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１． 一般社団法人日本肝臓学会定款（以下「定款」という。
）第 4 条 第 1 項の規定に基づいて、
以下のとおり、学術集会を開催し、学術誌・学術図書を発行した。また、研究の奨励、研究
業績の表彰等を行なった。
（1）学術集会の開催
期間・会場

名称
第 56 回総会
参加： 3,902 名

会

長

2020 年 5 月 21 日（木）～22 日（金）
2020 年 8 月 28 日（金）～29 日（土）
大阪市：大阪国際会議場、WEB 開催

竹原 徹郎
大阪大学大学院 消化器内科学

テーマ：肝臓学 2020 サイエンスとアート

2020 年 11 月 5 日（木）～6 日（金）

第 24 回大会
(JDDW2020)
参加：20,953 名

（第 28 回日本消化器関連学会週間）
神戸市：神戸コンベンションセンター他、
WEB 開催

参加：1,364 名

三重大学大学院 消化器内科学

テーマ：Hepatology, Ever Onward
肝臓学

第 43 回東部会

竹井 謙之

限りなき進歩

2020 年 12 月 3 日（木）～5 日（土）
WEB 開催
テーマ：ほんたうの肝臓学を探して

滝川 康裕
岩手医科大学 消化器内科肝臓分野

EASL- JSH Joint Session
EASL 主催

2020 年 4 月 18 日（土）～19 日（日）
ロンドン（英国）

【中止】

Theme：HCV

【誌上発表】

JSH 主催
第 56 回総会

テーマ：NAFLD

Chair
0 考藤 達哉
Senior speaker 考藤 達哉
Junior speaker 小笠原定久
Chair
0 米田 政志
Senior speaker 伊藤 義人
Junior speaker 今城 健人
Chair
Philip Newsome
Senior speaker Maria Reig

第 56 回総会における他学会との Joint Session
CHESS-JSH Joint Session

Xialong Qi
The First Hospital of Lanzhou

【誌上発表】
テーマ：Portal hypertension management
and treatment

第 56 回総会

日本動脈硬化学会との Joint Session

University

吉治 仁志
奈良県立医科大学
消化器内科学講座

山下 静也
りんくう総合医療センター

2020 年 5 月 22 日（金）
2020 年 8 月 29 日（土）
テーマ：NAFLD と脂質異常

循環器内科

中島

淳

横浜市立大学大学院
肝胆膵消化器病学教室

AASLD - JSH Joint Symposium
竹原 徹郎
2020 年 11 月 6 日（金）

JSH 主催
第 24 回大会

（第 28 回日本消化器関連学会週間）
神戸市：ポートピアホテル
テーマ：肝癌：サーベランスと治療

2020 年 11 月 16 日（金）

AASLD 主催

WEB 開催
Theme：Lean NAFLD

大阪大学大学院 消化器内科学

Ray Kim
Stanford University Medical
Center

Speaker 工藤 正俊
Speaker 建石 良介
Senior speaker 川口
巧
Junior speaker 小木曽智美

『第 7 回肝臓と糖尿病・代謝研究会』日本肝臓学会担当の開催は延期された。
第7回
肝臓と糖尿病・
代謝研究会

2020 年 7 月 18 日（土）
【2022 年に開催延期】
奈良市：奈良春日野国際フォーラム
甍 ～I・RA・KA～

吉治 仁志
奈良県立医科大学
消化器内科学講座

テーマ：肝臓と糖尿病・代謝研究の未来予想図

（2）学術誌・学術図書の発行
① 和文誌『肝臓』
第 61 巻 4 号～12 号、第 62 巻 1 号～3 号、第 56 回総会、第 24 回大会、第 43 回東部会
の講演要旨を刊行した。
② 欧文誌『Hepatology Research』
Vol.50 No.4 ～No.12、Vol.51 No.1 ～No.3 までを刊行した。
2019 年 Impact Factor は、3.165 （前年 3.440 から－0.275）
③ その他
○ 「肝炎治療ガイドライン」の改訂作業を継続し、ホームページに公開した。
07 月 17 日 B 型肝炎治療ガイドライン第 3.2 版（フルテキストと簡易版）
C 型肝炎治療ガイドライン第 8 版（フルテキストと簡易版）
01 月 17 日 B 型肝炎治療ガイドライン第 3.3 版（フルテキストと簡易版）
○ 11 月 15 日 「肝硬変診療ガイドライン 2020 第 3 版」および「NAFLD/NASH 診療ガ
イドライン 2020 第 2 版」を消化器病学会との合同にて出版した。
○ 11 月 15 日 「肝臓専門医テキスト改訂第 3 版」を出版した。
○ 03 月 16 日 「NASH・NAFLD の診療ガイド 2021」を出版した。
（3）研究の奨励、研究業績の表彰
① 「織田賞（学会賞）
」は該当者無し。
② 「研究奨励賞」を 8 名に授与した。
嘉数 英二（東北大学病院）
中塚 拓馬（東京大学医学部附属病院）
惠莊 裕嗣（京都大学大学院）
澤田 保彦（奈良県立医科大学）

