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一般財団法人 日本栄養療法推進協議会 

平成 27年度（2015 年度）事業報告 

（平成 26 年（2014年）11 月 1 日～平成 27年（2015 年）10 月 31日） 

 

１．組織構成 

１）法人第１期（通算第５期）理事会（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 

理事長 大柳治正 近畿大学医学部 （一社）日本静脈経腸栄養学会 

副理事長 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 

副理事長 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 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 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 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 （一社）日本病態栄養学会 （公財）先端医療振興財団 

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 立川倶子 （一社）日本病態栄養学会 （公社）鹿児島県栄養士会 

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１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 

委 員 山田祐一郎 秋田大学医学部内分泌・代謝・老年内科 （一社）日本病態栄養学会 

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１期（通算第５期）認定委員会（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 JCNT担当理事 

委 員 武田英二 徳島大学大学院臨床栄養学 
（一社）日本病態栄養学会 

委 員 加藤章信 盛岡市立病院 

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１期（通算第３期）（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) 
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 窪田直人 東京大学医学部附属病院糖尿病代謝内科 
（一社）日本病態栄養学会 

委 員 川崎英二 長崎大学病院生活習慣病予防診療部 

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） 

 

（注１）平成 25年 11月 1日から一般財団法人となるが、任意団体時の役員が法人団体設立時の

役員として就任できるよう継続就任依頼を行った。 

 

（注２）任意団体時の役員任期は平成 26 年 10 月 31 日までとなるが、法人後の理事会発足時の

任意団体の解散議決を行うため、日付については、任意団体最後の理事会開催日となる

平成 26年 1 月 28日までとなる。平成 25年 11月１日から平成 26 年１月 28 日の間、任

意団体および法人団体の役員をそれぞれ兼任した。 

 



 

２．諸会議の開催 

１）理事会 

（１）平成 27年度第１回（法人第２回・通算第 16回）理事会(評議員合同会議) 

開催日時：平成 27 年１月 30 日（金）14:00～16:00 

場  所：コンベンションルーム・ＡＰ品川 10階 会議室「Ｅ」 

〒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 

評議員の出席者数：７名（定足数８名以上のため評議員会は持ち回りで開催とする） 

出 席 者：鈴木一幸（（一社）日本病態栄養学会) 

入山圭二，馬場忠雄（（一社）日本静脈経腸栄養学会) 

土岐 彰(日本外科代謝栄養学会) 

林 昌洋，福澤祐幸(（一社）日本病院薬剤師会) 

原 純也(（公社）日本栄養士会) 各評議員 

 

理事の現在員数：13名 

理事の出席者数：８名（定足数７名以上） 

出 席 者：恩地森一，中屋 豊，松崎松平（一社・日本病態栄養学会） 

大柳治正，東口髙志（一社・日本静脈経腸栄養学会） 

眞田 裕（日本外科代謝栄養学会） 

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 

宇都宮一典（一社・日本病態栄養学会） 

畠山勝義（日本外科代謝栄養学会） 各監事 

オブザーザー：１名 

福島亮治先生（日本外科代謝栄養学会）※眞田理事交代に伴う理事予定者 

 

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 

北谷直美（一社・日本病態栄養学会），櫻井洋一（日本外科代謝栄養学会） 

鈴木邦彦（公社・日本医師会），西村一弘（公社・日本栄養士会） 

萩原三千男，坂西 清（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） 各評議員 

木村 理（一社・日本静脈経腸栄養学会），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），石川祐一（公社・日本栄養士会） 

木平健治（一社・日本病院薬剤師会） 各理事 

伊藤彰博（一社・日本静脈経腸栄養学会）庶務幹事 

http://www.ap-shinagawa.com/


 

石田 均先生（一社・日本病態栄養学会）オブザーバー 

※中屋理事交代に伴う理事予定者 

記  録：中川庸幸（事務局・学会支援機構） 

 

