2)2023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、薬剤師部会アドバンスコースの検討、専門薬剤師制度の検討、薬剤師部会予算等

の検討を行った。 

・実施場所；①WEB会議②現地（パシフィコ横浜ノース）：薬剤師会員の集い   

・実施日時；①第1回：2022年4月13日、第2回：5月20日、第3回：6月29日、第4回：8月10日 

第5回：9月20日、②5月31日 

・対 象 者；①部会委員、②JSPEN2022に参加された代議員・学術評議員の薬剤師 

 

⑪事 業 名：看護師部会 

・内  容；看護師部会会議開催 

・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および実施、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；①メール会議 

・実施日時；①随時 

・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 2022年1月23日 ステーションコンファレンス東京「503 B＋C＋Dルーム」／WEB会議 

第1回定例理事会事前持ち回り審議 1月17日～20日 メール審議 



22 

第2回定例理事会 2022年3月24日 WEB会議 

第2回定例理事会事前持ち回り審議 3月8日～14日 メール審議 

第3回定例理事会 2022年5月30日 横浜ベイホテル東急「B2階アンバサダーズ ボールルーム」／WEB会議 

第3回定例理事会事前持ち回り審議 5月13日～19日 メール審議 

第4回定例理事会 2022年10月17日 AP日本橋「A＋Bルーム」／WEB会議 

第4回定例理事会事前持ち回り審議 10月1日～10日 メール審議 

 

【臨時理事会】 

第1回臨時理事会 2022年6月21日 WEB会議 

第2回臨時理事会 2022年8月2日  WEB会議 

 

【持ち回り理事会】 

第1回持ち回り理事会 2022年2月20日～28日   メール審議 

第2回持ち回り理事会 2022年4月1日～8日    メール審議 

第3回持ち回り理事会 2022年4月22日～28日   メール審議 

第4回持ち回り理事会 2022年6月7日～14日    メール審議 

第5回持ち回り理事会 2022年6月13日～20日   メール審議 

第6回持ち回り理事会 2022年6月14日～20日   メール審議 

第7回持ち回り理事会 2022年6月22日～29日   メール審議 

第8回持ち回り理事会 2022年7月4日～12日    メール審議 

第9回持ち回り理事会 2022年7月15日～21日   メール審議 

第10回持ち回り理事会 2022年7月26日～8月1日  メール審議 

第11回持ち回り理事会 2022年8月18日～23日   メール審議 

第12回持ち回り理事会 2022年9月5日～12日    メール審議 

第13回持ち回り理事会 2022年9月16日～26日   メール審議 

第14回持ち回り理事会 2022年11月7日～11日   メール審議 

第15回持ち回り理事会 2022年11月25日～12月6日 メール審議 

 

Ⅴ.社員総会の開催状況 

第9回定時社員総会 

日  時；2022年2月13日 13：00～16：00 

場  所；ステーションコンファレンス東京「501A・B・S ルーム」/オンライン「ZOOM」使用 

社員総数；248名 

出席者数；238名(委任状による出席207名を含む) 

内  容；1 2021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 2022年度事業計画および予算案の件 ：審議の結果、可決承認 

3 日本医学会関連の件        ：審議の結果、可決承認 

4 特任顧問の選任          ：審議の結果、可決承認 

5 第40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 ：審議の結果、可決承認 
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2022年度第1回臨時社員総会 

日  時；2022年7月31日 13：00～13：50 

場  所；AP東京八重洲「11階 K＋L＋Mルーム」/オンライン「ZOOM」使用 

社員総数；252名 

出席者数；226名(委任状による出席195名を含む) 

内  容；1 定款第13条第4項 役員の選任について           ：審議の結果、可決承認 

2 定款第16条第1項 若手理事の任期について         ：審議の結果、可決承認 

3 定款附則第6項 若手理事規定の適宜見直しについて     ：審議の結果、可決承認 

4 定款附則第7項 理事の定数の一時上限変更について     ：審議の結果、可決承認 

5 定款施行細則第12条の2 若手理事の任期について      ：審議の結果、可決承認 

6 定款施行細則第16条第2、3、4項 役員選任の手続きについて ：審議の結果、可決承認 

7 定款施行細則第17条第1、2、5項 選挙理事の選任について  ：審議の結果、可決承認 

8 定款施行細則第18条第2、3項 推薦理事の選任について    ：審議の結果、可決承認 

9 定款施行細則第18条の2 若手理事の選任について      ：審議の結果、可決承認 

 

Ⅵ.総会・学術評議員会の開催状況 

2022年度総会・学術評議員会は、昨年に引き続き感染対策の一環から、第37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：2022年6月6日～24日 

 

Ⅶ.会員動向 

■2022 年 11 月 30 日現在 * 宛先不明 11 名含む 

会員種別 2021 年 11 月 30 日 2022 年 11 月 30 日 増減 

名誉会長 2 名 2 名 ±0 名 

名誉会員 43 名 43 名 ±0 名 

特別会員 64 名 70 名 ＋6 名 

代議員 248 名 252 名 ＋4 名 

学術評議員（代議員は除

く） 

494 名 508 名 ＋14 名 

正会員 21,417 名 22,435 名 ＋1,018 名 

寄贈会員 8 名 8 名 ±0 名 

総数 22,276 名 23,318 名 ＋1,042 名 

■職種別 

医師 4,738 名 管理栄養士 6,724 名 言語聴覚士 620 名 

歯科医師 441 名 栄養士 37 名 歯科衛生士 121 名 

看護師 4,161 名 臨床検査技師 624 名 診療放射線技師 3 名 

准看護師 1 名 理学療法士 498 名 その他 * 563 名 

薬剤師 4,647 名 作業療法士 140 名 合計 23,318 名 

 

以上 


