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『第 30 回 JSPEN 学術集会、参加して、
活躍していただき、ありがとうございました』
活躍していただき、ありがとうございました』
第 30 回日本静脈経腸栄養学会の学術集会が終わり、ほっとしているところです。正直、この学会は成功すると思ってい
ました。それだけの準備もしてきましたし、この学術集会の運営をお願いしたジェフコーポレーションの方々が、運営方
法や内容について、よくわかっておられるので、自信をもって臨んだ・・・今だから言えるのかもしれませんが。心配し
ていたのは、参加者数、お金・・・でした。事務的なことはすべてジェフにおまかせし、もちろん、相談しながら進めた
のですが、私は、学術的な内容に集中して準備を進めました。
運営面では、あらかじめ、大勢の方に、これまでの JSPEN 学術集会に対する意見や、今後、どういう運営を希望してい
るかを聞きました。たくさんの意見をいただきました。苦情もたくさんありました。それらの意見や苦情、希望に対し、
どう対応するか、それを考えるのが私の仕事だったのです。
1.『参加費が高い。メディカルスタッフの参加がこんなに多い学術集会では、最も高い。それに、全員懇親会は、全員参
加できるということだけど、全員が参加できるような準備もされていないではないか。ごった返していて、ゆっくり食
べることはできないし、すぐに食べ物もなくなってしまう。全員懇親会の費用が参加費に含まれている？なんか、ごま
かされているような感じがする。
』これに対しては、まず、メディカルスタッフが関連した学術集会の参加費を調べまし
た。12,000 円が最も高い参加費で、14,000 円という参加費のものはありませんでした。１万円の学術集会が多かったの
です。しかし、正直、ご要望にお応えすべく、いろいろと企画していましたのでお金がかかるはず、一気に１万円まで
下げるのは無理だと判断しました。確かに、ここまで大きくなると、全員懇親会という名前でも全員分の料理などを用
意するのは不可能です。そこで、全員懇親会は取りやめて、
経費節減を図り、全員懇親会の代わりに有料の情報交換会
とし、事前登録とする、こうすると参加費は 12,000 円ま
で下げることができる、と考えました。参加費を 2,000 円
下げるということは、参加者が１万人と予想すると、収入
が 2,000 万円減る、ということを意味しているのです。
20,000,000 円です。半端な額ではありません。
2.『会場に入れない、聞きたい演題が聞けない。』これに対
しては、狭い会場での演題発表はしない、口演の数を限定
する、同時中継会場で発表を見る・聞くことができるよう
にする、ということで対応しました。一番狭い会場でも、
300 人以上収容できる部屋にしました。同時中継会場を設
けたことは、非常に評判がよく、これまでのように、会場
に入れない、聞けない、ということがなかった、という評
価をいただきました。さらに、「聞きたい演題の会場が異
なる場合には移動の時間が必要なために聞けないことが

↑葛西森夫記念講演の、Stanley J. Dudrick 先生と、司会をして
いただいた東北大学総長の里見進先生です。葛西森夫先生のお弟
子さんの里見先生です。東北大学の総長ですよ。お忙しいのに、
このために、わざわざ来ていただきました。ありがたいことです。
そして、ダドリック先生のすばらしい講演に感動した、という声
をたくさん聞きました。ただ、講演時間が約 30 分延長することに
なりまして、予定時間が来る頃に、里見先生が目で『どうするん
だ、この講演、いつまで続くかわからないぞ』と言っておられま
した。この講演が終わってからの時間に余裕をもたせていたので、
運営上の問題は起こりませんでした。それでよかったのです。い
い講演でした。この講演のスライドを日本語に訳して配布資料と
してお配りしたのですが、少しは役に立ったのでしょうか。会長
として、ここまでやりました。里見先生の胸リボンが小さいです
ね、すみません。

↑メイン会場です。開会の挨拶をしているところ？なんせ、私が
仕事をしたのは、この開会の挨拶だけですので。最後に、ピンチ
ヒッターとして川西さんの司会をしましたが。実は、この月曜日
からぎっくり腰となり、これまでで一番激しい腰痛で苦しんでい
たのです。普通には歩けませんでした。動けなくて、会長として
の役目を果たすことができなかった、ということがなかったので
よかったのですが。私が着ているスーツは、教授就任のお祝いに
私の後輩達にプレゼントしてもらったもので、ネクタイは、大阪
大学第一外科のものです。

↑武藤輝一記念講演の中村丁次先生と、司会をしていただいた武
藤輝一先生ご自身です。武藤先生ご自身が司会されたのは、はじ
めてです。これは、すごいことです。中村先生も感動しておられ
ました。すばらしい司会と、すばらしい講演でした。ありがとう
ございました。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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あったが、この同時中継会場で聞けば、聞きたい演題の
すべてを聞くことができた」
、
「発表者の姿も画面の横で
見ることができたので、臨場感もあってよかった」、「8
会場のすべての演題を同時に見ることができるのである
が、会場は満杯であったのに、みんなが静かに、熱心に
聞いていて、すばらしいと思った」などの意見をいただ
きました。しかし、このシステムを導入するにあたって
は、数千万円の費用がかかっているのです。
3.『コングレスバッグが、いまいち。その日だけしか使え
ない。
』しかし、コングレスバッグも、ものすごくお金が
かかります。１万個を準備するとなると、1000 円のバッ
グなら、1000 万円かかります。いいバッグにすれば、そ
れだけ喜んでいただけるでしょうが、参加費を下げたの
でそこまでの余裕はない、どうする？いろいろ考えて、
今回のコングレスバッグに決めました。シンプルで、A4

↑同時中継会場です。1000 席用意し、8 面のスクリーンで、すべ
ての会場の講演や口演を見ることができるようにしました。費用
は相当かかったのですが、非常によかったと評価していただきま
した。よかったです、会場に入れない、どうしてくれるんだ、と
いう非難の声が上がらなかったので。