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 

【審議事項】 

第１号 議案 平成 26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 27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 第９回 JCNT_NST稼動施設認定新規審査結果について 

第４号 議案 第１・２・３・４回 JCNT_NST 稼動施設認定更新審査結果について 

第５号 議案 専門委員の交代について 

第６号 議案 次回教育セミナーについて 

【報告事項】 

１）評議員・理事・監事の交代について【評議員会議決事項】 

２）第 10回 JCNT_NST 稼動施設認定申請手続きについて 

３）第５回 JCNT_NST稼動施設認定更新審査について 

 

２）評議員会 

（１）平成 27年度 第１回評議員会（郵送による持ち回り評議員会） 

日 時：郵送による持ち回り評議員会 

平成 27年１月 23日発送、平成 27年１月 30日までに返信（締め切り） 

審議者：評議員 鈴木一幸（一社）日本病態栄養学会 

評議員 北谷直美（一社）日本病態栄養学会 

評議員 入山圭二（一社）日本静脈経腸栄養学会 

評議員 馬場忠雄（一社）日本静脈経腸栄養学会 

評議員 鈴木邦彦（公社）日本医師会 

評議員 林 昌洋（一社）日本病院薬剤師会 

評議員 福澤祐幸（一社）日本病院薬剤師会 

評議員 西村一弘（公社）日本栄養士会 

評議員 原 純也（公社）日本栄養士会 

評議員 萩原三千男（一社）日本臨床衛生検査技師会 

評議員 坂西 清（一社）日本臨床衛生検査技師会 

評議員 伊藤美智子（公社）日本看護協会     （以上、12名） 

 

 



 

回答者：評議員 鈴木一幸（一社）日本病態栄養学会 

評議員 北谷直美（一社）日本病態栄養学会 

評議員 入山圭二（一社）日本静脈経腸栄養学会 

評議員 馬場忠雄（一社）日本静脈経腸栄養学会 

評議員 鈴木邦彦（公社）日本医師会 

評議員 林 昌洋（一社）日本病院薬剤師会 

評議員 福澤祐幸（一社）日本病院薬剤師会 

評議員 西村一弘（公社）日本栄養士会 

評議員 原 純也（公社）日本栄養士会 

評議員 萩原三千男（一社）日本臨床衛生検査技師会 

評議員 坂西 清（一社）日本臨床衛生検査技師会 

評議員 伊藤美智子（公社）日本看護協会     （以上、12名） 

《審議事項》 

一般財団法人 日本栄養療法推進協議会 平成 27年度 第１回(通算第２回)評議員会 

（評議員会の決議の目的である事項※定款第 27条） 

第１号議案 「2014年度事業報告承認」の件 ※定款第 13 条（１） 

第２号議案 「2015年度事業計画承認」の件 ※定款第 22 条（10） 

第３号議案 「評議員の選任」の件  ※定款第 16 条 

第４号議案 「役員の選任」の件  ※定款第 30 条（１・２）第 33 条（３） 

以上 

記 

評議員現在数：12名 

回  答  数：12名 

審 議 結 果 ：第１号議案 「2014 年度事業報告承認」の件 承認 12名 

第２号議案 「2015年度事業計画承認」の件 承認 12 名 

第３号議案 「評議員の選任」の件     承認 12 名 

第４号議案 「役員の選任」の件      承認 12 名 

上記の審議結果に基づき、１月 30日付けにて、上記議案が承認された。 

以上 

３）認定委員会 

平成 27年度第１回（通算第 10 回）ＮＳＴ稼動施設認定委員会 

日 時：平成 26年 12 月 10 日（水）13:00～15:00 

場 所：コンベンションルーム・ＡＰ品川 ９階 会議室「Ｌ」 

出席者：東口髙志委員長 

加藤章信，標葉隆三郎，志賀英敏，宮下 実，岩田智樹，刈米和子，伊藤彰博 各委員 

欠席者：大熊利忠，藤山佳秀，武田英二，依田安代 各委員 

記 録：中川庸幸（事務局・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 

 

