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一般財団法人 日本栄養療法推進協議会 

平成 28年度（2016年度）事業報告 

（平成 27 年（2015年）11 月 1 日～平成 28年（2016 年）10 月 31日） 

 

１．組織構成 

１）法人第２期（通算第６期）理事会（任期：平成 27 年 12 月 26 日から選任後２年以内に終了する事

業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。監事の任期は、選任後４年

以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。） 

役 職 氏 名 所属機関名 推薦団体・出身 

理 事 松崎松平 東海大学医学部付属東京病院内科 （一社）日本病態栄養学会 

理 事 恩地森一 今治医療福祉センター （一社）日本病態栄養学会 

理 事 石田 均 杏林大学医学部第三内科 （一社）日本病態栄養学会 

理 事 大柳治正 近畿大学医学部 （一社）日本静脈経腸栄養学会 

理 事 木村 理 山形大学医学部第一外科 （一社）日本静脈経腸栄養学会 

理 事 東口髙志 藤田保健衛生大学外科・緩和医療学 （一社）日本静脈経腸栄養学会 

理 事 福島亮治 帝京大学医学部外科学講座 日本外科代謝栄養学会 

理 事 和佐勝史 大阪大学医学科教育センター 日本外科代謝栄養学会 

理 事 中川俊男 （公社）日本医師会 （公社）日本医師会 

理 事 木平健治 広島大学病院薬剤部 （一社）日本病院薬剤師会 

理 事 石川祐一 日立製作所日立総合病院栄養課 （公社）日本栄養士会 

理 事 雨宮みち （公社）日本看護協会 （公社）日本看護協会 

理 事 宮島喜文 （一社）日本臨床衛生検査技師会 （一社）日本臨床衛生検査技師会 

監 事 眞田 裕 昭和大学藤が丘病院 日本外科代謝栄養学会 

監 事 中屋 豊 四国中央病院 （一社）日本病態栄養学会 

庶務幹事 伊藤彰博 藤田保健衛生大学外科・緩和医療学 （一社）日本静脈経腸栄養学会 
    

名 誉 顧 問 日野原重明 聖路加国際病院 設立準備役員代表 

相談役 岩﨑 榮 （公財）日本医療機能評価機構 （公財）日本医療機能評価機構 

顧 問 井村裕夫 （公財）先端医療振興財団 （一社）日本病態栄養学会 

顧 問 立川倶子 （公社）鹿児島県栄養士会 （一社）日本病態栄養学会 

顧 問 伊賀立二 （一社）日本病院薬剤師会・顧問 （一社）日本病院薬剤師会 

顧 問 戸根経夫 社会医療法人 若弘会 （一社）日本医療･病院管理学会 

顧 問 今村 聡 （公社）日本医師会 （公社）日本医師会 

顧 問 洪 愛子 （公社）日本看護協会 （公社）日本看護協会 

顧 問 山口義行 立教大学  

（敬称略） 

 



 

２）法人第２期（通算第１期）評議員会（任期：平成 25年 11月１日から選任後４年以内に終了する事

業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで。） 

役 職 氏名 所属機関名 推薦団体・出身 

評議員 鈴木一幸 盛岡大学 （一社）日本病態栄養学会 

評議員 北谷直美 関西電力病院 （一社）日本病態栄養学会 

評議員 入山圭二 長島中央病院 （一社）日本静脈経腸栄養学会 

評議員 馬場忠雄 滋賀医科大学 （一社）日本静脈経腸栄養学会 

評議員 櫻井洋一 和洋女子大学 日本外科代謝栄養学会 

評議員 土岐 彰 昭和大学 日本外科代謝栄養学会 

評議員 鈴木邦彦 (公社）日本医師会 （公社）日本医師会 

評議員 林 昌洋 虎ノ門病院 （一社）日本病院薬剤師会 

評議員 福澤祐幸 東京労災病院 （一社）日本病院薬剤師会 

評議員 西村一弘 緑風荘病院 （公社）日本栄養士会 

評議員 原 純也 武蔵野赤十字病院 （公社）日本栄養士会 

評議員 岡田茂治 埼玉県立がんセンター （一社）日本臨床衛生検査技師会 

評議員 横地常広 （一社）日本臨床衛生検査技師会 （一社）日本臨床衛生検査技師会 

評議員 伊藤美智子 東京山手メディカルセンター （公社）日本看護協会 

（敬称略） 

 