サイズの書類が入り、学術集会の名前の印刷はしない、
冬場だから肩にかけるには取っ手を長くする、選ぶ楽し
みを感じてもらうために色は 3 種類とする、というふう
に対応しました。それなりに、喜んでいただいたようで
す。本当は、もっと、デザインや色も考えて、もっと喜
ぶものにしたかったのです。でも、お金のことを考える
と、これが精一杯でした。
4.『ランチョンセミナーの弁当がいまいち』これも、非常
に対応がむずかしいのですが、4 種類の弁当を出すことに
しました。内容については、私もいろいろ口出しをしま
した。でも、評価はかなり高かったようです。すき焼き
弁当の評価が高かったのでは？でも、4 種類、どれも、う
まかったと言っていただきました。
『ランチョンセミナー
の申し込みは早いもの順？なんか、みみっちい』という
お声もいただきましたが、これは、仕方ないのです。ど
うすることもできませんでした。この臨床栄養の領域の

↑同時中継会場です。こんなに大勢がいるのに、静かなんです。
みなさん、レシーバーで発表を聴いているのですが、ほとんど話
し声は聞こえませんでした。真剣に聞いておられました。でも、
なんか、違和感がありましたね。講演や口演が行われているのに、
何も聞こえないのです。当然といえば当然なのですが、本当に静
かに、聞いておられました。すばらしい企画だったでしょう？

企業のビジネスも、それほど好景気ではないようです。ランチョンセミナーをいろいろな企業にお願いしましたが、そ
の際、私自身、正直なところ、いろいろ不愉快な思いもしました。誤解されていたと思うのですが、私のためにランチ
ョンセミナーをやっていただくのではないのです。参加者のためにランチョンセミナーをお願いしたのです。でも・・・
私のサポートをするのがいやなのだろうな、と思われるような雰囲気でランチョンセミナーを断られたりもしましたが、
参加者のために引き受けてくださった企業もありますので、その企業に対しては感謝しています。
5.『横浜では、会場の近くにいろいろレストランもあって、ランチョンセミナーに入れなくても昼食には困らなかったの
だけど、神戸では困るのでは？』確かに、神戸のこの会場周辺には、十分な数のレストランはないようです。これに対
しては、簡単に食べられるものや、神戸のそばめし、神戸のお得意のパンを準備させていただくことで対応しました。
また、ブログやフェイスブックで、この昼食への対応に
ついてもいろいろ書かせていただきましたが、対応して
いただけたのでしょうか。三宮駅でパンを買ってこられ
た方はいたのでしょうか。パンの売店や 250 円のカレー
もなかなかよかったという評価もいただきました。全体
として、食事に関する不満はほとんど出てきていなかっ
たようです。
6.『ポスター発表の会場が狭くて、また、ごった返してい
るので、演者の声も質問者の声も聞こえなくて、議論に
ならない』これに対しては、司会がいて討議するポスタ
ーと、ポスターの前で「さしで」議論していただくポス
ターの 2 種類に分けさせていただきました。討議するポ

↑軽食コーナーです。弁当、そばめし、温玉牛丼、カレーなど、
なかなかうまかったという評判でした。パンもかなり売れたとい
うことです。一日目は外で営業していたのですが、2 日目は、風
が強いという天気予報だったので、屋内で営業されました。それ
なりに、利用していただけたようです。久しぶりにそばめしを食
べたかったなあ、と後悔しています。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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スターは、小さな部屋の中で順番に司会の二人に進行し
ていただくようにしたのです。大騒動にはならなかった
し、いい議論ができた、という感想をいただきました。
また、ポスターの前で「さしで」議論していただくポス
ターは、個別の議論ができてよかった、という評価をい
ただきました。これについては、あらかじめ、フェイス
ブックとブログで、ちゃんと抄録を読んで、ポスター会
場に行ってくださいとお願いしたのですが、予習してい
くことによって、意義ある議論ができたようです。
7.『クロークをなんとかして欲しい。クロークでの待ち時
間が長い』これに対しては、国際展示場の１号館の１回
をクローク会場として広く使う、国際会議場、ホテルの
クロークの収容能力をお知らせしておく、宿泊ホテルで
のクロークも利用するようにお願いする、などの対応を
させていただき、クロークでの待ち時間が長かった、と

↑ポスター会場で、学術集会のロゴマーク入りプチゴーフルが当
たった方々です。約１割の方に当たったのです。100 人くらいで
す。私がうろうろして、当たった方々の写真を撮らせていただき
ました。当たっていない人が、こっそり持っていったらどうしよ
う、なんて思ったのですが、さすが、品のある、知性のある方々。
逆に、もらっていいのか、と思っていたそうです。このプチゴー
フルは、1 日目はポスターの展示場を上から見たら『30 回』とな
るように、2 日目は『2015』となるように、選んだのです。誰に
もわからなかったと思いますが。とにかく、発表していただき、
ありがとうございました。是非、論文にしてください。

