
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、地域における予防・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

第2期 研修生募集
平成30年8月16日(木) 〜 8月21日(火)午前　6日間

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）、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。

コース紹介（各25名募集）

4月1日より　申し込み開始
管理栄養士スキルアップセンター

座学・調理実習・グループワーク・臨地実習
参加費：80,000円（材料費等込み）

  平成29年度 研修会の様子



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

NO 区分 内容 担当者 所　属 職　種

1 講義 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

2 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」/マスタリーカウンセリング協会「クリオネの家」 管理栄養士・心理カウンセラー

3 講義 心理 大西 秀樹 埼玉医科大学国際医療センター 医師

4 講義 褥瘡と栄養 岡田 晋吾 医療法人社団　守一会 北美原クリニック　 医師

5 講義 地域保健と栄養 奥村 圭子 杉浦医院「地域栄養ケアステーション はらぺこスパイス」 管理栄養士

6 講義 介護保険制度 可野 倫子 世田谷区役所　高齢福祉部 管理栄養士

7 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

8 講義 栄養ケアプロセス 川島 由起子 公立大学法人　長野県立大学 健康発達学部　食健康学科 管理栄養士

9 講義 リハ・ポジショニング 河野 悦子 ライフケアコンシェルジュ株式会社 LCC訪問看護ステーション 理学療法士

10 講義 口腔・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

11 講義 在宅医療 北澤 彰浩 JA長野厚生連　佐久総合病院 医師

12 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

13 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

14 演習 リサーチ・プレゼン 小林 実夏 大妻女子大学　家政学部 管理栄養士

15 講義 薬剤 齊藤 直裕 ファーコス薬局 新宿 薬剤師

16 講義 排泄 榊原 千秋 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

保健師・介護支援専門員

17 講義 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・介護支援専門員

18 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

19 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

20 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

21 講義 訪問栄養 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

22 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

23 講義 循環器・呼吸器 佐々木 淳 医療法人社団 悠翔会 医師

24 講義 ケアプラン（介護サービス計画） 福田 英二 ウエルシア薬局 在宅推進部/暮らしの保健室「かなで」 看護師・介護支援専門員

25 講義 循環器・呼吸器 平原佐斗司 梶原診療所 医師

26 講義 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

27 講義 介護保険制度 水野 優子 社会福祉法人 ル・プリ　くるみ学園 管理栄養士

28 講義 訪問栄養 安田 淑子 びさいど 管理栄養士

29 講義 慢性疾患（糖尿病・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

30 講義 地域包括ケアにおける管理栄養士 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

31 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

32 グループワーク グループワーク 五島 朋幸 ふれあい歯科ごとう 歯科医師

33 グループワーク グループワーク 豊田 義貞 龍生堂薬局本店 薬剤師

34 実習 調理実習 上杉宰世 大妻女子大学　家政学部 管理栄養士

35 実習 調理実習 玉木 有子 大妻女子大学　家政学部 管理栄養士

36 実習 調理実習 江頭 文江 地域栄養ケア PEACH厚木 管理栄養士

37 実習 調理実習 花本 美奈子 栄養ケアサポートLINKのぼりと 管理栄養士

38 実習 調理実習 安田 和代 医療法人かがやき　総合在宅医療クリニック 管理栄養士

39 実習 調理実習 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

40 実習 調理実習 小野寺公枝 新宿区「暮らしの保健室」 管理栄養士

41 ランチョンセミナー ランチョンセミナー 藤谷 順子 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター　 医師

42 協力 　 米山久美子 栄養ケアステーションeatcoco/地域栄養サポート自由が丘 管理栄養士

43 協力 　 小原 道子 ウエルシアホールディングス㈱　IR・広報部 薬剤師

44 協力 　 秀子・セティ ラクシミィサンガ ヨガ教室 ヨガ講師



ベーシック
日　程 8/16　 (木） 8/17　（金）* 8/18　 (土） 8/19　（日） 8/20　 (月） 8/21　 (火）*
時限 day 1 day 2 day 3 day 4 day 5 day 6

