プレスリリース
報道関係者 各位
2019 年 7 月 9 日
一般社団法人 日本栄養経営実践協会

第 8 回「栄養経営士」資格認定試験 24 人合格、
「栄養経営士」合格者の累計 836 人
一般社団法人日本栄養経営実践協会（代表理事：宮澤 靖／東京医科大学病院 栄養管理科 科長）
は 2019 年 6 月 9 日（日）
、2016 年～2019 年度「栄養経営士」資格認定基礎講習を受講・修了され
た方を対象※に、第 8 回「栄養経営士」資格認定試験を実施しました。全国 6 会場（北海道 1、宮
城県 1、東京都 1、愛知県 1、大阪府 1、福岡県 1）で 43 人が受験、24 人が合格しました。
※2016 年度 4 月より開始の DVD 受講の方も一部含む

■第 8 回「栄養経営士」資格認定試験
受験申込合計 47 人のうち 43 人（うち採点対象者 43 人）が受験（受験率 91.5％）し、24 人が
合格しました（合格率 55.8％）
。第 1 回からの合格者の累計は 836 人となりました。
※各項目の割合は、小数点以下第２位を四捨五入しているため合計が 100 にならない場合があります。

●合格者の各種構成
〔受験者数・合格率〕
・第 8 回資格認定試験

受験者数

43 人

合格者数

24 人（合格率 55.8％）

・第 1 回～第 8 回累計数 受験者数 1,112 人

合格者数

836 人（合格率 75.2％）

※以下各種構成の受験者数は、採点対象者数

受験者全体に占める割合

合格者全体に占める割合

〔年齢別構成〕
・第 8 回資格認定試験
29 歳以下

受験者数

11 人（25.6％）

合格者数

9 人（37.5％）

30 歳以上 39 歳以下

受験者数

12 人（27.9％）

合格者数

7 人（29.2％）

40 歳以上 49 歳以下

受験者数

15 人（34.9％）

合格者数

8 人（33.3％）

50 歳以上 59 歳以下

受験者数

5 人（11.6％）

合格者数

0 人（ 0.0％）

60 歳以上

受験者数

0 人（ 0.0％）

合格者数

0 人（ 0.0％）

29 歳以下

受験者数

225 人（20.2％）

合格者数

190 人（22.7％）

30 歳以上 39 歳以下

受験者数

415 人（37.3％）

合格者数

344 人（41.1％）

40 歳以上 49 歳以下

受験者数

326 人（29.3％）

合格者数

213 人（25.5％）

・第 1 回～第 8 回累計数
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50 歳以上 59 歳以下