４）広報委員会（持ち回り） 

（１）ホームページの管理・更新を行った。 

（２）第１回～第４回の追加更新承認施設および第９回認定施設を掲載した。 

（３）情報公開を目的として、平成 26 年度事業報告・平成 27年度事業計画書を掲載した。 

（４）教育セミナーのページを新設した。本年度は第２回教育セミナー開催情報を掲載した。 

 

５）教育事業検討ワーキンググループ（持ち回り） 

構成学協会・理事会・評議員会の方針に従い、第２回教育セミナーの開催準備を進めた。 

 

３．教育啓発事業（教育セミナーの開催） 

１）第１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：2014（平成 26）年 11 月 29日（土） 9:50～17:30 

会 場：時事通信ホール(時事通信ビル 2F) 

〒104-8178 東京都中央区銀座 5-15-8 http://www.jiji.com/hall/index.php 

○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責任者またはそれに準ずる者 

○参 加 費：10,000 円（テキスト代含）【事前振込】 

○参加者数：288名 

 

２）プログラム〔 11月 29日（土） 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．世界の病院食、術後食      丸山 道生（田無病院） 

11：00～12：00  ２．がんと栄養           谷口 正哲（共和病院） 

12：00～13：00  昼休憩 



 

セッション担当：（一社）日本病態栄養学会    司会 松崎 松平（東海大学医学部付属病院） 

13：00～14：00  ３．栄養治療推進のための臨床現場における教育の在り方と栄養評価法 

                中屋  豊（徳島大学） 

14：00～15：00  ４．栄養治療における食事の美味しさと楽しさの重要性について 

北谷 直美（関西電力病院） 

15：00～15：30  休憩 

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．外科侵襲におけるアミノ酸の意義 和佐 勝史（大阪大学） 

16：30～17：30  ６．救命救急領域における栄養管理のトピックス 

織田 成人（千葉大学） 

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９回 NST稼働施設認定について 

平成 26年 12月 10 日（水）13:00～15:00に認定委員会を開催し、第９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２施設と日本病態栄

養学会からの 18 施設について審査を行った。平成 27 年 1 月 30 日の理事会にて最終確認を行い、

以下の 20施設を JCNT_NST 稼働認定施設として承認した。 

 

第９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 

茨城県 00900001 茨城県厚生農業協同組合連合会 総合病院水戸協同病院 

茨城県 00900002 国家公務員共済組合連合会 水府病院 

埼玉県 00900003 医療法人社団東光会 戸田中央総合病院 

埼玉県 00900004 社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院 

東京都 00900005 医療法人財団興和会 右田病院 

東京都 00900006 社会医療法人財団大和会 武蔵村山病院 

富山県 00900007 上市町 かみいち総合病院 

大阪府 00900008 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会野江病院 

大阪府 00900009 医療法人橘会 東住吉森本病院 

大阪府 00900010 社会医療法人弘道会 萱島生野病院 

大阪府 00900011 独立行政法人地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター 

兵庫県 00900012 地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター西市民病院 

兵庫県 00900013 独立行政法人加古川市民病院機構 加古川東市民病院 

岡山県 00900014 一般財団法人淳風会 旭ヶ丘病院 

岡山県 00900015 岡山市 総合病院岡山市立市民病院 

岡山県 00900016 社会医療法人盛全会 岡山西大寺病院 

高知県 00900017 医療法人仁栄会 島津病院 

愛媛県 00900018 医療法人天真会 南高井病院 

愛媛県 00900019 社会福祉法人恩賜財団済生会 今治病院 

熊本県 00900020 玉名市・玉東町 公立玉名中央病院 

認定期間は、2014年９月１日から 2019 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 27年度末時点（平成 27 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 

562施設（JSPEN 478施設，病態栄養 84施設）が認定更新済 

２）第２回認定施設 188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 

 