いう苦情は出てきませんでした。
そのほか、今回は、いろんな工夫もさせていただきました。
(1)まず、ブログやフェイスブックを用いて、学術集会の情報をお伝えしたのも、役立ったかな、と思っています。もち
ろん、参加していただいた方、全員がブログやフェイスブックを見ていただいているのではないのですが、それなり
に効果はあったと思っています。
(2)会場と会場との移動時間が問題となるのですが、今回の会場は、ポートピアホテル、国際会議場、国際展示場１号館
と 3 号館と、一つの建物ではなかったのですが、これについても、この程度の移動距離は仕方ない、という評価をい
ただきました。また、移動のために聞けない演題がほとんどなく、そういう場合には同時中継会場を利用することに
より解決できた、という意見をいただきました。さらに、セッションとセッションの間の時間を十分にとり、移動の
問題を解決しようとしました。一定の評価はいただいたのですが、移動する必要がなかったセッションとセッション
の間は、休み時間が長いことになって、時間がもったいないと思った、という評価はありました。でも、多少、その
セッションが長引いても、次のセッションとの間に時間的な余裕があったので、議論にも余裕があった、という声も
聞きました。ダドリック先生の講演は 30 分伸びてしまって、私はあせったのですが、会場運営としては、大きな問
題にはならなかったのです。
(3)企業展示は、最近は、展示ブースに立ち寄る方が少な
くて、
展示している意味がない、対費用効果がうすい、
という、企業の方々の不満を聞いていました。この学
術集会だけの問題ではないようです。そこで、建物の
入口近くに展示会場を設け、そこを通らないとポスタ
ー会場に入れない、という工夫をしました。それによ
って、展示ブースに立ち寄って、いろいろな情報を得
ていただくこともできましたし、企業、参加者、双方
からよい並べ方であったという評価をいただきました。
(4)ハンズオンセミナーは、この学術集会としては初めて
の企画でした。私としては、胃瘻のセッションに参加
者が少なくて、企画してくれている企業（ハリヤード・
ヘルスケア・インク）
に申し訳ないと思ったのですが、
中身の濃い指導をすることができた、と言っていただ
きました。また、エコーガイド下の静脈穿刺、実際に

↑展示会場です。今回は、展示会場の奥にポスター会場を設けま
したので、展示会場の各社のブースに立ち寄ってくれた方も多く、
展示していただいた企業も、満足していただけたようです。昔は、
立ち寄ってくれた方々にいろいろお土産を渡すような展示の仕方
だったのですが、今は、なかなか、そうもいかないようです。で
も、展示ブースをに立ち寄った方々も、それなりに、新しい情報
を仕入れたりできたようです。

輸液ラインや経腸栄養投与経路に触れて実感すること
ができた、PTEG の修了書はものすごくりっぱだったなど、いろいろ、いい評価をいただきました。まだ、すべての
情報が手元に入ってきているのではありませんが、クリニコ、メディコン、ハリヤード、ニプロ、PTEG、どれも、参
加してくださった方々は、よかったと評価していただきました。ありがとうございました。それにしても、胃瘻問題
は、このハンズオンセミナーにも影響していたようです。困ったもんですね。
(5)ランチョンセミナーの講師は、若い方にしていただくよう、企業にお願いしました。これは、ランチョンセミナーを
募集する段階で、私自身が、40 歳代の講師をお願いしたいという手紙を企業に書きました。
『第 30 回 JSPEN は、あ
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る意味、次世代を担う若手を発掘する、という意味をもたせたいと思っております。40 歳台の、今、旬の方にラン
チョンセミナーの講師をしていただく、ということを企画しました。50 歳未満の方で、貴社の製品などに関連した
方を選んでいただきたいと思っております。私自身が、今のようなスタイルで講演するようになりましたのは、1996
年、故小越章平先生が高知で第 33 回日本外科代謝栄養学会を開催された時のランチョンセミナーでした。小越先生
から、スポンサー企業の方に「井上（当時 42 歳）の好きなようにしゃべらせてやってくれ」と言っていただき、意
気込んでスライドを作ったことを記憶しております。やる気のある若手に、意義あるランチョンセミナーの講師をし
てもらい、自信をつけていただくと同時に、次世代を担うという立場を自覚していただく、そういう機会にすること
ができるのではないかと思っていますので、ご配慮のほど、よろしくお願いします。』2 社には、受け入れて頂けま
せんでしたが、多くの企業に受け入れていただき、若い講師によるランチョンセミナーを実現することができました。
彼らの、今後の活躍に期待しています。
(6)できるだけ多くの方に、司会や講師などの役割を分担していただくため、一人一役ということにさせていただきまし
た。都合で、2 つの司会をしていただいた方もおられますが、原則、一人一役ということにさせていただきました。
この点では、不満をもたれた方も多いと思います。でも、私自身は会長講演もやめ、開会式と閉会式の挨拶だけで、
司会も一つもやらない、ということにしたのです。会長講演の代わりは、誌上会長講演という形で役目を果たさせて
いただきました。私自身が、いろいろ、「いいとこどり」の出番を作ったら、ブーイングだったのかもしれません。
司会については、ピンチヒッターとしてやらざるをえなくなれば、ということだったのですが、ためになる講演の川
西先生の講演の司会は、急遽、代役として私が司会をさせていただきました。逆に、こういう方針だったため、司会
に抜擢されて、本当に喜んで、ものすごく勉強して司会をしていただいた方も多いと聞いています。だから、この方
針は、よかったのだと思っています。
(7)司会の方々に対しては、約 160 人でしたが、一人一人、手紙で私の考えることをお伝えし、活発な議論を引き出して
いただきたいとお願いしました。また、二人で司会をしていただく場合は、お互いの、簡単な紹介を書かせていただ
き、双方のメールアドレスもお伝えし、協力して司会をしていただくようにお願いしました。司会の方々は、本来は、
事前にきちんと抄録を読んで勉強して当日の司会をやっていただくはずなのですが、多くの司会の方々から、これま
でで最も真剣に抄録を読んで勉強した、と言っていただき、私自身が感激しました。また、学術集会であるというこ
とは、発表会ではない、というのが私の持論です。これまでのこの学術集会では、特に、メディカルスタッフが発表
するセッションでは、発表が終わると拍手があり、質問されると『質問ありがとうございます』というような、学術
集会とは思えない雰囲気があったのですが、これは、やめてほしいと司会の方々にお願いしました。『拍手』と『質
問ありがとうございます』は、なかったと聞いています。学術集会らしい雰囲気になった、と聞いています。
(8)外国の方の講演を、ダドリック先生、ただ一人としました。メディカルスタッフの方々が、外国の方の講演をどれだ
け聞きたがっているのだろう、理解できているのだろうか、そう考えた時、この学会そのもののレベルなども考慮し、
参加者の方々にとってより意味のある企画は？と考えて、日本の『旬』の方々による『ためになる講演』を企画しま
した。これは、非常に好評でした。本当に『ためになった』と言っていただきました。ただ一人の外国の方、ダドリ
ック先生の講演は、何もないところに TPN という方法を確立し、そこに至るまでの苦労をお示しいただけ、感銘を受
けたと多くの方に言っていただきました。もちろん、世界のダドリック先生ですから。同時通訳を入れました。また、
ダドリック先生が学術集会の 3 日前にスライドを送ってくださいましたので、プロにお願いする時間がなかったため
に、あわてて私自身が翻訳し、配布資料としてお配りしました。慌てて翻訳したので、正しくない部分もあったかと
思いますが、会長としての努力に免じて、お許しくだ
さい。
(9)他学会との合同シンポジウムは、すべて、やめました。
合同シンポジウムを組んでも、他学会の方は、演者以
外は参加しない、そんな合同シンポジウムにどこまで
意義があるのだろう、と思いました。例えば、消化器
病週間として、いろいろな学会が同時に開催されてい
る時の合同シンポジウムの場合にはさまざまな学会
の方が参加されるから意義があるだろう。しかし、合
同と名前がついているシンポジウムに私も何度か出
演させていただいていますが、参加者が非常に少なく
て、本当に意味があるのだろうか、と思っていました。
テーマを工夫すればいいのだと考えました。合同シン
ポジウムにしなくても、きっちりとしたテーマで議論
すればいいのではないでしょうか。これについても、