モーニング
セッション

（7：30-8：30）

　 コミュニケーション モーニングヨガ
ケアプラン

（介護サービス計画）
　 　

　 江澤佳哉子 秀子・セティ 福田英二 　 　

1
（9：00-10：30）

オリエンテーション
演習

リサーチ・プレゼン
心理

慢性疾患
（糖尿病・腎疾患）

地域保健と栄養 リハ・ポジショニング

　 小林実夏 栗原幸江 矢野彰三 奥村圭子 河野悦子
2

（10：40-12：10）
訪問の関わり方 摂食嚥下 小児の栄養 認知症 口腔・摂食嚥下 調理実習レビュー

杉本みぎわ 戸原玄 吉野浩之 新里和弘 菊谷武 　
ランチョンセミナー
（12：20-13：00）

美味しさの科学 　 ランチョンセミナー 　 　 オリエンテーション
玉木有子 　 藤谷順子 　 　 　

3
（13：10-14：40）

調理実習
フィジカル

アセスメント
がんと栄養 消化器・経腸栄養法 地域包括ケアにおける

管理栄養士

　 谷口英喜 川口美喜子 丸山道生 山口はるみ

4
（14：50-16：20）

調理実習 褥瘡と栄養 在宅医療 調理実習 排泄

　 岡田晋吾 木下朋雄 　 榊原千秋

5
（16：30-18：00）

循環器・呼吸器
フィジカル

アセスメント
薬剤 調理実習

グループワーク

佐々木淳 谷口英喜 齊藤直裕 　

イブニングセミナー
（18：10-19：40）

栄養ケアプロセス

懇親会

訪問栄養 介護保険制度

川島由起子 中村育子 可野倫子

*:8月17日（金）午後、及び8月21日（火）の講義時間は変則となります。

エキスパート
日　程 8/16　 (木） 8/17　（金）* 8/18　 (土） 8/19　（日） 8/20　 (月） 8/21　 (火）*
時限 day 1 day 2 day 3 day 4 day 5 day 6

モーニング
セッション

（7：30-8：30）

　 コミュニケーション モーニングヨガ
ケアプラン

（介護サービス計画）
　 　

　 江澤佳哉子 秀子・セティ 福田英二 　 　

1
（9：00-10：30

オリエンテーション 摂食嚥下 小児の栄養 認知症 地域包括ケアにおける
管理栄養士 調理実習レビュー

　 戸原玄 吉野浩之 新里和弘 山口はるみ 　

2
（10：40-12：10）

訪問の関わり方
演習

リサーチ・プレゼン
心理

慢性疾患
（糖尿病・腎疾患）

口腔・摂食嚥下 リハ・ポジショニング

秋山正子 小林実夏 大西秀樹 矢野彰三 菊谷武 河野悦子
ランチョンセミナー
（12：20-13：00）

美味しさの科学 　 ランチョンセミナー 　 　 オリエンテーション
玉木有子 　 藤谷順子 　 　 　

3
（13：10-14：40）

調理実習
フィジカル

アセスメント
在宅医療 消化器・経腸栄養法 地域保健と栄養

　 谷口英喜 北澤彰浩 丸山道生 奥村圭子

4
（14：50-16：20）

調理実習
フィジカル

アセスメント
薬剤 調理実習 排泄

　 谷口英喜 齊藤直裕 　 榊原千秋

5
（16：30-18：00）

循環器・呼吸器 褥瘡と栄養 がんと栄養 調理実習

グループワーク

平原佐斗司 田村佳奈美 川口美喜子 　

イブニングセミナー
（18：10-19：40）

栄養ケアプロセス

懇親会

訪問栄養 介護保険制度

川島由起子 安田淑子 水野優子

*:8月17日（金）午後、及び8月21日（火）の講義時間は変則となります。
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