３）法人第１期（通算第５期）基準策定委員会（任期：平成 25年 11 月１日から法人理事任期に準じる） 

役 職 氏 名 所属機関名 推薦団体・出身 

委員長 
(担当理事) 

東口髙志 藤田保健衛生大学外科・緩和医療学 （一社）日本静脈経腸栄養学会 

理 事 和佐勝史 大阪大学医学科教育センター 日本外科代謝栄養学会 

委 員 木平健治 広島大学病院薬剤部 （一社）日本病院薬剤師会 

委 員 宮島喜文 （一社）日本臨床衛生検査技師会 （一社）日本臨床衛生検査技師会 

委 員 石川祐一 日立製作所日立総合病院栄養課 （公社）日本栄養士会 

委 員 雨宮みち （公社）日本看護協会看護研修学校 （公社）日本看護協会 

（敬称略） 

 



 

４）法人第２期（通算第６期）認定委員会（任期：平成 27 年 12月 26日から法人理事任期に準じる） 

役 職 氏 名 所属機関名 推薦団体・出身 

委員長 
(担当理事) 

東口髙志 藤田保健衛生大学外科・緩和医療学 JCNT担当理事 

委 員 大熊利忠 出水総合医療センター 
（一社）日本静脈経腸栄養学会 

委 員 藤山佳秀 滋賀医科大学 

委 員 志賀英敏 帝京大学ちば総合医療センター 
日本外科代謝栄養学会 

委 員 標葉隆三郎 相馬中央病院 

委 員 岡田茂治 埼玉県立がんセンター （一社）日本臨床衛生検査技師会 

委 員 宮下 実 川崎市立多摩病院栄養部 （公社）日本栄養士会 

委 員 岩田智樹 一宮市立市民病院薬剤部 （一社）日本病院薬剤師会 

委 員 橋本裕子 埼玉県立がんセンター （公社）日本看護協会 

委 員 伊藤彰博 藤田保健衛生大学外科・緩和医療学 JCNT幹事 

（敬称略） 

 

５）教育事業検討ワーキンググループ法人第２期（通算第４期）（任期：平成 27年 12 月 26日から法人

理事任期に準じる） 

役 職 氏 名 所属機関名 推薦団体・出身 

委員長 

(担当理事) 
和佐勝史 大阪大学医学科教育センター 日本外科代謝栄養学会 

委 員 東口髙志 藤田保健衛生大学外科・緩和医療学講座 
（一社）日本静脈経腸栄養学会 

委 員 竹山廣光 名古屋市立大学消化器外科 

委 員 織田成人 千葉大学救急集中治療医学 
日本外科代謝栄養学会 

委 員 深柄和彦 東京大学医学部附属病院 

（敬称略） 

※第１期理事会（役員任期：平成 17年６月 29日から平成 20年 10月 31 日まで） 

※第２期理事会（役員任期：平成 20年 11 月１日から平成 22年 10月 31 日まで） 

※第３期理事会（役員任期：平成 22年 11 月１日から平成 24年 10月 31 日まで） 

※第４期理事会（役員任期：平成 24年 11 月１日から平成 26年 1 月 28日まで）（注１・２） 

※法人第１期理事会（通算第５期） 

（役員任期：平成 25年 11月１日から選任後２年以内に終了する事業年度 

のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで） 

※法人第２期理事会（通算第６期） 

（役員任期：平成 27年 12月 26 日から選任後２年以内に終了する事業年度 

のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで） 

 



 