↑ダドリック先生と記念写真を撮られた方は、どのくらいだった
のでしょうか。今回の写真は、私のカメラで撮影したものです。
麻生飯塚病院の方々、利根中央病院の郡くん、私が撮影しました。
右下の写真ですが、ダドリック先生は、ホテルに到着してから、
焼きうどんを、奥様はピラフを食べられました。奥様は日本酒が
大好きだそうです。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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１５回

いろいろ批判はあると思います。でも、この学会の会員の方々の出番をできるだけたくさん作りたい、このコンセプ
トで進めさせていただきました。
(10)情報交換会は有料にしたため、500 人程度の参加者でした。神戸ですから、神戸の町で、仲間と食事をしてもらう、
それでいいのではないか、と思いました。南京町の中華料理、神戸牛、そばめしも有名ですし・・・。かつて、有料
の情報交換会にした時は、参加者数が予想できず、大赤字になったこともあったようです。今回は事前登録制にした
ので、運営はうまくいきました。また、参加費に見合うだけの料理も出させていただいたつもりでいます。それから、
歌、演奏、踊りなどの出し物は全く用意しませんでした。それなりに、楽しんでいただけたのではないかと思ってい
ます。

↑情報交換会の会場です。参加者は 550 人程度でした。音楽なし、
踊りなし、太鼓なし、の、何もない情報交換会でした。3000 円と
いう参加費にみあっただけの料理が出ていた、という評価をいた
だきました。私は、何も食べる余裕はなかったのですが、いろい
ろ、出店も出ていて、料理もうまかったはずです。やっぱり、有
料にしたのは正解だった、と思っています。人数もちょうどよかったのではないでしょうか。情報交換ができたのではないでしょう
か。イベントは、今回の学術集会のロゴマークが入ったプチゴーフルのプレゼント。プチゴーフルの、バニラ味、コーヒー味、イチ
ゴ味の 3 枚が入っているだけですが、ロゴマークを印刷していただいたので、1 個 700 円くらいだとのことです。参加者リストがあ
ったので、勝手に名前を読んだのです。当たらなかった方、ごめんなさい。ダドリック先生も、武藤先生も、川島先生も、中村先生
も、足立先生も・・・喜んでいただいたようです。最後には、じゃんけんで配りました。盛り上がりましたよ。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：先生、無事、学術集会が終わりました。
ゼン先生

