
  研修終了後のフォロー

　地域・在宅療養の栄養問題にかかわる研究の推進とその
成果を社会に還元することを目的に、地域における栄養ケ
アや在宅訪問栄養指導ができる管理栄養士の実践的応用力
の育成や潜在有資格者の育成及び情報発信を行っています
。

大妻女子大学家政学部
管理栄養士スキルアップセンター

研修生募集
-研修期間-

8/17(木)〜8/21(月)

ベーシックは、地域・在宅栄養における栄
養支援の経験が浅い方（卒後1～2年程
度）、または復職する方、卒後に在宅訪問
管理栄養士をめざす受講時4年生の学生が
対象となります。

エキスパートは、活動年数がほぼ3年以上
で、より実践的な臨床栄養講座、症例検討
によって管理栄養士としてのスキルを高め
ることを目標とする方が対象となります。

研修費　75,000円

コース紹介（各25名募集）

お申し込み
大妻女子大学家政学部ホームページ
管理栄養士スキルアップセンター

お問い合わせ
スキルアップ事務局＜info.skill.up.center@gmail.com＞

コミュニケーション 求人情報 栄養最新情報



大妻女子大学　管理栄養士スキルアップセンター講師・協力者一覧

区分 講義・実習・演習内容 担当者 所　属 職　種

講義 コミュニケーション 江澤 佳哉子 暮らしの保健室「かなで」
管理栄養士・介
護支援専門員

講義 ケアプラン（介護サービス計画） 福田　英二 暮らしの保健室「かなで」
看護師・介護支
援専門員

講義 がんと栄養 川口美喜子 大妻女子大学　家政学部 管理栄養士

講義 在宅訪問栄養士の実際 中村　育子
医療法人社団福寿会　「福岡クリニック　在
宅部 」

管理栄養士

講義 介護保険制度 可野　倫子 世田谷区役所　高齢者福祉部 管理栄養士

講義 褥瘡と栄養/消化器・経腸栄養 岡田 晋吾 医療法人社団　守一会「北美原クリニック」 医師

講義 在宅医療 木下 朋雄
医療法人社団曙光会　「コンフォガーデンク
リニック」

医師

講義 慢性疾患（呼吸器） 森田 純仁 大妻女子大学　家政学部 医師

講義 在宅訪問の関わり方 杉本みぎわ 福岡県立大学　看護学部 看護師・保健師

講義 心理 栗原　幸江 都立駒込病院　・　マギーズ東京 心理療法士

講義 介護保険制度 水野　優子 社会福祉法人 くるみ会「くるみ学園」 管理栄養士

講義 褥瘡と栄養 田村佳奈美 福島学院大学短期大学部食物栄養学科 管理栄養士

講義 在宅訪問栄養士の実際 安田　淑子
訪問診療（在宅医療）三育会
新宿ヒロクリニック

管理栄養士

講義 慢性疾患（呼吸器・循環器） 平原佐斗司
梶原診療所　東京医科歯科大学臨床教
授、東京女子医大非常勤講師、聖路加看
護大学臨床教授

医師

講義 心理 大西　秀樹 埼玉医科大学国際医療センター 医師

講義 在宅医療 北澤 彰浩 JA長野厚生連　「佐久総合病院」 医師

講義 在宅訪問の関わり方 秋山 正子
白十字訪問看護ステーション・新宿区「暮ら
しの保健室」

看護師・保健師

講義 栄養ケアプロセス 川島由起子 聖マリアンナ医科大学病院 管理栄養士

講義 栄養ケアプラン 山口　はるみ
特定非営利活動法人「ぽけっとステーショ
ン」

管理栄養士

講義 リサーチの方法 奥村　圭子
杉浦医院「地域ケアステーション　はらぺこ
スパイス」

管理栄養士

講義 フィジカルアセスメント 谷口 英喜 済生会横浜市東部病院 医師

講義 認知症 新里　和弘
東京都立松沢病院 認知症疾患医療セン
ター

医師

講義 慢性疾患（糖尿・腎疾患） 矢野 彰三
島根大学医学部　医学科臨床検査医学講
座

医師

講義 小児の栄養 吉野浩之 群馬大学 教育学部 障害児教育学講座 医師

講義
がん・消化器/消化器・経腸栄養
法

丸山 道生 医療法人財団緑秀会　田無病院 医師

講義 リハビリ・ポジショニング 河野　悦子
医療法人社団曙光会「コンフォガーデンクリ
ニック」

理学療法士

講義 薬剤 斎藤　直裕 ファーコス薬局 薬剤師

講義 摂食嚥下 菊谷　武
日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩
クリニック

歯科医師

講義 摂食嚥下 戸原　玄
国立大学法人　東京医科歯科大学　高齢
者歯科学分野

歯科医師

講義 排泄 榊原　千秋 訪問看護ステーション「ややのいえ」 保健師・ケアマネ

演習 リサーチとプレゼンテーション 小林　実夏 大妻女子大学　家政学部 管理栄養士

グループ
ワーク