２．諸会議の開催 

１）理事会 

（１）2016年度 第 2 回（法人第 4 回・通算第 18回）理事会（評議員会合同会議） 

開催日時：平成 27 年 12月 26 日（土）15：50～16：15 

場  所：コンベンションルーム・ＡＰ品川 10階 会議室「Ａ」 

〒108-0074 東京都港区高輪３-25-23 京急第２ビル 10階 

Tel：03-5798-3109 ／ Fax：03-5798-4109 ／ URL：http://www.ap-shinagawa.com/ 

 

理事の現在員数：13名 

理事の出席者数：10名（定足数７名以上） 

出 席 者：石田 均，恩地森一，松崎松平（一社・日本病態栄養学会） 

大柳治正，木村 理，東口髙志（一社・日本静脈経腸栄養学会） 

福島亮治（日本外科代謝栄養学会），石川祐一（（公社）日本栄養士会） 

宮島喜文（一社・日本臨床衛生検査技師会），雨宮みち（公社・日本看護協会） 各理事 

眞田 裕（日本外科代謝栄養学会），中屋 豊（一社・日本病態栄養学会） 各監事 

伊藤彰博（一社・日本静脈経腸栄養学会）庶務幹事 

 

欠 席 者：日野原重明 名誉顧問 ，岩﨑 榮 相談役 

伊賀立二，今村 聡，井村裕夫，洪 愛子，立川倶子，戸根経夫，山口義行 各顧問 

和佐勝史（日本外科代謝栄養学会）中川俊男（公社・日本医師会） 

木平健治（一社・日本病院薬剤師会） 各理事 

事務局：柴田晶子（学会支援機構） 

【審議事項】 

第１号 議案 平成 27 年度事業報告（決算含）について【評議員会議決事項】 

第２号 議案 平成 28 年度事業計画（予算案含）について【評議員会議決事項】 

第３号 議案 理事の選任について 

【報告事項】 

１．第 10回 JCNT_NST 稼動施設認定新規審査結果について 

２．第１～４回 JCNT_NST 稼動施設認定(第１回目)更新審査結果について 

３．第 11回 JCNT_NST 稼動施設認定申請手続きについて 

４．第５回 JCNT_NST稼動施設認定更新審査について 

５．第１回 JCNT_NST 稼働施設認定(第２回目)更新審査について 

６．更新基準の改訂について（教育セミナーの受講要件等） 

７．次回教育セミナーについて     資料９ 

議  事： 

１．理事会・評議員合同会議の開催について 

２．前回理事会議事録の確認について 

３．議長及び議事録署名人について 



 

（２）2016年度 第２回理事会（メール持ち回り理事会） 

日 時：メールによる持ち回り理事会 

平成 28年 8 月 9日送信、平成 28年 8 月 19日までに返信（締め切り） 

 

《審議事項》 

医師が異動した場合の暫定措置（当該施設に勤務歴のある医師のセミナー参加を可とする）につ

いて 

8月 22日付けで、上記議案が暫定承認された。 

以上 

２）評議員会 

（１）2016年度 第 2 回（法人第 4 回・通算第 18回）理事会（評議員会合同会議） 

開催日時：平成 27 年 12月 26 日（土）14：00～15：30 

場  所：コンベンションルーム・ＡＰ品川 10階 会議室「Ａ」 

〒108-0074 東京都港区高輪３-25-23 京急第２ビル 10階 

Tel：03-5798-3109 ／ Fax：03-5798-4109 ／ URL：http://www.ap-shinagawa.com/ 

 

評議員の現在員数：14 名 

理事の出席者数：8 名（定足数７名以上） 

出 席 者： 

鈴木 一幸，北谷 直美（（一社）日本病態栄養学会） 

馬場 忠雄（（一社）日本静脈経腸栄養学会） 

櫻井 洋一，土岐 彰（日本外科代謝栄養学会） 

原 純也（（公社）日本栄養士会），岡田 茂治（（一社）日本臨床衛生検査技師会） 

伊藤 美智子（（公社）日本看護協会） 

 