ゼン先生：はい。やはり、この領域、企業の方々の貢献も
ゼン先生

小越先生：そうか、よかったな。なんとか、無事、終わっ
小越先生

非常に重要なので、お世話になった方々の写真を、お礼の

たんだな。

意味も含めて出させていただいたんですよ。

ゼン先生：はい。本当、無事、でした。ジェフの石渡さん
ゼン先生

小越先生：そりゃあ喜んだだろう。
小越先生

を始め、江口さん、藤村さん、藤澤さん、佐藤さん、みな

ゼン先生：そうですね。でも、写真を出している時間が短
ゼン先生

さん、本当によくやってくれました。感謝、感謝です。

かったので、自分の写真がそこに出ていることが、わから

小越先生：彼らは仕事だからな。
小越先生

なかった方もいたようです。

ゼン先生：先生、単に仕事だと割り切っていたら、あんな
ゼン先生

小越先生：なるほどな。企業に対して、そういうふうに、
小越先生

いい運営はできませんよ。この学術集会に対する思い入れ

きちんと、対応してきた会長なんて、いないんじゃない

もあって、だからこれだけうまくいったのだと思いますよ。

か？

小越先生：拡大プログラム委員会の挨拶でも、石渡くん達
小越先生

ゼン先生：少なくとも、開会の挨拶で企業の方々の写真を
ゼン先生

に感謝する、と言ったんだって？

出した人はいないでしょう。そもそも、会長の開会の挨拶

ゼン先生：もちろんですよ。開会の挨拶の時も、写真入り
ゼン先生

でスライドを使う人なんて、いないと思います。そして、

で感謝の思いを伝えました。

学術集会の内容、こういうふうにして欲しい、という話を

小越先生：そうか、写真入りか。
小越先生

して、最後に、
『この学術集会の開会を宣言します』とや

ゼン先生：江口さんには叱られましたけどね。
ゼン先生

ったんです。

小越先生：なぜなんだ？写真に問題があった？
小越先生

小越先生：それって、外国的なセンスで、なかなかよかっ
小越先生

ゼン先生：写真が気に入らなかったのでしょうかねえ。ス
ゼン先生

たんじゃないか？

ナップ写真でしたから。それから、開会の挨拶は、全会場

ゼン先生：と思っているんですけどね。
ゼン先生

に放映されたんですよ。だから、参加者が全員見ている、

小越先生：学術集会としては、うまくいったのか？評判は
小越先生

恥ずかしい、ということでしょうね。

どうだったんだ？

小越先生：内心は喜んでいるから、心配はいらないよ。
小越先生

ゼン先生：私は、開会の挨拶と閉会の挨拶だけしか出番が
ゼン先生

ゼン先生：そうですよね。開会の挨拶は、スライドを使っ
ゼン先生

ないようにしていましたし、司会の方々におまかせしてい

てやったんです。普通、開会式って、アナウンスがあって、

たし、準備は万端だと思っていましたので、うまくいくと

当番会長が壇上に上がり、終わったらアナウンスがあって、

自信は持っていたんですよ。心配していたのは、参加者の

という雰囲気でしょう？

数です。参加費を 2000 円下げて、いろいろ、同時中継会

小越先生：そうだよ、それが普通だよ。
小越先生

場やネット環境を整えたり、いろいろやりましたから、参

ゼン先生：今回は、この学会の歩みを
4 分半ほどのビデオ
ゼン先生

加者が少なかったら、赤字になる可能性がありました。

で流し、それから会長挨拶ということにしたんです。

小越先生：そうか。それは心配だ。しかし、法人化したん
小越先生

小越先生：へええ、やるじゃないか。
小越先生

だから、多少の赤字は、学会本部が補填してくれるんじゃ

ゼン先生：ビデオが終わって、普通は、アナウンスで「た
ゼン先生

ないか？それが法人化の意味だと思うけど。

だ今より、第 30 回日本静脈経腸栄養学会学術集会を開催

ゼン先生：そうはいかないでしょう。今までは、赤字とな
ゼン先生

いたします。まず最初に、当番会長の井上がご挨拶申し上

った学術集会はないんですから。2000 万円の黒字になった、

げます」ということになるでしょう？

学会本部に寄付する、そうすると理事長が「すばらしい学

小越先生：そうだよ、それが普通だよ。
小越先生

会運営をしていただき、ありがとうございます。今年も財

ゼン先生：でしょう？それをやめて、ビデオ放映が終わっ
ゼン先生

産が増えました」という感じですから。

たら、アナウンスなしで会長挨拶を始めて、10 分ほど、こ

小越先生：お金は、たくさんあるに越したことはないから
小越先生

の学術集会の内容などについて、スライドを使って紹介し

な。

たんです。

ゼン先生：でも、参加者は、いろいろ文句言ってるんです
ゼン先生

小越先生：外国的だな。
小越先生

よ。コングレスバッグがよくないとか、ランチョンの弁当

ゼン先生：そのスライドでは、いろんな方の写真を出しま
ゼン先生

がまずいとか、会場が狭いとか、聞きたい演題が聞けない、

した。全国の友達の写真もたくさん出しました。写真を出

学術集会なのに、なんとかしろよ、なんて、いろいろある

すためにいろいろセリフも考えたんですよね。普通は逆で

んです。いろいろな不満を満たすようにするのは無理だ、

すよね。しゃべりたいことの説明に写真を使うんですが、

と言ってしまえばそれまでなんですが。参加者から集めた

大勢の人達の写真を出すために言うことを考えたんです

金で学術集会を運営しているんだから、全部使って、満足

よ。

してもらえるような運営をしようよ、と考えるのが当然だ

小越先生：写真に出ていた友達は、喜んだだろう？
小越先生

と思いましてね。だけど、参加者が少なかったら赤字にな

ゼン先生：そう思います。企業の方たちの写真も出しまし
ゼン先生

る、困る、どうしよう、ということで心配だったんです。

た。

小越先生：確かに、その心配はあったな。
小越先生

小越先生：へええ、企業の連中か。
小越先生

ゼン先生：なんとか、大赤字にはならなかったように聞い
ゼン先生
ています。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：そうか、それはよかった。学術集会の中身の評
小越先生