６．賛助会員について 

以下 14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 

 味の素ニュートリション株式会社 

 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 

 株式会社三和化学研究所 

 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） 

 

７．平成 27 年度（2015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 1,030,000 881,000 149,000

　　　　認定料収入 1,030,000 881,000 149,000

　　　　　審査料収入 170,000 35,000 135,000

　　　　　　新規審査料収入 20,000 20,000 0
第10回認定施設新規審査料
＠5,000円×4施設分

　　　　　　更新審査料収入 150,000 15,000 135,000
第１～４回認定施設更新審査料
＠5,000円×3施設分

　　　　　認定料収入 860,000 840,000 20,000

　　　　　　新規認定料収入 200,000 200,000 0
第９回認定料（2014年９月１日認定分）
＠10,000円×20施設分

　　　　　　更新認定料収入 660,000 640,000 20,000
第１～４回認定施設更新認定料
＠10,000円×64施設分

　　　　　延長認定証作成料収入 0 6,000 △ 6,000
第１～３回延長申請認定証作成料収入
＠2,000円×3施設分

　　　賛助会員収入 950,000 850,000 100,000 14社・17口×＠50,000円

　　　教育啓発活動収入 3,200,000 3,245,000 △ 45,000

　　　雑収入 1,000 1,450 △ 450

　　　　受取利息収入 1,000 1,234 △ 234 預金利息

　　　　雑収入 0 216 △ 216

　　事業活動収入計 5,181,000 4,977,450 203,550

　２．事業活動支出

　　　教育啓発活動費 2,600,000 2,783,301 △ 183,301 第1回教育セミナー（東京/時事通信ホール）

　　　会議費 150,000 119,664 30,336

　　　　評議員会費 50,000 40,257 9,743

　　　　理事会費 50,000 40,257 9,743

　　　　基準策定委員会 0 0 0

　　　　認定委員会 50,000 39,150 10,850 2014/12/10 認定委員会開催費用

　　　　教育WG委員会 0 0 0

　　　　広報委員会 0 0 0

　　　旅費交通費 600,000 386,000 214,000

　　　　評議員会旅費 150,000 84,000 66,000

　　　　理事会旅費 350,000 197,000 153,000

　　　　基準策定委員会旅費 0 0 0

　　　　認定委員会旅費 100,000 105,000 △ 5,000 2014/12/10 認定委員会旅費

　　　　教育WG委員会旅費 0 0 0

　　　　広報委員会旅費 0 0 0

　　　通信費 150,000 214,119 △ 64,119
事務通信費，電話代
認定証等案内発送経費

　　　印刷費 280,000 276,454 3,546 第１～４回更新認定証，第１～３回認定期間延長認定
証，第９回認定証，各印刷費，コピー代

　　　ホームページ管理費 370,000 362,664 7,336
ホームページサーバ利用料
保守・更新費用

　　　業務委託費 1,350,000 1,235,520 114,480 事務委託費，認定業務費

　　　雑　費 250,000 233,652 16,348 振込手数料・認定審査書類保管費他

　　　租税公課 70,000 70,000 0

    事業活動支出計 5,820,000 5,681,374 138,626

    当期収支差額 △ 639,000 △ 703,924 64,924

    前期繰越収支差額 5,143,915 5,143,915 0

    次期繰越収支差額 4,504,915 4,439,991 64,924

（一財）日本栄養療法推進協議会

2015年度収支計算書

2014年11月１日から2015年10月31日まで

2015/1/30 理事会(評議員合同会議)開催費用

2015/1/30 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 7,900,540 7,875,683 24,857
            郵便振替 3,655,899 3,967,865 △ 311,966
            普通預金 4,244,641 3,907,818 336,823
　　　　　未収金 80,000 10,000 70,000
　　　　　前払費用 196,666 413,000 △ 216,334
        流動資産合計 8,177,206 8,298,683 △ 121,477
　　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 11,177,206 11,298,683 △ 121,477