欠 席 者：日野原重明 名誉顧問 ，岩﨑 榮 相談役 

伊賀立二，今村 聡，井村裕夫，洪 愛子，立川倶子，戸根経夫，山口義行 各顧問 

入山圭二（（一社）日本静脈経腸栄養学会），鈴木邦彦（（公社）日本医師会）， 

林 昌洋，福澤祐幸（（一社）日本病院薬剤師会），西村一弘（（公社）日本栄養士会） 

横地 常広（（一社）日本臨床衛生検査技師会）    各評議員 

 

【審議事項】 

第１号 議案 平成 27 年度事業報告（決算含）について 

第２号 議案 平成 28 年度事業計画（予算案含）について 

 



 

３）認定委員会 

（１）平成 27年度第２回（通算第 11 回）ＮＳＴ稼動施設認定委員会 

日 時：平成 27年 10 月 18 日（日）13:00～15:00 

場 所：コンベンションルーム・ＡＰ品川 10階 会議室「Ｆ」 

出席者：伊藤彰博，大熊利忠，標葉隆三郎，宮下 実，岩田智樹，岡田茂治 各委員 

欠席者：東口髙志委員長，加藤章信，志賀英敏，藤山佳秀，武田英二，橋本裕子 委員 

事務局：中川庸幸，柴田晶子（学会支援機構） 

 

議 題： 

１．第９回認定の審査について 

２．第１回暫定認定施設（病態栄養学会・JSPEN 分）本更新[追加]申請の審査について 

３．第２回暫定認定施設（病態栄養学会・JSPEN 分）本更新[追加]申請の審査について 

４．第３回暫定認定施設（病態栄養学会・JSPEN 分）本更新[追加]申請の審査について 

５．第４回認定施設（JSPEN 分）本更新申請の審査について 

６．今後の改善点について 

７．理事会への提案事項について 

 

（２）平成 28年度第１回（通算第 12 回）ＮＳＴ稼動施設認定委員会 

日 時：平成 28年 10 月 19 日（水） 14：00～17：00 

場 所：コンベンションルーム ・AP品川  ９階 会議室 「Ｏ」 

出席者：東口髙志委員長 

標葉隆三郎，志賀英敏，宮下 実，岩田智樹，伊藤彰博 各委員 

欠席者：大熊利忠，藤山佳秀，岡田茂治，橋本裕子 各委員 

※（一社）日本病態栄養学会からは諸事情により、委員を派遣しない旨、連絡があった。 

事務局：村上聡、柴田晶子（学会支援機構） 

 

議 題： 

１．第 10回認定の審査について 

２．第１回認定施設（病態栄養学会・JSPEN 分）本更新申請の審査について 

３．第５回認定施設（病態栄養学会・JSPEN 分）本更新申請の審査について 

 

３．教育啓発事業（教育セミナーの開催） 

(１）．１）第２回教育セミナーを以下のとおり開催した。 

主 催：（一財）日本栄養療法推進協議会 

共 催：（一社）日本静脈経腸栄養学会，（一社）日本病態栄養学会，日本外科代謝栄養学会 

後 援：（公社）日本医師会，（一社）日本病院薬剤師会，（一社）日本臨床衛生検査技師会 

（公社）日本栄養士会，（公社）日本看護協会 

日 時：2015（平成 27）年 11 月 29日（日） 9：50～17：30 



 

会 場：千里ライフサイエンスセンター 

〒560-0082 大阪府豊中市千里東町 1-4-2 http://www.senrilc.co.jp/ 

○受付開始：9：00～ 

○参加資格：JCNT_NST 稼働認定施設の施設長（病院長）もしくは NST 責任者または任じる者 

○参加登録：JCNT ホームページから登録（http://www.jcnt.jp/index.html） 

○定  員：300 名（事前申込先着順） 

○参 加 費：10,000 円（テキスト代含） 

２）プログラム 〔 11月 29 日（日）9：50～17：30〕 

9：50～                  開会の辞  大柳 治正（JCNT理事長） 

 

セッション担当：（一社）日本静脈経腸栄養学会 司会  東口 髙志（藤田保健衛生大学） 

10：00～11：00  １．腸内細菌叢からみた栄養管理 ～プレバイオティクスと 

プロバイオティクス～     佐々木雅也（滋賀医科大学） 

11：00～12：00  ２．栄養管理におけるリスクマネジメント 

  田中 芳明（久留米大学） 

〔 昼休憩 12：00～13：00 〕 

 