小越先生：本番は、開会と閉会の挨拶しかしないようにし
小越先生

判はどうだったんだ？

ているんだから、本当に、裏方みたいなもんだ。

ゼン先生：少なくとも、私に聞こえている評判は、ものす
ゼン先生

ゼン先生：そうなんですよ。普通、会長って、大きな胸リ
ゼン先生

ごく悪かった、という非難めいたものはありませんでした。

ボンをつけてますよね。

小越先生：そうか。文句もほとんど出なかったんだな。
小越先生

小越先生：もちろんだよ。あれがないと、誰が会長か、わ
小越先生

ゼン先生：と言っていいと思います。ま、いろいろ非難す
ゼン先生

からない。

る人は、絶対にいると思いますけどね。でも、今までの学

ゼン先生：余計なお金だと思って、やめました。会長の名
ゼン先生

術集会で一番よかった、と言ってくれている方が大勢いま

札ホルダーは白と決まっているらしいんですが、そこに大

すから、よかったんだと思います。

会長という名札を入れていたんですが、小さくて、見えま

小越先生：それはよかったな。俺もうれしいよ。どこがよ
小越先生

せんでした。会場と会場の間の通路を歩いていても、誰も

かったって？

会釈もしてくれないんですよね。胸に大きなリボンをつけ

ゼン先生：入れない会場があっても、同時中継会場で演題
ゼン先生

たり、会長と書いたタスキでもかけたりしておけばよかっ

発表を聞くことができた、というのが、一番高い評価です

たかな、と思いましたが、別に、目立たなくてもいいと思

ね。この同時中継会場を作ったということは、本当に大ヒ

っていましたから。

ットです。1000 席のある会場で、8 面のスクリーンがあっ

小越先生：ははは、君らしいな。
小越先生

て、レシーバーでチャンネルを変えると、8 会場のすべて

ゼン先生：会長は、目立たないほうが、学術集会としては
ゼン先生

を見ることができるんです。みんな、喜んでくれました。

うまくいくんですよ。

小越先生：そういうやり方って、聞いたこともないぞ。
小越先生

小越先生：まあ、俺なんて、そんな胸リボンなんかがなく
小越先生

ゼン先生：お金はたくさんかかりましたけど。でも、その
ゼン先生

ても、目立ってたけどな。

お金は、参加者のお金なんですから、全部、意味のある使

ゼン先生：先生、それは、会員数が少なかった時、先生が
ゼン先生

い方をしなければならないでしょう。

理事長だった時のことでしょう。会員数が増えて、理事長

小越先生：そうだよ。インターネットで抄録が見れるよう
小越先生

を退いた時、誰も俺に挨拶してくれなくなった、なんて、

にもしたんだって？

嘆いておられたじゃないですか。

ゼン先生：しました。
これも要望が多かったんです。私は、
ゼン先生

小越先生：そうだったな。
その、司会の連中の活躍ぶりは、
小越先生

うまく活用できませんでしたが、最近の若い方々は、聞く

どうだったんだ？誰かから、情報は入っているだろう？

演題を決めて、スケジュールも組むことができたというこ

ゼン先生：発表が終わった時の拍手はないようにしてくだ
ゼン先生

とです。

さい、質問が来たときに「質問ありがとうございます」と

小越先生：なるほどな。使い方を、もっと細かく教えても
小越先生

いうのはやめさせてくれ、とお願いしたんですが、ちゃん

らえばよかったのに。

と、司会の挨拶の時にこのことを説明されたそうです。

ゼン先生：そうなんですが、やっぱり、私としては、重く
ゼン先生

小越先生：そうだな、俺もずっと思っていたよ。小学校の
小越先生

ても本を持って移動しました。学術集会の重さを感じなが

学芸会じゃないんだからな。研究会で、発表して議論をす

ら、というところでしょうか。

る場なんだからな。

小越先生：おれも同類だけどな。でも、きちんと利用でき
小越先生

ゼン先生：それから、とにかく、みなさん、本当に真剣に
ゼン先生

た人が多かった、というのは、よかったな。

抄録集を読んで準備されたそうです。

ゼン先生：はい。シンポジウムやパネルディスカッション
ゼン先生

小越先生：予習だな。
小越先生

の状況は、ほとんど知らないんですよ。でも、司会の方々

ゼン先生：抄録集を読んで、理解できないところはちゃん
ゼン先生

が、二人で協力してやった、とか、今までのどの学会や研

と下調べをして、司会に臨んだ、そう言ってくれた人が多

究会よりも、予習をしっかりやって司会に臨んだとか、そ

かったんです。うれしいことです。

ういうことを言ってもらいましてね。あらかじめ、司会者

小越先生：でもな、そういうことをきちんとやるのが、本
小越先生

全員にお願いの手紙を出して、よかったな、と思っていま

当の司会の役割だものな。

す。

ゼン先生：そうです。その通りです。なんか、学術集会と
ゼン先生

小越先生：何？司会者全員にお願いの手紙を出した？何
小越先生

は何か、その原点に戻ってみるのも必要かな、と思いまし

人？

て。

ゼン先生：160
人くらいだそうです。
ゼン先生

小越先生：そうだな。この学会、ちょっと、浮つきすぎて
小越先生

小越先生：160
人くらい？数えてないのか？
小越先生

いるな、そう俺も思っていたんだよ。

ゼン先生：数は数えていませんが、一人一人の顔を思い浮
ゼン先生

ゼン先生：今回だけ、ということになるかもしれませんけ
ゼン先生

かべながら、手紙を書きましたよ。

どね。そうそう、支部会カップというセッションを作った

小越先生：へええ、そんなことまで会長がやったのか。
小越先生

んですよ。10 の支部会で発表された演題の中で優秀演題を

ゼン先生：会長のやるべき仕事って、本当は、裏方なんじ
ゼン先生

選んで、それを 10 支部会の対抗、という形式で発表して

ゃないかな、と思いました。

もらう。17 人のレジェンドの方々にその場で審査してもら
って、最優秀演題を選ぶ、という構成だったんですよ。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：そうだそうだ。
どうだった、盛り上がったのか？
小越先生