グループワーク 五島　朋幸 東京都北新宿「ふれあい歯科ごとう」 歯科医師

グループ
ワーク

グループワーク 豊田　義貞 東京都新宿区「龍生堂薬局本店」 薬剤師

実習 上杉宰世 大妻女子大学　家政学部 管理栄養士

実習 玉木　有子 大妻女子大学　家政学部 管理栄養士

実習 豊島瑞枝
国立大学法人 東京医科歯科大学　歯学
部附属病院

管理栄養士

実習 花本 美奈子 栄養ケアサポートLINKのぼりと 管理栄養士

実習 米山久美子 地域栄養サポート自由が丘 管理栄養士

協力 藤谷 順子
国立国際医療研究センター病院　リハビリ
テーション科

医師

協力 小野寺公枝 新宿区「暮らしの保健室」 管理栄養士

協力 小原　道子
ウエルシア薬局　調剤在宅本部 在宅推進
部長・東京薬科大学客員教授・岩手医科
大学非常勤講師

薬剤師

調理実習



奥村圭子先生
講師から受講者へのメッセージ

地域包括ケアシステムで管理栄養士・栄養士が求められていることは、最期まで口から食べ
る喜びを達成するための健康寿命の延伸です。しかし、健康づくりや予防に関する訪問栄養
士の必要性は、殆ど解明されていません。是非一緒に地域の栄養士の役割について探求し、
地域に貢献していきましょう。

岡田晋吾先生
今ほど管理栄養士が社会から求められている時代はないと思います。そのニーズに応えること
が出来なければせっかくのチャンスを逃してしまいます。すでに薬剤師やリハビリスタッフは
どんどん在宅医療に積極的に参加し患者さんやその家族に寄り添っています。管ｚ理栄養士と
して地域包括ケアシステムに積極的に参加できるスキルをこのセミナーでしっかり手に入れて
ほしいと思っています。このセミナーでの出会いが一生の宝となることを望んでいます。

江頭文江先生

食支援は、乳幼児から高齢者までさまざまな年代に必要であり、専門的な栄養や
調理の知識だけではなく、全身管理としての栄養管理、食べる楽しみとしての栄
養管理、疾病や障害に対応するための栄養管理と、医療的・介護的・生活的視点
のスキルが必要です。食支援は生活支援であり、個々によりそのスタンスは異な
ります。己の引き出し＝スキルをたくさん増やせるよう、このセミナーが学びの
場となることに期待します。

菊谷　武先生
本人の摂食状況を改善していくためには、摂食機能の評価が必要となります。食べることは、
患者さんの摂食機能にのみ左右されるわけではありません。認知機能、覚醒レベル、ADLなど、
食べている食品の形態、本人の食行動、食介助の方法、咀嚼機能、食べる環境（食事している
場所、姿勢など）、使用している様々なサービスやサービスの質、いわゆる介護力などに影響
を受けます。管理栄養士にはこれらの評価が求められることになります。

矢野彰三先生
来てよかった、聞いてよかった、と言ってもらえるだけのクオリティと実際の臨床現場ですぐに
使える即効性のある内容にしたいと思います。楽しく勉強しましょう！よろしく！

中村育子先生

訪問栄養は制度（医療保険・介護保険）、コミュニケーションスキル、病態、多
職種連携、調理、献立作成等ができないと行えません。一つでも多くのことを他
の講義から学んだ上で、本講義に臨んでください。

川島由起子先生
ＮＣＰで使われる栄養診断（Nutrition Diagnosis）は、栄養状態を評価するために用いられる
方法であり、医師が行う病名や治療方法を決定する医療診断（Medical Diagnosis）とは異なる
ことを十分に理解することが重要です。病院と施設や地域などそれぞれを繋げる時の栄養状態
の判定に、ＮＣＰを使い情報共有することは、管理栄養士だけでなく、他職種にも必要です。
管理栄養士のスキルの１つにできたら良いと思います。

杉本みぎわ先生
現在の日本における少子高齢化、医療費負担増大、社会資源の確保の問題など社会的背景の中
で医療も在宅へとシフトしています。その中で栄養・食事に対するアプローチは
多種多様であり、今後さらに期待される分野でもあると思います。療養者やそのご家族が日々
の生活や日々の食事から活力を得て、薬や医療に頼るだけでなく自身のヘルスリテラシーを高
めるために、これからのみなさんの活躍を大いに期待しています。

安田淑子先生
歯科医院に勤務することをきっかけに、経口摂取に関わる在宅の様々な現状を目の当たりにし
ました。「もっと早く栄養士につなげてくれれば・・」と初回訪問で思うことが幾度もありま
した。
皆さんと一緒に、在宅訪問管理栄養士の認知度がもっとアップし、『いつでもだれでも気軽に
栄養士に相談できる』環境を作りたいとおもいます。