セッション担当：（一社）日本病態栄養学会   司会  鈴木 一幸（盛岡大学） 

13：00～14：00  ３．食事及び栄養から見た抗酸化療法 金谷 節子（金谷栄養研究所） 

14：00～15：00  ４．ウイルス性慢性肝疾患における栄養治療の意義 

鈴木 壱知（獨協医科大学越谷病院） 

〔 休憩 15：00～15：30 〕 

セッション担当：日本外科代謝栄養学会     司会  福島 亮治（帝京大学） 

15：30～16：30  ５．小児領域における栄養管理    土岐 彰（昭和大学） 

16：30～17：30  ６．術前術後化学療法における栄養療法の役割 

 土岐祐一郎（大阪大学） 

 

閉会の辞  和佐 勝史（JCNT教育担当理事） 

 

(２）．１）第３回教育セミナーを以下のとおり開催した。 

主 催：（一財）日本栄養療法推進協議会 

共 催：（一社）日本静脈経腸栄養学会，（一社）日本病態栄養学会，日本外科代謝栄養学会 

後 援：（公社）日本医師会，（一社）日本病院薬剤師会，（一社）日本臨床衛生検査技師会 

（公社）日本栄養士会，（公社）日本看護協会 

日 時：2016（平成 28）年 8月 6 日（土） 9：50～17：30 

会 場：帝京大学板橋キャンパス臨床大講堂 

〒173-8605 東京都板橋区加賀 2-11-1 

○受付開始：9：00～ 



 

○参加資格：JCNT_NST 稼働認定施設の施設長（病院長）もしくは NST 責任者または任じる者 

及び、その同行者 

○参加登録：JCNT ホームページから登録（http://www.jcnt.jp/index.html） 

○定  員：400名（事前申込先着順） 

○参 加 費：主参加者 20,000 円（テキスト代含）、同行者 10,000 円（テキスト代含） 

 

２）プログラム 〔8月 6日（日）9：50～17：30〕 

9：50～                  開会の辞  大柳 治正（JCNT理事長） 

 

セッション 1：司会 東口 髙志（藤田保健衛生大学） 

10：00～11：00  １．“静脈栄養の新たな潮流”NST 薬剤師の立場から 

二村 昭彦（藤田保健衛生大学） 

11：00～12：00  ２．“知っておきたい静脈栄養管理のポイント”NST 医師の立場から  

 鍋谷 圭宏（千葉県がんセンター） 

〔 昼休憩 12：00～13：00 〕 

 

セッション 2：司会 松崎 松平（東海大学） 

13：00～14：00  ３．栄養管理におけるセイフティマネジメント 和佐 勝史（大阪大学） 

14：00～15：00  ４．がん治療における痩せ、筋肉減少の意義  比企 直樹（癌研有明病院） 

〔 休憩 15：00～15：20 〕 

 

セッション担当：日本外科代謝栄養学会     司会  福島 亮治（帝京大学） 

15：20～16：20  ５．手術後の体力回復促進に必要なこと  宮田 剛（岩手県立中央病院） 

16：20～17:20  ６．栄養と免疫                深柄 和彦（東京大学） 

 

閉会の辞  和佐 勝史（JCNT教育担当理事） 

 

４．NST稼働施設認定について 

第 10 回 NST 稼働施設認定について 

平成 27年 10月 18 日（日）13:00～15:00に認定委員会を開催（平成 27 年度開催）し、第 10 回 NST

稼働施設認定として、申請書類の提出があった日本静脈経腸栄養学会（以下、JSPEN と表記）から

の４施設と日本病態栄養学会からの５施設について審査を行った。平成 27 年 12月 26 日の平成 28

年度第１回理事会にて最終確認を行い、以下の９施設を JCNT_NST 稼働認定施設として承認した。 

 