林

学（福島県立医科大学）

渡邊 俊司（自治医科大学）
鈴木 和治（北海道大学病院）
鈴木 浩之（久留米大学病院）
③

「機関誌 Citation Award」を以下の 5 名に授与した。

○ 肝臓 1 篇
相川 達也（相川内科病院）
○ Hepatology Research Review Article（含 Special Report）2 篇
杉本

和史（三重大学）

千葉 哲博（千葉大学医学部附属病院）
○ Hepatology Research Original Article（含 Short Communication、Case Report）2 篇
播本 憲史（群馬大学医学部附属病院）
西川 浩樹（兵庫医科大学）
④

冠 Award（3 社）を 6 名に授与した。

○ 第 19 回 OTSUKA Award
小林 淳志（京都大学）
○ 第 5 回 AbbVie Award
中野 泰博（東京大学 定量生命科学研究所）
角田 知之（東京医科歯科大学）
○ 第 5 回 Gilead Sciences Award
米島

淳（金沢大学附属病院）

三好 正人（東京医科歯科大学）
土居

哲（大阪大学大学院）

２．定款第 4 条第 2 項の規定に基づいて、教育講演会を開催し、新たに肝臓専門医を認定した。
（1） 教育講演会
名称

会期・会場

前期

2020 年 8 月 29 日（土）

教育講演会
参加：1,410 名

単独開催
教育講演会
参加：957 名

後期
教育講演会
参加：620 名

e ラーニング
(前期教育講演会)
受講者：192 名

大阪市：大阪国際会議場、
WEB 開催（LIVE 配信）

2020 年 8 月 15 日（土）

WEB 開催（LIVE 配信）

2020 年 12 月 4 日（金）

WEB 開催（LIVE 配信）

2020 年 10 月 12 日（月）～
12 月 23 日（水）

会

長

竹原 徹郎
大阪大学大学院 消化器内科学

飯島 尋子
兵庫医科大学 消化器内科

滝川 康裕
岩手医科大学 消化器内科肝臓分野

－

（2） 肝臓専門医制度
肝臓専門医制度に基づいて、2020 年度肝臓専門医の認定・更新・指導医の認定・更新及び
施設認定を行った。
専門医認定試験は、2020 年 10 月 11 日（日）ベルサール渋谷ファーストで実施し、受験
者数 367 名、うち合格者 318 名を新たに専門医として認定した。
専門医更新者は、2020 年度最終 1,199 名を認定し、2021 年度は 1,180 名の更新を認定し
た。指導医は、84 名を新たに認定し、暫定指導医として 12 名を認定した。指導医更新者
については、153 名の更新を認定した。
施設認定は、新たに認定施設 8 施設、関連施設 10 施設、特別連携施設 4 施設を認定した。
施設の更新については、認定施設 57 施設、関連施設 11 施設、特別連携施設 6 施設の更新
を認定した。
３．定款第 4 条第 4 項の規定に基づいて市民公開講座を開催し、各都道府県責任者のもとにおい
て肝がん撲滅運動を展開した。
（1）一般市民の肝臓病に関する啓発のため、厚生労働省の後援を得て、肝臓週間（2020 年度は
7 月 27 日～8 月 2 日） の最終日 8 月 2 日（日）に全国 4 ヶ所で市民公開講座を開催し、
713 名の参加があった。
○

関東地区

会 場 浅草公会堂

東京都

開催中止

責任者 鈴木 文孝（虎の門病院分院）
○

甲信越地区

会 場 WEB開催

28名

責任者 寺井 崇二（新潟大学大学院）
○ 中部地区

会 場 WEB開催

300名

責任者 玄田 拓哉（順天堂大学医学部附属静岡病院）
○ 四国地区

会 場 あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）

32名

徳島市

責任者 島田 光生（徳島大学大学院）
○

九州地区

会 場 WEB開催

353名

責任者 井戸 章雄（鹿児島大学大学院）
（2）ウイルス肝炎研究財団主催の市民公開講座の開催地及び責任者を推薦した。
○

東北地区

責任者 大平 弘正（福島県立医科大学）

11月14日（土）秋田市民交流プラザ 多目的ホール
COVID-19の影響で、2020年度に延期となったウイルス肝炎研究財団主催の市民公開講
座は、2020年12月12日に田中 靖人理事（熊本大学大学院）
、前城 達次会員（琉球大学
医学部附属病院）を責任者として実施した。
（3）肝がん撲滅運動（1999年度から実施）
各都道府県50地区で市民公開講座や医療従事者向けの講演会等を開催した。
（4）医学教育事業（2018年度から3か年実施）GSK医学教育事業助成を受けて実施した。
○ School of Hepatology
10月17日（土）WEB開催 参加者20名 責任者：日高