受験者数

131 人（11.8％）

合格者数

82 人（ 9.8％）

60 歳以上

受験者数

15 人（ 1.3％）

合格者数

7 人（ 0.8％）

男性

受験者数

6 人（14.0％）

合格者数

5 人（20.8％）

女性

受験者数

37 人（86.0％）

合格者数

19 人（79.2％）

男性

受験者数

131 人（11.8％）

合格者数

117 人（14.0％）

女性

受験者数

981 人（88.2％）

合格者数

719 人（86.0％）

〔男女別構成〕
・第 8 回資格認定試験

・第 1 回～第 8 回累計数

〔所属別構成〕
・第 8 回資格認定試験
病医院

受験者数

30 人（69.8％）

合格者数 19 人（79.2％）

介護福祉施設等

受験者数

9 人（20.9％）

合格者数

3 人（12.5％）

栄養関連企業

受験者数

1 人（ 2.3％）

合格者数

0 人（ 0.0％）

行政関連施設

受験者数

1 人（ 2.3％）

合格者数

0 人（ 0.0％）

その他

受験者数

2 人（ 4.7％）

合格者数

2 人（ 8.3％）

病医院

受験者数

866 人（77.9％）

合格者数 690 人（82.5％）

介護福祉施設等

受験者数

172 人（15.5％）

合格者数 105 人（12.6％）

栄養関連企業

受験者数

26 人（ 2.3％）

合格者数 11 人（ 1.3％）

行政関連施設

受験者数

12 人（ 1.1％）

合格者数

その他

受験者数

36 人（ 3.2％）

合格者数 24 人（ 2.9％）

・第 1 回～第 8 回累計数

6 人（ 0.7％）

都道府県別受験者・合格者構成（上位 5 都道府県）〕
・第 8 回資格認定試験
受験者数

1 位 北海道

6 人（14.0％）

2 位 埼玉県

1 位 北海道

4 人（16.7％）

5 人（11.6％）

1 位 大阪府

4 人（16.7％）

2 位 大阪府

5 人（11.6％）

3 位 栃木県

2 人（ 8.3％）

4 位 東京都

3 人（ 7.0％）

3 位 埼玉県

2 人（ 8.3％）

4 位 神奈川県 3 人（ 7.0％）

3 位 愛知県

2 人（ 8.3％）

4 位 愛知県

3 人（ 7.0％）
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合格者数

■2019 年度

資格認定試験日程一覧

「栄養経営士」資格認定試験
【第 9 回】2019 年 11 月 17 日（日）

■「栄養経営士」資格認定試験概要
○資格認定試験の目的
栄養経営に関する基礎知識、倫理／モラルにつき、
「栄養経営士」像に鑑み、その習得・到達度
を測ることを目的とする。
○受験資格
•「管理栄養士（実務経験 2 年以上）※管理栄養士として試験実施日に実務経験が満２年経過す
る者
•「栄養経営士」資格認定基礎講習修了者（※基礎講習修了後、3 年後の試験まで資格有効）
○試験科目
病棟業務管理／コスト管理／組織マネジメント／人材教育マネジメント
多職種協働コミュニケーション／病態栄養
○試験時間・出題形式等
制限時間：80 分／出題形式：五肢択一式・マークシート記入／出題問数：50 問

●栄養経営士（Nutritional Management Expert）とは
栄養管理のチームマネジメントに関する臨床スキル、コミュニケーションスキル、リスクマネ
ジメント、コンプライアンス、人材育成など多岐にわたる知識を習得し、かつ、実務の現場に
おいて広くその知識・経験を発揮できる、「栄養管理の経営」を担う専門職です。

●一般社団法人日本栄養経営実践協会
法人格：一般社団法人
名称：日本栄養経営実践協会
代表理事：宮澤 靖（東京医科大学病院 栄養管理科 科長）
副代表理事：秋山 和宏（医療法人財団 松圓会 東葛クリニック病院副院長）
理事：吉田 貞夫（医療法人ちゅうざん会 ちゅうざん病院 副院長／金城大学 客員教授）
理事：大谷 幸子（大阪樟蔭女子大学 健康栄養学部 健康栄養学科 教授）
理事：真壁 昇（関西電力病院 栄養管理室室長）
理事：山下 茂子（熊本県立大学 環境共生学部 非常勤講師）
理事：林 諄（株式会社ヘルスケア総合政策研究所 代表取締役）
監事：古畑 公（和洋女子大学家政学群健康栄養学類
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教授）

●事業内容
（１）「栄養経営」のために必要な知識と課題を解決する能力を有し、栄養管理の現場におい
て実践できる者に対し、
「栄養経営士」等の資格を与える。「栄養経営」とは、経営の観
点から栄養管理業務をとらえ、栄養管理の成果を以て施設経営に貢献することを指す
（２）「栄養経営士」等の資格認定のための試験を実施する
（３）「栄養経営士」等の育成及び職務能力の養成・向上を図るセミナー・シンポジウム等の
開催
（４）「栄養経営」に関する知識の教授及び検定を行う
（５）上記に附帯又は関連する事業

〈本件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします〉
一般社団法人日本医療経営実践協会事務局（担当：原、浜地）
TEL：03-5289-7021 FAX：03-5289-7022

4