第 10 回 JCNT_NST 稼働施設認定 認定施設 20施設一覧 

都道府県 施設番号 経営母体 病院名 

岩手県 01000001  盛岡市立病院 

岩手県 01000002  岩手県立磐井病院 

栃木県 01000003 独立行政法人地域医療機能推進機構 うつのみや病院 



 

埼玉県 01000004 埼玉県厚生農業協同組合連合会 熊谷総合病院 

東京都 01000005 順天堂大学医学部附属 順天堂東京江東高齢者医療センター 

東京都 01000006 社会医療法人河北医療財団 河北総合病院 

東京都 01000007 医療法人財団健貢会 総合東京病院 

大阪府 01000008 医療法人仁真会 白鷺病院 

愛媛県 01000009  愛媛県立中央病院 

認定期間は、2015 年９月１日から 2020 年８月 31 日までとする。 

 

５．認定施設の更新申請について 

平成 28年度末時点（平成 28 年 10月 31 日現在）での更新申請状況は以下のとおりである。 

１）第１回認定施設 653施設 

初回認定期間 ：2006 年９月１日から 2011 年８月 31日 

第 1回更新期間：2011 年９月１日から 2016 年８月 31日まで 

第２回更新期間：2016 年９月１日から 2021 年８月 31日まで 

462施設（JSPEN 398施設，病態栄養 65施設）から認定更新申請有 

JSPEN 認定施設 398 施設の内 249 施設は審査を通過し、97 施設は書類不備があったため、提

出次第承認とする。JSPEN認定期間切れとなっていた施設については、再度認定を受けてから

申請するよう案内済。 

２）第２回認定施設 189施設 

初回認定期間 ：2007 年９月１日から 2012 年８月 31日 

第 1回更新期間：2012 年９月１日から 2017 年８月 31日 

164施設（JSPEN 145施設，病態栄養 19施設）が認定更新済 

３）第３回認定施設 71施設 

初回認定期間 ：2008 年９月１日から 2013 年８月 31日 

第１回更新期間：2013 年９月１日から 2018 年８月 31日 

55 施設（JSPEN 46 施設，病態栄養 ９施設）が認定更新済 

４）第４回認定施設 27施設 

初回認定期間 ：2009 年９月１日から 2014 年８月 31日 

第１回更新期間：2014 年９月１日から 2019 年８月 31日 

20 施設（JSPEN 16 施設，病態栄養 ４施設）が認定更新済 

５）第５回認定施設 14施設 

初回認定期間 ：2011 年９月１日から 2016年８月 31日 

第１回更新期間：2016 年９月１日から 2020年８月 31日 

7 施設（JSPEN７施設）が認定更新済 

 

６．賛助会員について 

以下 12社から当会の事業活動に賛同し、サポートいただいている。 

 アイドゥ株式会社 

 アボットジャパン株式会社 

 株式会社大塚製薬工場 

 株式会社クリニコ 



 

 株式会社三和化学研究所 

 株式会社ジェイ・エム・エス 

 株式会社トップ 

 株式会社明治 

 株式会社メディコン 

 テルモ株式会社 

 ニュートリ―株式会社 

 ネスレ日本株式会社 

 フレゼニウス カービージャパン株式会社                （五十音順） 

 

味の素ニュートリション株式会社様は 2016 年 8月 31日の営業終了に伴い退会。 

アイドゥ株式会社様は 2016 年 11月 28 日をもって退会。 

株式会社三和化学研究所様は 2017年 3 月 31日をもって、ニュートリー株式会社様にニュート

リション事業を譲渡するため、2016 年度をもって退会。 

 

７．平成 28 年度（2016年度）貸借対照表・正味財産増減計算書・財産目録・収支計算書について 

別紙参照 

以 上



 

 