ゼン先生：だから、審査員という、お役目をお願いしたん
ゼン先生

ゼン先生：いいセッションだったという評価はいただきま
ゼン先生

です。

した。司会の杉田先生と加藤先生が本当によく準備してい

小越先生：そうだな。それは、いいアイデアだよ。学術集
小越先生

ただきましてね。各支部会からの応援メッセージも集めて

会に参加する、名目を作ったことになるんだろう？

いました。

ゼン先生：そういう目論見もありました。でも、先輩達、
ゼン先生

小越先生：へええ、支部会長の応援メッセージだな。
小越先生

本当に気合を入れて点数を付けていただいたそうです。

ゼン先生：近畿地区だけは、昨年の当番会長のメッセージ
ゼン先生

小越先生：そうか、それはよかったな。
小越先生

にしましたが。

ゼン先生：だから、ですよ。なぜ、もっと大勢の人が集ま
ゼン先生

小越先生：何？またどうして支部会長ではなかったんだ？
小越先生

ってくれなかったんだろう。大事なイベントなのに、とい

ゼン先生：先生、支部会長がこの学術集会の会長なんです
ゼン先生

うことを感じたんですよ。本当、残念でした。もっと、こ

よ。それは、よくないでしょう。

の支部会カップの意義を理解して欲しかったな、と思いま

小越先生：なるほど、公平を期した、ということなんだ。
小越先生

して。ちょっと悔しい、かな。小林先生を始め、審査員の

ゼン先生：そうですよ。審査委員長の小林先生も、本当に
ゼン先生

方たちにも申し訳なかった、という気持ちがあるんです。

がんばってくださったようです。でもね、はっきり言うと、

小越先生：でもな、二日目の最後のセッションだろう？帰
小越先生

あまり成功ではなかったかな、と思っているんです。

るだろう、普通。

小越先生：なぜ？発表演題もいいのがあったんだろう？
小越先生

ゼン先生：先生、
それだったら、二日目のセッションって、
ゼン先生

ゼン先生：もちろんですよ。選ばれた、選りすぐりの演題
ゼン先生

もう、いらないでしょう。学会は１日半です、ということ

ですから。

にしたほうがスッキリしますよ。

小越先生：そしたら、なぜ？
小越先生

小越先生：まあな、そういう考え方もあるけど。二日目の
小越先生

ゼン先生：2
日の午後のセッションでした。だから、大勢
ゼン先生

午後は、よほどのことがない限り、よほどの興味深いセッ

の方がもう帰途についていて、参加者が少なかったんです。

ションがない限り、早く帰ろう、という人が多いんじゃな

本当、ガラガラでした。残念なことに。

いか？

小越先生：そういう意味で、あまり成功ではなかった、と
小越先生

ゼン先生：だから、この支部会カップを企画したんですよ。

言いたいんだ。

でも、ま、そこまで、この学会の会員に求めるのが無理な

ゼン先生：そうなんですよね。参加者がむちゃくちゃ少な
ゼン先生

のかもしれませんね。

かった、本当に少なかった、それが残念だった、というこ

小越先生：そりゃあな、会員が
2 万人もいると、そうなる
小越先生

となんですよ。ブログやフェイスブックで、各支部会の代

もんなんじゃないか？

表が発表するんだから、大勢で集まってくれ。拍手の大き

ゼン先生：ある意味、大きくなりすぎたのでしょうね、こ
ゼン先生

さも採点に影響するかもしれないし、それぞれの支部会で

の学会。先生は、こういう学会にしたかったんですか？

応援に来ている人の数も大事だよ、と呼びかけたんですが、

小越先生：よくわからない、ということかな。大きな学会
小越先生

本当、残念でした。

にしたいとは思ったけど、ここまで大きくなるとは、正直、

小越先生：司会の連中は、どう言っていた？
小越先生

予想できなかったな。

ゼン先生：選ばれた演題だから、いい発表が多かったと言
ゼン先生

ゼン先生：大きくなったのはいいのですが、中身が、とい
ゼン先生

っておられました。それから、このセッションが最後だっ

うところでしょうか。そうそう、ためになる講演の最後に、

たから、最後までいなくてはならないから、久しぶりに、
学術集会の 2 日間、楽しんだ、と言っていただきました。
小越先生：逆に、2
日間、いなくてはならないから、しん
小越先生
どかった、なんていう先輩達はいなかったのか？
ゼン先生：いませんでした。
本当、喜んでいただきました。
ゼン先生
実はですね、名誉会員などのレジェンドの先生には、今ま
では、司会とかコメンテーターとか、特別発言とかの出番
が多かったんですよね。
小越先生：そうだよ。俺も、そういう役割を、どれだけや
小越先生
らされたか。
ゼン先生：そうでしょう？やらされた、でしょう？
ゼン先生
小越先生：でもな、コメントや特別発言って、結構しんど
小越先生
いんだよ。もう、第一線を離れているんだからな。学術集
会当日まで、勉強しなければならないからな。変なことや、
古いことを言うと、この人は、もう、勉強もしていないん
だ、と思われるだろう？それが、実は、プレッシャーにな
ってるんだよ。

↑私がいろいろ、考えて、考えて、企画を練った、支部会コンペ
ティションの会場です。2 日目の最後のセッションですが、この
ガラガラの会場は、本当に寂しかった。いい発表ばかりだったし、
審査員の先生達も真剣に評価していただいたし、司会の加藤先生、
杉田先生もいろいろ工夫をしてくださったのに・・・。司会のお
二人、審査員の方々、そうして、発表された方々に申し訳なく
て・・・。10 のそれぞれの支部会の方々、自分の所属する支部の
代表の発表を、なぜ、応援に来ないの？そんな気持ちになりまし
た。会長として、いろいろ考えて企画をねっても、参加者が反応
して協力してくれなければ、成功するはずがないのです。でも、
ここに参加していただいた方々には、いい企画だった、いい発表
だったと、評価していただきました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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川西由美子さんの講演があったんですよ。