央 （北里大学）

03月20日（土）WEB開催 参加者16名 責任者：武冨 紹信 （北海道大学）
3月20日（土）Web開催 参加者16名 責任者： 長谷川 潔 （東京大学）
3月20日（土）Web開催 参加者16名 責任者： 福本

巧 （神戸大学）

○ 肝炎医療コーディネーター研修会
医師以外の医療従事者を対象として25地区（参加者1,986名）で研修会を開催し、肝炎医
療コーディネーターの育成を行った。
４．役員選任と委員会改変
（1）定款第20条の規定に基づいて役員を選任した。
8月28日の定時総会において、新任理事および監事候補者を選挙により選出し、非改選理事
候補者および監事候補者とあわせて承認を得て選任した。同日開催された第3回臨時理事会
で理事長を選出し、10月2日の第4回臨時理事会で理事の役割分担を決定した。
理 事 長：竹原 徹郎
副理事長：持田

智

常務理事：榎本 信幸
竹井 謙之
理

事：飯島 尋子、考藤 達哉、黒崎 雅之、小池 和彦、坂本 直哉、坂元 亨宇
島田 光生、田中 靖人、寺井 崇二、中本 安成、吉治 仁志、四柳

監

宏

事：齋藤 英胤、日野 啓輔

（2）委員会改変
○ 10月2日の第4回臨時理事会で、評議員選出委員会及び演題選定委員会を除く各委員会
委員を選任した。
○ 評議員の互選により、演題選定委員会及び評議員選出委員会の委員を選出した。
演題選定委員会

8月31日告示、9月11日投票締切、9月15日理事立会いのもと開票

評議員選出委員会

9月23日告示、10月2日投票締切、10月6日理事立会いのもと開票

５．会議の開催
定款及び定款施行細則等の規定に基づいて、理事会、定時総会（評議員会）を開催するとと
もに各種委員会を随時開催し、学会の運営等について審議した。
（1）理事会
第1回臨時理事会

2020年 4月15日（水）

持回審議

第2回臨時理事会

2020年 6月 8日（月）

持回審議

第1回定例理事会

2020年 8月28日（金）

大阪、WEB

第3回臨時理事会

2020年 8月28日（金）

大阪、WEB

第4回臨時理事会

2020年10月 2日（金）

WEB開催

第2回定例理事会

2020年11月 4日（水）

神戸、WEB

第3回定例理事会

2021年 3月17日（水）

東京、WEB

2020年 8月28日（金）

大阪、WEB

2020年 7月14日（火）

WEB開催

（2）定時総会（評議員会）
（3）各種委員会
・財務委員会

（第1回）

（第2回）

2021年 2月17日（水）

WEB開催

（第1回）

2020年11月20日（金）

WEB開催

（第2回）

2021年 1月28日（木）

持回審議

（第3回）

2021年 2月15日（月）

持回審議

・利益相反委員会

2021年 3月 5日（金）

持回審議

・学術集会審議委員会

2021年 2月 8日（月）

WEB開催

・国際委員会

（第1回）

2020年 7月30日（木）

持回審議

（第2回）

2021年 1月20日（水）

持回審議

（第3回）

2021年 1月28日（木）

WEB開催

（第4回）

2021年 3月25日（木）

WEB開催

2020年 6月 4日（木）

WEB開催

（第1回）

2020年 7月17日（金）

WEB開催

第43回東部会

2020年 8月24日（月）

持回審議

2021年 1月22日（金）

WEB開催

・欧文誌編集委員会（第1回）

2020年 8月29日（土）

大阪、WEB

（第2回）

2020年11月 9日（月）

WEB開催

2020年 6月30日（火）

WEB開催

・和文誌編集委員会（第1回）

2020年 5月25日（月）

持回審議

（第2回）

2020年 6月 5日（金）

持回審議

（第3回）

2020年 9月25日（金）

持回審議

（第4回）

2020年10月21日（水）

WEB開催

（第5回）

2020年12月 2日（水）

持回審議

（第6回）

2021年 2月12日（金)