（単位:円）

科　　目 予算額 決算額 差　異 備　　考

　１．事業活動収入

　　　事業収入 2,400,000 2,410,000 △ 10,000

　　　　認定料収入 2,400,000 2,410,000 △ 10,000

　　　　　審査料収入 2,270,000 2,340,000 △ 70,000

　　　　　　新規審査料収入 20,000 0 20,000

　　　　　　更新審査料収入 2,250,000 2,340,000 △ 90,000

　　　　　認定料収入 130,000 70,000 60,000

　　　　　　新規認定料収入 90,000 40,000 50,000

　　　　　　更新認定料収入 40,000 30,000 10,000

　　　賛助会員収入 850,000 1,000,000 △ 150,000
会費＠100,000円×4社・
＠50,000円×9社・＠150,000円×1社

　　　教育啓発活動収入 7,500,000 5,414,000 2,086,000 第2回、第3回教育セミナー参加費

　　　雑収入 1,000 1,049 △ 49

　　　　受取利息収入 1,000 1,049 △ 49 預金利息

　　　　雑収入 0 0 0

　　事業活動収入計 10,751,000 8,825,049 1,925,951

　２．事業活動支出

　　　教育啓発活動費 5,600,000 4,708,389 891,611 第2回,第3回教育セミナー開催費

　　　会議費 210,000 149,040 60,960

　　　　評議員会費 60,000 56,187 3,813

　　　　理事会費 60,000 56,187 3,813

　　　　基準策定委員会 50,000 0 50,000

　　　　認定委員会 40,000 36,666 3,334 2015/10/18 認定委員会開催前払費用

　　　　教育WG委員会 0 0 0

　　　　広報委員会 0 0 0

　　　旅費交通費 810,000 488,000 322,000

　　　　評議員会旅費 200,000 93,000 107,000

　　　　理事会旅費 350,000 235,000 115,000

　　　　基準策定委員会旅費 100,000 0 100,000

　　　　認定委員会旅費 160,000 160,000 0 2015/10/18 認定委員会前払旅費

　　　　教育WG委員会旅費 0 0 0

　　　　広報委員会旅費 0 0 0

　　　通信費 200,000 258,734 △ 58,734
事務通信費，電話代
認定証等案内発送経費

　　　印刷費 250,000 312,920 △ 62,920
第１～４回更新認定証，

第10回認定証，各印刷費，コピー代

　　　ホームページ管理費 370,000 373,464 △ 3,464
ホームページサーバ利用料
保守・更新費用

　　　業務委託費 1,800,000 1,724,264 75,736 事務委託費，認定業務費

　　　雑　費 250,000 279,246 △ 29,246 振込手数料・認定審査書類保管費他

　　　租税公課 70,000 70,000 0 都民税均等割

    事業活動支出計 9,560,000 8,364,057 1,195,943

    当期収支差額 1,191,000 460,992 730,008

    前期繰越収支差額 4,439,991 4,439,991 0

    次期繰越収支差額 3,930,991 4,900,983 △ 969,992

（一財）日本栄養療法推進協議会

2016年度収支計算書

2015年11月１日から2016年10月31日まで

2016/12/26
理事会(評議員合同会議)開催費用

2015/12/26
理事会(評議員合同会議)旅費



 

 

（単位:円）
科　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ　資産の部
  　１．流動資産
          現金預金 5,353,838 7,900,540 △ 2,546,702
            郵便振替 4,289,933 3,655,899 634,034
            普通預金 1,063,905 4,244,641 △ 3,180,736
　　　　　未収金 1,520,000 80,000 1,440,000
　　　　　前払費用 0 196,666 △ 196,666
        流動資産合計 6,873,838 8,177,206 △ 1,303,368
　　２．固定資産
　　　　基本財産 3,000,000 3,000,000 0
　　　　基本財産合計 3,000,000 3,000,000 0
　　　　固定資産合計 3,000,000 3,000,000 0
　　資産合計 9,873,838 11,177,206 △ 1,303,368

Ⅱ　負債の部
  　１．流動負債
          未払費用 1,856,855 831,215 1,025,640
          前受金 0 2,790,000 △ 2,790,000
　　　　　仮受金 116,000 116,000 0
        流動負債合計 1,972,855 3,737,215 △ 1,764,360
        負債合計 1,972,855 3,737,215 △ 1,764,360
Ⅲ　正味財産の部
  　正味財産 7,900,983 7,439,991 460,992
        正味財産合計 7,900,983 7,439,991 460,992
　　　　（うち基本財産への充当額） 3,000,000 3,000,000 0
        負債及び正味財産合計 9,873,838 11,177,206 △ 1,303,368

