
平成２8 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（2016.５.23） 
期日会

場 
時   間 単  位 科   目 ・ 内   容 講     師 認定分野 実務項目 

６月 

18 日 

（土） 

山学 

10：00～11：30 基本・必1 
4-4 栄養診断 

栄養診断は 3 つの領域から決定されている 

県立北病院 栄養管理科 

 栄養士長 平井美樹夫 
全分野  

12：30～14：00 
基本・ 

演習必 1 

4-2～5 症例「69 歳男性体重減少」に関わる

演習：栄養スクリーニング→アセスメント→栄

養診断→栄養管理計画書の作成の演習 

北杜市立山梨甲陽病院 

栄養士長 堀込かずみ 
全分野  

14：10～15：40 

７月 

30

日（土） 

ぴゅ

あ総

合 

10：00～11：30 基本 
3-1・2・3 対象者の把握、栄養食事基準、

食品構成 食事管理における PDCA サイクル 

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 
病態栄養 循環器疾患 

心臓リハビリと栄養 

甲府共立病院 循環器内科 

医長 車谷容子 

臨床・スポーツ 

給食管理・公衆 

地域・福祉（高,） 

23-104 

14：10～15：40 実務 1 
医療安全管理    日常業務における事故

に繋がりかねない出来事を防ぐために 

山梨大学医学部付属病院 

(副病院長、産婦人科学講座教

授) 安全管理室長 平田修司 

臨床・公衆 

福祉（高,）（児） 
50-101 

８月 

６ 日

（土） 

山学 

10：00～11：30 基本 
2-6 保健機能食品と栄養成分表示制度■医薬

品と保健機能食品の違いを理解する 
山梨学院大学健康栄養学部  

准教授 古閑 美奈子 
全分野  

12：30～14：00 
基本・ 

演習必 1 

4-2～5症例「56 歳女性 BMI26.5, HbA1c 11.0.

体重減少あり」に関わる演習：栄養スクリーニング→

アセスメント→栄養診断→栄養管理計画書の作成 

県立北病院 栄養管理科 

  栄養士長 平井美樹夫 
全分野  

14：10～15：40 

９月 3

日（土） 

山学 

10：00～11：30 基本・必1 4-10 栄養管理記録：栄養ケアプロセスを学ぶ 公益社団法人 脳血管研究所 

美原記念病院                   

栄養科長 渡邉 美鈴 

全分野  12：30～14：00 基本・ 

演習必 1 

4-10 栄養管理記録 演習■問題指向型システ

ム（ＰＯＳ）の理解■ＳＯＡＰと栄養管理 
14：00～15：40 

１０月 

1 日

（土） 

山学 

10：00～11：30 基本 1 
4-7 集団を対象とした栄養指導（栄養介入） 

集団を対象とした栄養指導の意義と目的ほか 

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 実務 1 乳幼児の発育・発達と食育・栄養指導 
名古屋短期大学 保育科 

     教授 小川雄二 

スポーツ・公衆・ 

地域・福祉（児） 
23-114 

14：10～15：40 実務 1 

身体活動基準・指針の経緯、目的、エビデンス

の理解と活用 
山梨大学大学院  

   教授 小山勝弘 

学校・スポーツ・

給食・地域・ 

福祉（高,）（児） 

21-102 

１１月 

 5 日 

（土） 

山学 

10：00～11：30 基本 1 
3-4・5・6 献立計画、実施献立、献立評価、

食事管理の改善 

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 女性アスリートのためのスポーツ栄養 神奈川県立保健福祉大学 

 教授 鈴木志保子 

 

スポーツ・公衆・学校・

地域・福祉（児） 
21-105 

14：10～15：40 実務 1 
運動選手に必要な食事の取り方と公認スポー

ツ栄養士の役割と活用 

１２月 

 3 日 

（土） 

山学 

10：00～11：30 基本 1 
8-1・2・3 栄養関連法規、ライフステージ

と栄養関連法規、労働基準法 

山梨学院短期大学食物栄養科 

特任教授 田草川憲男 
全分野  

12：30～14：00 実務 1 給食施設の食材料の管理について 
山梨学院短期大学食物栄養科 

助教 関戸元恵 

給食管理・スポーツ・

公衆・地域・ 

福祉（高,）（児） 

35-102 

14：10～15：40 実務 1 
食育と地域貢献： 

地域に根ざした食文化への理解 

甲信食糧(株)  

代表取締役社長 中込武文 

スポーツ・ 

地域 
47-107 

２9 年 

２月 

18 日 

（土） 

山学 

10：00～11：30 基本 1 
3-7・8 衛生管理、感染対策 HACCP を理解

する・大量調理施設衛生管理マニュアルを理解 

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 
災害時対応：特別な訓練を受けた管理栄養士・

栄養士ＪＤＡｰＤＡＴとは？ 

日本栄養士会ＪＤＡ-ＤＡＴ運

営委員：管理栄養士 深澤幸子 
全分野 61-101 

14：10～15：40 実務 1 サルコペニアについて 筑波大学 准教授 山田実 

福祉（高）・ 

臨床・スポーツ・ 

公衆・地域 

23-121 

＊6 月・9 月の 4-4 および 4-10 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。☆受講 5 分前にご着席ください。 

＊会場：７月：ぴゅあ総合中研修室、 6 月・8 月～Ｈ２８年２月：山梨学院短期大学５１号館２０５講義室（山学）．  

＊受講するには、あらかじめ申込みが必要です。 ＊問合せ先：公益社団法人 山梨県栄養士会 ＴＥＬ／ＦＡＸ ０５５-２２２-８５９３ 