持回審議

（第7回）

2021年 3月10日（水)

持回審議

・研究助成委員会 （第1回）

2020年 9月 4日（金）

WEB開催

（第2回）

2020年10月 1日（木）

持回審議

（第3回）

2020年10月13日（火）

持回審議

（第4回）

2021年 2月 8日（月）

持回審議

（第5回）

2021年 3月30日（火）

WEB開催

・生涯教育委員会 （第1回）

2020年 5月 1日（金）

持回審議

（第2回）

2020年 7月20日（月）

持回審議

（第3回）

2020年 8月 5日（水）

WEB開催

・肝臓専門医制度審議会（第1回）

2020年 4月10日（金）

持回審議

（第2回）

2020年 7月 7日（火）

持回審議

（第3回）

2020年 7月13日（月）

持回審議

（第4回）

2020年 8月21日（金）

持回審議

（第5回）

2021年 2月 3日（水）

WEB開催

（第6回）

2021年 3月 3日（水）

持回審議

・肝臓専門医試験委員会（第1回）

2020年 7月13日（月）

WEB開催

・企画広報委員会

・演題選定委員会 第24回大会

（第2回）第57回総会

編集企画会議

（第2回）

2020年 7月30日（木）

WEB開催

（第3回）

2020年10月11日（日）

東京

・市民公開講座企画検討委員会（第1回） 2020年 6月15日（月）

持回審議

（第2回）

2020年 7月13日（月）

持回審議

（第3回）

2020年 8月21日（金）

東京、WEB

（第4回） 2020年12月11日（金）
・社会保険委員会

・肝移植委員会

持回審議

（第1回）

2020年10月19日（月）

WEB開催

（第2回）

2021年 3月18日（木）

WEB開催

（第3回）

2021年 3月26日（金）

持回審議

（第1回）

2020年 9月 9日（水）

WEB開催

（第2回） 2021年 1月18日（月）

WEB開催

・キャリア支援・ダイバーシティ推進委員会

（第1回）

2020年 7月29日（水）

WEB開催

（第2回）

2020年10月 8日（木）

持回審議

（第3回）

2021年 3月 5日（金）

WEB開催

（第1回）

2020年12月 9日（水）

WEB開催

（第2回）

2021年 1月29日（金）

持回審議

（第3回）

2021年 2月16日（火）

持回審議

（第4回）

2020年 6月 5日（金）

WEB開催

（第5回） 2020年 7月30日（木）

WEB開催

（第6回）

2020年 9月 1日（火）

WEB開催

（第7回）

2020年10月15日（木）

WEB開催

（第8回）

2020年12月10日（木）

WEB開催

（第9回） 2021年 1月 7日（木）

WEB開催

（第10回） 2021年 1月21日（木）

WEB開催

2021年 2月 4日（木）

WEB開催

（第12回） 2021年 3月 3日（水）

WEB開催

（第13回） 2021年 3月11日（木）

WEB開催

（第14回） 2021年 3月18日（木）

WEB開催

（第15回） 2021年 3月24日（水）

WEB開催

（第1回）

2020年10月21日（水）

WEB開催

（第2回）

2020年11月 4日（水）

神戸、WEB

西部会評議員会

2020年11月 5日（木）

WEB開催

東部会世話人会

2020年12月 3日（木）

WEB開催

東部会評議員会

2020年12月 3日（木）

WEB開催

・ガイドライン統括委員会

肝癌診療GL改訂委員会

（第11回）

（4）支部会関係
西部会世話人会

６．その他
（1）他の学術団体等との連携について
① 厚生労働省
4月30日 医薬・生活衛生局医薬品審査管理課より、抗悪性腫瘍薬の最適使用推進ガイド
ライン策定にあたり、
「がん化学療法・薬物療法」に関する専門委員に建石 良介評議員
および山下 竜也評議員を推薦した。
10月19日 健康局健康課予防接種室より、新型コロナウイルスワクチンに関する連絡窓
口の選出依頼があり、持田 智副理事長を推薦した。
②

日本医学会
7月28日 「汎用され安定確保に特に配慮が必要な医薬品」について薬価基準収載品のガ
イドライン掲載の有無の確認依頼があり回答した。
7月30日 「学術プログラム構成に関するアンケート」について回答した。
8月24日 日本医学会 創立120周年記念事業の一環として、
「未来への提言」を提出した。
12月25日 120周年記念事業「日本医学会120年記念誌」の編纂についてアンケート協力
依頼があり、常務理事からの意見を回答として提出した。
また、
「日本医学会120年記念誌」第5部(1)日本医学会136分科会の歴史のうち、当学会の
歴史執筆者を企画広報委員長の持田 智副理事長に決定した。

