
会 場：いわて県民情報交流センター アイーナ 8階 会議室804

期日 時間 単位
基本研修
実務研修

形態 テーマ 講師 内容 大項目 中項目 小項目・科目
実務研修
項目番号

備考

6月13日
（土）

10:30～12:00
13:00～14:30
14:40～16:10

1
1
1

基本
必須

講義
栄養ケアプロセス
-栄養診断-

臨床栄養実践協会
理事長 足立香代子 氏

「栄養診断」という栄養状態の診断によって
栄養介入の方法、栄養管理の効果の判断に
結びつける考え方や必要な知識について、
じっくり1日かけてお話しを頂きます。

4.栄養ケアプロセス 4-4栄養診断

○栄養診断の目的と方
法
○栄養診断の項目（摂
取量、臨床栄養、行動
と生活環境）
○栄養診断の記録

協賛
株式会社クリニコ
12：30～12：50
情報提供

10:30～12:00 1 実務 講義

病態栄養
大腸がんについて
－大腸がんをやさしく治す外科治療－

岩手医科大学 外科学講座
講師 大塚幸喜 氏

岩手県は、大腸癌による死亡率が全国で4
位です。
早期に発見されると生存率が高く、近年で

は大腸癌と生活習慣の関連因子について報
告されています。
今回は、大腸癌に関する最新の情報につ

いてお話し頂きます。

食と栄養に関する基
礎知識

根拠に基づいた栄
養管理

○病態栄養
○外科疾患と栄養

Ｒ23-110
ＫＳ23-110
Ｐ23-110
Ｔ23-110
ＦＳ23-110

13:00～14:30
14:40～16:10

1
1

基本 講義
研究方法・研究発表
「調査研究－データ解析の基本的な考え
方－」

盛岡大学 栄養科学部
栄養科学科
教授 板井一好 氏

得られたデータから、よりよい結果を導くた
めに必要とされる統計解析について初心者
向けからスタートし、数年間継続して開講す
る予定です。
※是非とも継続受講をお勧め致します。

7調査研究
7-1研究方法・研究
発表

○データ解析
当日は、電卓をご持参
ください。

10:30～12:00 1 実務 講義
指導媒体の有効性と作成・活用方法
－プロに学ぶ効果的な媒体の作り方－

ｇｉｏｖａｎｎｉ－ｄｅｓｉｇｈ
（デザイン、PRコンサルティング）
代表 菊池直之 氏

イベント等でチラシやポスターを作成する
際、人を惹きつけるレイアウトや色遣い、言
葉選びなどのポイントをわかりやすく教えて
いただきます。ワードやエクセル、パワーポ
イントなどを使った実践的な説明です。

栄養ケアプロセス
個人を対象とした栄
養指導

○指導媒体の有効性と
作成・活用方法

ＫＳ46-110
Ｔ46-110

13:00～14:30
14:40～16:10

1
1

基本 講義 栄養（食物）と医薬品の影響
日本大学薬学部
薬物治療学研究室
教授 林宏行 氏

「ヘルスケア・レストラン」という雑誌で「栄
養士が知っておくべき薬の知識」というコー
ナーに連載されている先生です。栄養管理
に影響する薬の作用と栄養管理リスクの抽
出ポイント等について、お話しいただきます。

２食と栄養に関する
基礎知識

2-4栄養（食物）と医
薬品の影響

○栄養（食物）が医薬
品に及ぼす影響
○医薬品が栄養（食
物）に及ぼす影響

10:30～12:00
13:00～14:30

1
基本
必須

演習
栄養ケアプロセス
栄養スクリーニング
栄養アセスメント

講師
南昌病院 栄養管理科 管理栄養士 菊池理江氏
川久保病院 栄養科 管理栄養士 圃田昌子氏
介護老人保健施設気仙苑 栄養管理課 管理栄養士 前田めぐみ氏
介護老人保健施設ｹｱﾎｰﾑ川口 栄養課 管理栄養士 小野寺恵氏
ファシリテーター
岩手県立一戸病院 栄養管理室次長 伊藤美穂子氏
介護老人保健施設まつみ 管理栄養士 藤平陽子氏

昨年行った入門編の適正な情報収集をも
とに、今回は医療と福祉分野からそれぞれ
講師の方が説明した後に、症例を用いて演
習を行います。
演習は、自分で考える時間とグループで考

える時間をとり、各分野の方々の栄養スク
リーニングとアセスメントの方法を共有する
演習を予定しています。

4.栄養ケアプロセス

4-2 栄養スクリーニ
ング
4-3 栄養アセスメン
ト

14:40～16:10 1 基本 講義
献立計画
-献立作成のポイント、献立作成の方法-

岩手県立中央病院
栄養管理室長 千葉貴恵 氏

専門的業務内容の一つでもある献立作成
の手法について講演します。
※本講座は、管理栄養士・栄養士の新人研
修も兼ねています。専門的職業に就いて５年
以内の方は是非受講して下さい。

3食事管理プロセス 3-4献立計画
○献立作成のポイント
○献立作成の方法

10:30～12:00 1 実務 講義 スポーツ栄養マネジメント（アセスメント）
神奈川県立保健福祉大学
教授 鈴木志保子 氏

希望郷いわて国体・いわて大会を来年に
控え、会員の中でもスポーツ選手に関わる
方が増えることが予想されます。スポーツ選
手における栄養マネジメントについて、基本
から実践的な部分を交えてご講演いただき
ます。

栄養ケアプロセス 栄養アセスメント
○スポーツ栄養マネジ
メント（アセスメント）

Ｇ43-101
ＫＳ43-101
Ｐ43-101
Ｔ43-101

13:00～14:30 1 実務 講義
「栄養士の立場からの地域医療介護連携
～Ｉスケールの作成意義と活用～」

石川県栄養士会あいスケールネットワークいしかわ
医療法人社団博友会 金沢西病院 地域連携センター 次長
管理栄養士 大谷 千晴 氏

14:50～16:20 1 実務 講義
訪問歯科診療・介護認定審査業務を通じ
た高齢者の「口から食べる事」への支援

豊頃町歯科診療所
所長 歯科医師 夏野伸一 氏

○実務研修の項目番号は、該当する専門分野と科目を示しています。詳しい内容について
は、日本栄養士会ホームページまたは最新版のキャリアノートで確認できます。

Ｒ：臨床栄養、Ｇ：学校栄養、ＫＳ：健康・スポーツ栄養、Ｋ：給食管理、Ｐ：公衆栄養、
Ｔ：地域栄養、ＦＳ：福祉栄養（高齢者・障がい者）、ＦＧ：福祉栄養（児童）

○基本研修…管理栄養士・栄養士として備えておくべきスキルの研修です。 ○ 実務研修…専門分野に特化した知識・技術の研修です。研修は分野（職域）を越えて、自由に選択して受講できます。

※生涯教育オリエンテーション 6月13日(土） 9：50～10：20 10月18日(日） 16：10～16：40

平成27年度生涯教育研修会カリキュラム

協賛
ニュートリー株式会社
14：30～14：40
【情報提供】
ニュートリー株式会社
営業部北部グループ
米岡友作 氏

7月11日
（土）

8月29日
（土）

10月18日
（日）

11月15日
（日）

○摂食・嚥下機能
根拠に基づいた栄
養管理

食と栄養に関する基
礎知識

R23-118
P23-118
T23-118
FS23-118
FG23-118

（公社）岩手県栄養士会

適切な摂食・嚥下機能に応じた食形態の調
整のみならず、地域連携を構築するために、
実際に取り組んだ管理栄養士と歯科医師よ
りお話しを頂きます。