（単位:円）
科　　目

Ⅰ　資産の部
　　１．流動資産
　　　　現金預金 5,353,838
　　　　　郵便振替 4,289,933
　　　　　普通預金 1,063,905
　　　　　　三井住友銀行/大塚支店 1,063,905
　　　　未収金 1,520,000
　　　　前払費用 0
　　　　流動資産合計 6,873,838

　　２．固定資産
　　　　基本財産 3,000,000
　　　　　（定期）三井住友銀行/大塚支店 3,000,000
　　　　基本財産合計 3,000,000

3,000,000
　　　　資産合計 9,873,838

Ⅱ　負債の部
　　１．流動負債
　　　　未払費用 1,856,855
　　　　前受金 0
　　　　仮受金 116,000
　　　　流動負債合計 1,972,855
　　　　負債合計 1,972,855
　　　　正味財産 7,900,983

（一財）日本栄養療法推進協議会

貸借対照表

（2016年10月31日現在）

金　　額

財産目録

（2016年10月31日現在）



 

 

 

（単位:円）

科 目 当年度 前年度 増　減

 経常増減の部

  １）経常収益

　　　事業収益 2,410,000 881,000 1,529,000

　　　　認定料収入 2,410,000 881,000 1,529,000

　　　　　審査料収入 2,340,000 35,000 2,305,000

　　　　　　新規審査料収入 0 20,000 △ 20,000

　　　　　　更新審査料収入 2,340,000 15,000 2,325,000

　　　　　認定料収入 70,000 840,000 △ 770,000

　　　　　　新規認定料収入 40,000 200,000 △ 160,000

　　　　　　更新認定料収入 30,000 640,000 △ 610,000

　　　　　延長認定証作成料収入 0 6,000 △ 6,000

　　　賛助会員収入 1,000,000 850,000 150,000

　　　教育啓発活動収入 5,414,000 3,245,000 2,169,000

　　　雑収益 1,049 1,450 △ 401

　　　　受取利息収入 1,049 1,234 △ 185

　　　　雑収益 0 216 △ 216

　　　寄付金収入 0 0 0

　　  経常収益計 8,825,049 4,977,450 3,847,599

  ２）経常費用

　　　教育啓発活動費 4,708,389 2,783,301 1,925,088

　　　会議費 149,040 119,664 29,376

　　　　評議員会費 56,187 40,257 15,930

　　　　理事会費 56,187 40,257 15,930

　　　　基準策定委員会 0 0 0

　　　　認定委員会 36,666 39,150 △ 2,484

　　　　教育WG委員会 0 0 0

　　　　広報委員会 0 0 0

　　　旅費交通費 488,000 386,000 102,000

　　　　評議員会旅費 93,000 84,000 9,000

　　　　理事会旅費 235,000 197,000 38,000

　　　　基準策定委員会旅費 0 0 0

　　　　認定委員会旅費 160,000 105,000 55,000

　　　　教育WG委員会旅費 0 0 0

　　　　広報委員会旅費 0 0 0

　　　通信費 258,734 214,119 44,615

　　　印刷費 312,920 276,454 36,466

　　　ホームページ管理費 373,464 362,664 10,800

　　　業務委託費 1,724,264 1,235,520 488,744

　　　法人化業務費 0 0 0

　　　雑費 279,246 233,652 45,594

　　　租税公課 70,000 70,000 0

　　経常費用計 8,364,057 5,681,374 2,682,683

　　当期経常増減額 460,992 △ 703,924 1,164,916

　　正味財産期首残高 7,439,991 8,143,915 △ 703,924

　　正味財産期末残高 7,900,983 7,439,991 460,992

（2016年10月31日現在）

正味財産増減計算書

（一財）日本栄養療法推進協議会