③ 日本医学会連合
8月19日 「旧優生保護法の検証のための検討会」報告書について意見伺いがあり、当学
会からは特段の意見は無い旨を報告した。
9月1日 「領域横断的なフレイル・ロコモ対策の推進に向けたワーキンググループ」へ
の参画依頼があり、吉治 仁志理事を推薦した。
9月29日 「大学勤務医をはじめとする勤務医の労働環境の改善に向けての調査」への協
力依頼があり回答を提出した。
11月27日 「研究者養成に関する調査」の協力依頼があり、回答を提出した。
12月16日 国に対する提言案「健康危機管理と疾病予防を目指した政策提言のための情
報分析と活用並びに人材支援組織の創設」を作成したので、提言案の内容を確認し各学
会から意見の提出依頼があり、役員からの意見を回答として提出した。
2月10日 日本医学会連合加盟学会連絡協議会（WEB開催）に事務局が出席した。
④

日本内科学会
4月21日 COVID-19対策チーム委員に疋田 隼人評議員を推薦した。
11月17日 日本内科学会より「医療事故の再発防止に向けた提言」に関する記事の執筆
候補者の推薦依頼があり、黒崎 雅之理事を推薦した。

⑤ 内科系学会社会保険連合
11月30日 社会保険委員等の意見を集約し、2022年度診療報酬改定 第1次評価提案書を
提出した。
⑥

日本消化器関連学会機構（JDDW）
9月7日 学会で開催したハンズオンセミナーの過去5年間の実績調査について回答した。
1月22日 法人第6期 理事、監事、社員候補者7名を推薦した。

⑦ 日本医療安全調査機構
協力学会担当者の更新依頼があり、統括責任者には、倫理委員会委員長の竹井 謙之理事
を推薦することを決定した。竹井理事は、各ブロック推薦担当者を選出、ブロック担当
者は個別調査部会員を選出し、担当者リストを機構へ提出した。
12月18日 センター調査における個別調査部会の部会員1名（委嘱期間1年）を推薦して
欲しいとの依頼があり、井戸 章雄評議員を推薦した。
3月3日 センター調査における個別調査部会の部会員2名（委嘱期間1年）を推薦して欲
しいとの依頼があり、澤田 康司評議員および宮西 浩嗣評議員を推薦した。
⑧ 日本医療機能評価機構
8月31日 日本医療評価機構のガイドライン掲載ページ「Minds」の肝癌診療ガイドライ
ンを2017年版から2017年補訂版に更新した。
⑨ 日本消化器内視鏡学会
2021年5月14日開催の日本消化器内視鏡学会第100回記念式典への後援名義使用につい
て、第4回臨時理事会で承認した。
⑩

日本呼吸器学会
9月4日

「ハイリスク者に対する肺炎球菌ワクチン接種の考え方」の執筆に関する協力依

頼があり、四柳 宏理事を推薦した。
⑪ 日本病院薬剤師会
9月25日

2018年度に当学会が改定作業に参画した「重篤副作用疾患別対応マニュアル

薬物性肝障害」について厚生労働省から寄せられた意見に対する対応依頼があり、対応
方針を作成し提出した。
⑫ 日本放射線腫瘍学会
10月9日 「厚生労働省 先進医療会議 提出報告書」にかかる粒子線治療と標準治療との
比較のための専門医派遣の依頼があり、長谷川 潔評議員および久保 正二評議員を推薦
した。
⑬ 日本ウイルソン病協会
9月25日

2019年12月のウイルソン病に関する移行期医療についてのアンケートに続き、

ウイルソン病患者の受け入れ可能施設・病院のリスト化へ再度の協力依頼があり、肝臓
専門医の先生方にメール配信した。
⑭ 日本再生医療学会
1月25日 再生医療等製品レジストリ協議会に土屋 淳紀評議員が出席した。
（2）自治体・市民団体等の共催・後援
①

2020 年 7 月 27 日～8 月 2 日 公益財団法人ウイルス肝炎研究財団からの依頼により
「肝臓週間」実施に伴う共催名義使用を承諾した。

②

2020 年 11 月 20 日～30 日 北海道肝疾患医療従事者研修会（オンデマンド配信）

（3）会員管理システム（マイページ）
2020 年 7 月 29 日 役員選挙における所信表明を定時総会終了時まで公開した。
以上

事業報告の附属明細書
2020 年度事業報告には、
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 34 条第
3 項に規定する附属明細書について、事業報告の内容を補足する重要な事項はない。