ら、司会と講師が記念写真を撮る、ということにしていた

小越先生：ああ、臨床心理士だな。あちこちで講演してい
小越先生

んですが、なんとなく、最後のセッションでしたから、
『残

る、有名人だったよな。どうだった？

っている人、みんなで写真撮りましょう。壇上に上がって

ゼン先生：いい講演をしていただきました。本当に勉強に
ゼン先生

ください。
』と呼びかけたら、大勢が壇上に上がってくれ

なりました。いい講演だった、と言っていた人が多かった

て、大騒動で写真を撮ったんですよ。みんなで、大勢で写

ですね。川西さんは、NST について、ほとんど知らないん

真を撮ったんですよ。感動ものでした。

ですよ。NST というチームの活動について、
「大切なのは

小越先生：それは、いいことをしたな。喜んだだろう？
小越先生

『NST をする』
のが大事なのではなく、
『NST で何をするか』

ゼン先生：それりゃあ、喜んでいましたよ。川西さんと抱
ゼン先生

それを考えなくてはならない」と言われましてね、感動し

き合ったり、握手したりしている人もいましたから。

たというか、驚いたというか、核心をついた講演だったな、

小越先生：写真、
見せてくれよな。でもな、それこそが『本
小越先生

と思ったんですよ。

当のみんなの JSPEN』だよな。

小越先生：なるほど、
NST『を』する、ではなくて、NST『で』
小越先生

ゼン先生：そうですね。掛け声だけの『みんなの
JSPEN』
ゼン先生

何をするかが大事・・・なるほどな。

ではなくて、本当の『みんなの JSPEN』ですよ。

ゼン先生：実は、私は司会のピンチヒッターでしてね。九
ゼン先生

（今回の写真は、私と、うちの研究室の准教授が撮影した

州大学名誉教授の水田先生が都合で来ていただけなくな

ものです。会場で、プロのカメラマンが撮影した写真は、

って、代わりに私が司会をしたんです。講演が終わってか

また、後日、出させていただきます。
）

↑左は、武藤輝一先生とのツーショット写真。↖
↖真ん中は小林展章
先生とのツーショット写真。↗右は島田慈彦先生とのツーショット
写真。うれしい写真です。本当に、ありがとうございました。一
緒に写真を撮っていただき、ありがとうございました。何よりの
記念になりました。本当に、この学術集会にお越しいただき、あ
りがとうございました。胸リボンの代わりの、名札です。大会長
と書いていたのですが、見えなかったでしょう？ちなみに、大会
長のネームホルダーと紐の色は、白なんだそうですよ。

↑閉会式も終わり、運営事務局に帰ろうとしていたら、札幌医大
NST の方々に会いました。写真や写真撮ろうよ、そんな感じで写
真を撮りました。そうして、学術集会が終わったということで片
付けをしていた時に、KKR 高松病院の方々と記念写真をとりまし
た。粟井くんは、岡山で開業しているんですが、やっぱり、一緒
に働いた仲間との友情は続いているのですよね。それが大事だと、
私も思います。また、高松へも、岡山へも呼んでちょうだい。札
幌へも、呼んでください。行きます。どこでも呼んでください。
理事ではない、大阪大学の井上善文だから、すぐに出かけること
もできますからね。

↑ためになる講演：川西由美子さんの「NST の現場力を高めるチームビルディング技法とは」が終わってからの記念写真。ほと
んどの方が前に出てきて、一緒に写真を撮りました。いい講演だったし、こうして、仲良く写真を撮れて、本当によかった。あ
まり大勢で撮ったので、誰が誰かわからないかもしれません。でも、プロが撮影した写真が、もうすぐ手に入りますので、それ
は、きっちりと撮影できているはずです。欲しい方は、連絡してください。なんとかしますよ。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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↑情報交換会の最後は、なぜ？群馬大学の『バンザイ 10 連発』と
いうことになりまして、高崎医療センターの田中くんが音頭をと
って、盛大にバンザイをやりました。ありがとうございます。盛
り上がりました。中村くん、小川くん、気合が入っていましたよ
ね。私の腰痛は、治癒はしませんでしたが、この時は痛みを忘れ
ていました。

↑閉会式会場です。最後の挨拶の後、余ったゴーフルや、予備に
準備しておいたユーハイムのお菓子を、プレゼントしました。じ
ゃんけんでした。ジャンケンをしてくれたのは、新幹線の時間が
迫っていた、高崎医療センターの小川先生です。力強い拳でジャ
ンケンをしていただきました。ありがとうございました。そして、
左の写真は、私のブログやフェイスブックを見ていただいていて、
どうしても、と参加していただいた石井さんです。赤ちゃんを連
れてきていて、抱いて、の記念写真です。普通、こうやって赤ん
坊を抱いて写真とったりしているのは、お相撲さんですよね。私
は相撲取りではありませんが・・・。本当、この学術集会に来て
いただき、ありがとうございました。感謝、感激、でした。「ボ
クよ、いい子になれよ。まっすぐな男になれよ。」

↑いい天気でした。2 日目の夕方には、雪がぱらついていましたが。本当、穏やかな天気で、よかったです。雨が降っていたら大変
だったのです。これは、2 月 14 日のポートピアホテルの空です。きれいな空でした。空の上から、小越先生と岡田先生が、無事、学
術集会を終えることができて、よかったな、と言ってくれているかのように澄み切った空でした。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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【今回のまとめ】
1. 2015 JSPEN in 神戸は、大成功だったと思います。ダメな学会だった、あそこがダメ、ここが
ダメ、という噂は聞こえてきていません。ま、私のところに聞こえていないだけかもしれませ
んが。
2. 反省することは大事です。今回の学術集会について、思いついたことがあったら、是非、連絡
してください。意見、文句、苦情、なんでも結構ですから。
3. やっぱり、この学術集会の運営がうまくいったのは、運営事務局を担当していただいた、ジェ
フコーポレーションのスタッフの方々のおかげです。仕事として・・・それ以上のものをして
いただき、ありがとうございました。
4. 私？私も全力でがんばりましたよ。今後は、この学会を冷静に見つめるようにしようと思いま
す。臨床栄養に対する熱意は強いので、より活発に活動するつもりですので、ご心配なく。適
正な栄養管理を行うための活動、その普及のための活動を、地道にやろうと思いますので、今
後ともよろしくお願いします。
5. 来年の JSPEN 学術集会？若めの会を盛大にやりましょうや。
学術集会？若めの会を盛大にやりましょうや。本気で、本物の栄養療法を考える
方が集まる会です。『NST
方が集まる会です。『NST をする』ことを考えている人ではなく、『NST
をする』ことを考えている人ではなく、『NST で何をするかを考え
る』集まりを、盛大にやりましょうよ。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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