
 

構成学会の総会、学術大会、シンポジウム等の予定

会　議　名 開催方法・場所 日　　　　時

第15回学術大会 オンライン 令和3年10月24日（日）

2021年度通常総会 オンライン開催 2021年9月25日（土）

第68回学術総会 誌上およびオンライン開催 2021年10月1日（金）～2日（土）

第18回北海道支部会学術総会 オンライン開催 2021年12月5日（日）

第8回東北支部会学術総会 未定 未定

第8回関東・甲信越支部会学術総会 未定 未定

第17回北陸支部会学術総会 未定 2022年2月または3月

第10回東海支部会学術総会 誌上およびオンライン開催 2021年6月6日（日）

第20回近畿支部会学術総会 オンライン開催 2021年12月12日（日）～18日（土）

第17回中国支部会学術総会 オンライン開催 2021年6月27日（日）

第7回四国支部会学術総会 未定
2021年11月予定（日本栄養・食糧学会中国・四
国支部会と合同開催）

第9回九州・沖縄支部会学術総会 未定 未定

東北支部会市民公開講座 秋田市中市交流会館 2021年6月20日（日）

関東・甲信越支部会市民公開講座 オンライン開催 2021年5月14日（金）～31日（月）

中国支部会市民公開講座 オンライン開催 2021年6月27日（日）

四国支部会特別シンポジウム オンライン開催 2021年6月27日（日）

関東・甲信越支部会実践栄養学研究セミナー オンライン・集合型併用
2021年11月13日（土）、12月18日（土）、2022
年1月29日（土）

東海支部会実践栄養学研究セミナー ウィンクあいち
2021年8月21日（土）、11月13日（土）、2022年
3月12日（土）

近畿支部会実践栄養学研究セミナー オンライン開催
2021年11月6日（土）、12月1日（水）～2022年1
月28日（金）の間の2回、3月19日（土）

令和３年度社員総会 紙上開催予定

第10回学術大会 Zoom会議 令和３年９月２５日（土）

第31回研修会 オンライン開催 令和3年9月6日（月）-12日（日）

第16回学術総会 オンライン開催 令和3年11月（予定）

第21回学会大会 Zoom 令和３年６月１９日（土）・２０日（日）

第58回学術集会 大阪国際会議場 2021年10月7日（木）～10月9日（土）

第21回学会大会 Zoom 令和３年６月１９日（土）・２０日（日）

合同ブロック大会 zoom開催 令和3年7月24日（土）

第8回学術集会 web開催 令和3年9月18日（土）～10月4日（日）

北海道ブロック大会 zoom開催 未定

東北ブロック大会 web開催 令和4年1月予定

合同ブロック大会 zoom開催 令和4年1～2月予定

北海道ブロック大会 zoom開催 未定

九州・沖縄ブロック大会 webまたはハイブリッド開催 未定

日本脂質栄養学会第30回大会 Web開催 2021年9月24日（金）～25日（土）

令和３年度社員総会 Zoom会議 令和３年11月6日（土）

第26回学術集会 Zoom会議 令和３年11月6日（土）・7日（日）

令和3年度産学協議会 未定 未定

令和4年度社員総会 未定 未定

第27回学術集会 未定 未定

令和5年度社員総会 未定 未定

第28回学術集会 未定 未定

令和３年度学会大会　 オンデマンド開催 令和３年７月３日（土）～７月１２日（月）

令和３年度総会 Zoom会議 令和３年７月４日（日）

令和4年度学会大会・総会 相模女子大学 令和４年８月末

日本在宅栄養管理学会

日本脂質栄養学会

日本食物繊維学会

日本スポーツ栄養学会

日本健康栄養システム学会

日本アミノ酸学会

日本栄養改善学会

日本栄養学教育学会

日本給食経営管理学会

日本外科代謝栄養学会

日本健康栄養システム学会



 

第73回大会 partI WEB形式 令和３年６月１１日（金）～７月３０日（金）

第73回大会 partII 芝浦工大、芝浦校舎 令和３年１１月２０日（土）・２１日（日）

2021年度市民公開講座 シティホールプラザ　アオーレ長岡 令和３年１２月４日（土）

2022年度総会 福岡大学 令和４年６月２５日（土）

第７４回大会 福岡大学 令和４年６月２５日（土）～２６日（日）

2022年度市民公開講座 高松市 令和４年秋

2023年度総会 仙台市 未定

第７5回大会 仙台市 未定

第24・25回日本病態栄養学会年次学術集会 国立京都国際会館　他WEB 令和４年１月28日(金)・29日(土)・30日(日)

第43回学術大会 KFC Hall ＆ Rooms （東京） 令和３年10月1日（金）～3日（日）

令和３年度社員総会 KFC Hall ＆ Rooms （東京） 令和３年10月3日（日）

第44回学術大会 アイーナ・いわて県民情報交流センター 令和4年10月7日(金) ～ 10月9日(日)

令和4年度社員総会 アイーナ・いわて県民情報交流センター 令和4年10月9日(日)　（予定）

第８回定時社員総会
ホテルボストンプラザ草津
びわ湖 or WEB開催

2021年２月28日（日）

第12回首都圏支部会学術集会 WEB開催 2021年５月15日（土）

第13回北海道支部学術集会 WEB開催 2021年６月５日(土)

第36回日本臨床栄養代謝学会学術集会 ハイブリット開催 2021年７月21日（水）・22日（木）

第15回中部支部学術集会 WEB開催 2021年８月21日（土）

第13回中国四国支部学術集会（前 中国支部） WEB開催 2021年８月28日（土）

第７回東北支部学術集会 WEB開催 2021年９月４日（土）

第13回近畿支部学術集会 WEB開催 2021年９月18日（土）

第12回中国四国支部学術集会（前 四国支部） WEB開催 2021年９月25日（土）

第12回九州支部学術集会 WEB開催 2021年９月25日（土）

第８回関越支部学術集会 WEB開催 2021年10月10日（日）

令和３年度社員総会 Zoom会議 令和３年６月５日（土）

第75回学術大会 Zoom会議 令和３年７月３日（土）・４日（日）

第51回北海道支部大会 東北地区で開催 令和３年秋

第55回東北支部大会 東北地区で開催 令和３年秋

第107回関東支部大会 東京農大 or Zoom 令和３年９～10月

関東支部健康栄養シンポジウム 未定 令和４年２～３月

第108回関東支部大会 未定 令和４年３月

第78回中部支部大会 名古屋大 or Zoom 令和３年９月18日（土）

第79回中部支部大会 名古屋大 or Zoom 令和３年11月

近畿支部若手活動支援事業 未定 未定

第60回近畿支部大会 神戸女子大 令和３年11月27日（土）

近畿支部若手奨励賞 神戸女子大 令和３年11月27日（土）

第54回中国・四国支部大会 未定 令和３年10月30日（土）・31日（日）

九州・沖縄支部大会 九州大 令和３年10月30日（土）・31日（日）

令和４年度社員総会 神戸ポートピアホテル 令和４年６月10日（金）

第76回学術大会 武庫川女子大学 令和４年６月11日（土）・12日（日）

令和５年度社員総会 札幌コンベンションセンター 令和５年５月12日（金）（予定）

第77回学術大会 札幌コンベンションセンター 令和５年５月13日（土）・14日（日）（予定）

日本臨床栄養学会

日本臨床栄養代謝学会

日本栄養・食糧学会

日本ビタミン学会

日本病態栄養学会


