
平成２7年度 生涯教育研修会カリキュラム   公益社団法人 山梨県栄養士会（2015.4.2４） 

期 

日 
時   間 単  位 科   目 ・ 内   容 講     師 認定分野 

実務

項目 

５月 

30

日 

（土） 

10：00～11：30 基本・必 1 
2－2栄養の指導 山梨学院短期大学 食物栄養科 

教授 中川裕子 
全分野  

12：30～14：00 実務 1 
食育と地域貢献 

甲州の食文化 

山梨県立博物館 学芸課 

 学芸員 植月 学 
地域 

４７ 

 

14：00～15：40 実務 1 
医療連携 

在宅訪問栄養指導の必要性 

長田在宅クリニック 

名誉院長 長田忠孝 

公衆・地域・

福祉（高，障） 
４１２ 

６月 

27

日 

（土） 

10：00～11：30 実務 1 
食育のための行動科学 

 行動科学と評価のあり方 
日本体育大学 教授 野井真吾 

学校・公衆・地域・

福祉（児）・スポーツ 
４６ 

12：30～14：00 

基本・必 2 

2―3根拠に基づいた栄養管理 

疾患別ガイドライン、食事摂取基準、 

最新栄養療法、各職種の取組み 

県立北病院 栄養管理科 

栄養士長 平井美樹夫 
全分野  

14：00～15：40 

７月 

26

日

（日） 

10：00～11：30 基本・必 1 
4－11 チーム(多職種)による栄養

管理 

保坂内科クリニック  

管理栄養士 深澤幸子 
全分野  

12：30～14：00 実務 1 

病態栄養 

緩和医療における栄養療法 
山梨大学医学部 医療チーム 

 センター長 飯嶋哲也 

臨床・スポーツ・給

食管理・公衆・地域・

福祉（高、障） 

２３ 

14：00～15：40 実務 1 

栄養評価（アセスメント） 

簡単にできる学会発表 

～自分の仕事がそのまま題材に～ 

県立北病院 栄養管理科 

 栄養士長 平井美樹夫 
臨床 ４３ 

９月 

6 日

（日） 

10：00～11：30 基本・必 1 
4－9 栄養管理の実施･モニタリン

グ･評価 

相川ケアセンター 

  管理栄養士 堀口一美 
全分野  

12：30～14：00 基本・ 

演習必 1 

4－9 栄養管理・モニタリング･評

価の実際（症例検討) 

山梨学院短期大学 食物栄養科 

特任教授  田草川憲男 

県立北病院栄養士長 平井美樹夫  

全分野  

14：00～15：40 

１ ０

月 

3 日

（土） 

10：00～11：30 基本 1 
4－６個人を対象とした栄養指導

（栄養介入） 

山梨学院大学 健康栄養学部 

   教授 藤井まさ子 
全分野  

12：30～14：00 基本・ 

演習 1 

4－６個人を対象とした栄養指導

（症例検討） 

山梨学院短期大学 田草川憲男 

介護老人施設コスモ 管理栄養士 

 守屋喜久代 

全分野  

14：00～15：40 

１ １

月 

 7 日 

（土） 

10：00～11：30 基本 1 
5－1・2・3 リスクマネジメント

(栄養管理･給食管理)アレルゲン物質 

山梨学院短期大学 食物栄養科 

教授 岡本裕子 
全分野  

12：30～14：00 実務１ 
高齢期の栄養状態 

高齢者の低栄養 三和化学 学術担当 （講師名未定） 福祉（高、障） ２３ 

14：00～15：40 実務１ 
認知症   認知症の摂食障害 

～最短トラブルシューティング～ 
沖縄メディカル病院 

 内科部長 吉田貞夫 
福祉（高、障） ２３ 

１ ２

月 

 5 日 

（土） 

10：00～11：30 基本 1 
4－８栄養指導に必要な献立と調

理 

山梨学院短期大学 食物栄養科 

教授 深澤早苗 
全分野  

12：30～14：00 実務 1 
院内感染対策 

感染症対策 

山梨大学医学部附属病院  感

染対策委員会副委員長 井上修 
臨床 ５０ 

14：00～15：40 実務 1 
マーケティング 

フードサービスのあり方 
日清医療食品株式会社（講師名未定） 給食管理・公衆 ３９ 

２8 年 

２月 

20

日 

（土） 

10：00～11：30 実務 1 
次世代の栄養政策２ほ乳機能と摂食機

能について～口腔機能の発達の観点より～ 

日本歯科大学 

    教授 田村文誉 
公衆・地域 ４６ 

12：30～14：00 基本 1 
4－１非常食の食事提供 山梨大学医学部附属病院 

 栄養管理部 部長 小林貴子 
全分野  

14：00～15：40 実務 1 
地域診断の進め方健康づくり及び栄

養・食生活改善に関する効果的施策展開 

新潟県上越地域振興局健康福祉環境部

地域保健課 主査 磯部澄江 

公衆・地域・スポー

ツ・給食管理 
２１ 

＊9月・10月の 4-9および 4－6 は、講義と演習が関連していますので、できるだけ午前からご参加ください。 

＊会場：５月～７月 ぴゅあ総合 中研修室、９月～Ｈ２８年２月 山梨学院短期大学５１号館２０５講義室 

＊受講するには、あらかじめ申込みが必要です。＊単位の太字は基本、網掛けは基本必須の区分 ＊開講５分前

までに着席のこと。＊問合せ先：公益社団法人 山梨県栄養士会 ＴＥＬ／ＦＡＸ ０５５-２２２-８５９３ 