Ⅱ　負債の部
  　１．流動負債
          未払費用 831,215 418,768 412,447
          前受金 2,790,000 2,630,000 160,000
　　　　　仮受金 116,000 106,000 10,000
        流動負債合計 3,737,215 3,154,768 582,447
        負債合計 3,737,215 3,154,768 582,447
Ⅲ　正味財産の部
  　正味財産 7,439,991 8,143,915 △ 703,924
        正味財産合計 7,439,991 8,143,915 △ 703,924
　　　　（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 11,177,206 11,298,683 △ 121,477

（単位:円）
科　　目

Ⅰ　資産の部
　　１．流動資産
　　　　現金預金 7,900,540
　　　　　郵便振替 3,655,899
　　　　　普通預金 4,244,641
　　　　　　三井住友銀行/大塚支店 4,244,641
　　　　未収金 80,000
　　　　前払費用 196,666
　　　　流動資産合計 8,177,206

　　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 11,177,206

Ⅱ　負債の部
　　１．流動負債
　　　　未払費用 831,215
　　　　前受金 2,790,000
　　　　仮受金 116,000
　　　　流動負債合計 3,737,215
　　　　負債合計 3,737,215
　　　　正味財産 7,439,991

（一財）日本栄養療法推進協議会

貸借対照表

（2015年10月31日現在）

金　　額

財産目録

（2015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 881,000 891,000 △ 10,000

　　　　認定料収入 881,000 891,000 △ 10,000

　　　　　審査料収入 35,000 195,000 △ 160,000

　　　　　　新規審査料収入 20,000 10,000 10,000

　　　　　　更新審査料収入 15,000 185,000 △ 170,000

　　　　　認定料収入 840,000 680,000 160,000

　　　　　　新規認定料収入 200,000 110,000 90,000

　　　　　　更新認定料収入 640,000 570,000 70,000

　　　　　延長認定証作成料収入 6,000 16,000 △ 10,000

　　　賛助会員収入 850,000 900,000 △ 50,000

　　　教育啓発活動収入 3,245,000 0 3,245,000

　　　雑収益 1,450 1,050 400

　　　　受取利息収入 1,234 942 292

　　　　雑収益 216 108 108

　　　寄付金収入 0 9,546,881 △ 9,546,881

　　  経常収益計 4,977,450 11,338,931 △ 6,361,481

  ２）経常費用

　　　教育啓発活動費 2,783,301 0 2,783,301

　　　会議費 119,664 87,727 31,937

　　　　評議員会費 40,257 0 40,257

　　　　理事会費 40,257 55,282 △ 15,025

　　　　基準策定委員会 0 0 0

　　　　認定委員会 39,150 32,445 6,705

　　　　教育WG委員会 0 0 0

　　　　広報委員会 0 0 0

　　　旅費交通費 386,000 391,000 △ 5,000

　　　　評議員会旅費 84,000 0 84,000

　　　　理事会旅費 197,000 231,000 △ 34,000

　　　　基準策定委員会旅費 0 0 0

　　　　認定委員会旅費 105,000 160,000 △ 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 214,119 138,001 76,118

　　　印刷費 276,454 214,708 61,746

　　　ホームページ管理費 362,664 372,579 △ 9,915

　　　業務委託費 1,235,520 1,245,180 △ 9,660

　　　法人化業務費 0 491,592 △ 491,592

　　　雑費 233,652 225,129 8,523

　　　租税公課 70,000 29,100 40,900

　　経常費用計 5,681,374 3,195,016 2,486,358

　　当期経常増減額 △ 703,924 8,143,915 △ 8,847,839

　　正味財産期首残高 8,143,915 0 8,143,915

　　正味財産期末残高 7,439,991 8,143,915 △ 703,924

2014年11月１日から2015年10月31日まで

正味財産増減計算書

（一財）日本栄養療法推進協議会