可野倫子先生
地域での活動はその地域の社会資源や、多職種の専門職の専門性を理解しコミュニケーション
をとりながら連携して支援を進めていきます。本セミナーにおいて栄養士としての知識、技術
の専門性のスキルアップとともに、各講義を通して「人」としての多くの学びを得られること
も期待しています。



丸山道生先生
超高齢化社会を迎え、ますます栄養の重要性が認識されています。高齢者がいつまでも元気で
、そして健康年齢を伸ばすためにと、フレイル予防やサルコペニア予防が脚光を浴びています
が、やはり栄養がその中核をなします。在宅高齢者にとっても食と栄養の重要性は言うまでも
ありません。訪問栄養指導を目指される皆様にとって、今の日本の社会はまさに活躍の場なの
です。この大妻女子大学家政学部管理栄養士スキルアップセンターでしっかり学んでいただき
たいと思います。

北澤彰浩先生
受講生のみなさま
在宅医療は患者さんや家族の方にとってのホームグランド（家）に我々がお邪魔することから
始まります。従来の病院医療の場合は我々医療従事者にとってのホームグランド(病院)に
患者さんが来てくださってから始まることを考えると正反対の医療です。
だからこそ、今まで知らなかった新しい気付き・価値観・世界・ものがたりが待っています。
新しい世界に一緒に飛び込み一緒に一人ひとりの物語を創っていきましょう。

榊原千秋先生
2015年にコンチネンスケア・イノベーションセンターおまかせうんチッチを開設いたしました。
コンチネンスケアとは、気持ちよく排泄できることに導くケアのことです。コンチネンスケアを
誰にもわかりやすい言葉で表現したいと「おまかせうんチッチ」がうまれました。イノベーショ
ンには、新しいものを創造するという意味を込めています。
新しい排便ケアのプロフェッショナル「ＰＯＯマスター」、広く多くの方に気持ちよく排便でき
るセルフケアを身についていただきたいと「ＰＯＯ伝ジャー」を育成しています。合言葉は「食
べて出して楽しくってビビデバビデブ―」です。楽しく学びましょう。

新里和弘先生

戸原玄先生
日本は超高齢社会であるために、特に在宅や施設での摂食嚥下障害への対応は重要です。医科
と歯科の連携、医療と介護の連携をうまくとっていくためには、深くはなくてもよいので幅広
い視点が重要になります。高齢になっても、ADLが低下しても多くの患者さんに楽しい時間を
過ごしてもらうことが大事だと思います。

大西秀樹先生
がん医療の現場では死を目の前に控えていたり、精神症状に苦しんでいる患者さんがいます。
そのような状況にある患者さんとプロフェッショナルとして対話を重ね、何が提供できるか冷静
に判断できる力を養えるようになることが授業の目的です。
ここで学んだことを実践に生かして自分を高めてください。それは患者さんの笑顔につながり、
自分の喜びにもつながることを実感するでしょう。

谷口英喜先生

小林実夏先生
様々な職域で活躍しおられる管理栄養士の皆様が、それぞれの職域で得た多様な知識や調査結
果等を報告する機会は多いと思います。そのような機会に、相手に理解、納得、共感してもら
える説得力のあるプレゼンテーションができれば、受け手の期待に応えることができます。そ
して、プレゼンテーションを行う管理栄養士にとっても、次のステップへの励みになるのでは
ないかと思っています。受け手の感情を動かせるようなプレゼンテーションを行うためのツー
ルとして、効果的なパワーポイントの作成方法を一緒に勉強しましょう。

精神科病院で認知症の方を中心に診療を行っています。「入院の一番の楽しみは食事！」という
方は多いですが、身体の病気の治療のため「あれもだめこれもだめ」ということにならないよう
に、本人の満足度を高められるように、個別的でサプライズのある対応ができるとよいと考えて
います。本コースを通じて、みなさん方とともに、認知症の特性に配慮した栄養について考えを
深められれば幸いです。

臨床現場においては、管理栄養士も対象者の全身状態を包括的に把握できるGeneralistである
べきである。その中で、特に、栄養管理においてSpecialistである必要がある。Generalistに
必要な条件は、自分の目で対象者の身体状況をみて、適切な判断ができること。そして、多職
種に対して共通の言語により情報を発信できることでえある。
そのためにも、フィジカルアセスメントは誰もが身につけておくべき栄養管理のベーシックス
キルである。フィジカルアセスメントは、器具や採血を必要としないこと、実施したその場で
判断できること、毎日継続的にできることなど、臨床現場、特に在宅においては最も有用なス
キルとなる。医師や看護師が実施するフィジカルアセスメントは、対象者の病状把握や診断目
的に実施される。一方、管理栄養士が実施するフィジカルアセスメントは、栄養管理に応用で
きる項目である。つまり、フィジカルアセスメントにより得られた所見を栄養評価の実施、栄
養介入の必要性の判断、栄養介入の効果判定、栄養による有害事象の発見などに活用する。栄
養ケアプロセスにおいて、はじめの一歩とも言うべきフィジカルアセスメントを学んで、一生
のスキルとしていただきたい。
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