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栄養経営士

栄養経営士の新たな挑戦が
医療・介護の未来を切り拓く

い」と栄養経営士の活

一般 社 団 法 人日本 栄 養 経 営 実 践 協 会は３月 日（日）、
パピヨン ガスホール
（福岡県福岡市）にて第 回「 全国栄養経営士のつどい」を開催した。昨年の
東京大会に続き、
２回目の開催となった今大会のテーマは、
「栄養部門が変わ
れば病院・施設が変わる―栄養経営士が創る医療・介護の将来像」。全国から
１５０人の栄養経営士が参集し、熱気あふれるイベントとなった。
自らの使命を再考し
新たな一歩を踏み出そう

大会は当協会の宮澤
靖代表理事による開会
の挨拶で幕を開けた。
宮澤氏は昨今の医療制
度改革の流れを踏まえ
管理栄養士に求められ
る役割が多様化してい
ると指摘したうえで、
「栄養経営の実践に向
けてぜひ頑張っていた

４人の栄養経営士が登壇

ンと栄養管理がますま
す重要になると指摘。

実践の成果を報告

休憩を挟み、午後に

「食の文化や歴史を知
り、美味しいものを食

〝知っておくべき〟医

は東日本税理士法人代

続いて、医療法人社

療介護動向」が行われ

べる喜びをもっと感じ

団悠翔会理事長の佐々

た。長氏は２０１８年

表社員・所長の長英一

木淳氏による特別講演

度診療報酬・介護報酬

て、食べることを本当

①「在宅医療における

の同時改定や厚生労働

郎氏による特別講演②

栄養管理の重要性と管

省が策定した「保健医

に大事にしてほしい」

理栄養士の責務」が行

療２０３５」などの話

「管理栄養士のための

われた。佐々木氏は在

題に触れながら、医

と呼びかけた。

宅医療で活躍する管理

療・介護分野の将来像

〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町17 もとみやビル3F
TEL：03-5289-7021 FAX:03-5289-7022

日本栄養経営実践協会
The Japan Association for Nutritional Management Practice

一般社団法人

動に期待を寄せた。
基調講演では一般社

特別講演②の長氏

だきたい」とエールを
送った。

特別講演①の佐々木氏

くわしくは

3枚組、特典映像
「栄養経営士」資格認定基礎講習は 「近森病院に学ぶ実践マネジ
ＤＶＤ視聴による受講も可能です！ メントのすべて」付き

24

栄養士が少ない現状を

「栄養経営士」2017年 6 月11日（日）
資格認定試験

第4回

12

基調講演の栗原氏

10年後も生き残れる管理栄養士を目指そう！

一般社団法人 日本栄養経営実践協会 主催

2

片桐九州支部長

http://nutrition-management.jp
FAX.03-5289-7022
TEL.03-5289-7021
お問い合わせ先／一般社団法人 日本栄養経営実践協会 事務局

3月号

行／一般社団法人
日本栄養経営実践協会
（JANMP ）
〒101 - 0042
東京都千代田区神田東松下町 17
もとみやビル3 階
●制 作／株式会社日本医療企画

2017

●発

Nutritional Management
Expert News

第2回「全国栄養経営士のつどい」福岡大会
全国から150人が参集し、盛大に開かれる

開会の挨拶を述べる宮澤代表理事

■受験料
受験料 ： 8,000円（税込）

■試験会場（予定）： 札幌・仙台・東京・金沢・名古屋・大阪・福岡

■受験資格 ： 管理栄養士（実務経験2年以上）かつ「栄養経営士」資格認定基礎講習修了者
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特 別ディスカッションの
パネリスト
（左から大谷理
事、吉田理事、片桐九州
支部長）

養治療実施報告書はど

実践報告後のディスカッションで座長を務めた
山下理事

る実践報告とディス

実践報告をした4人の栄養経営士は、会場の参加者と活発な意見交換を行った

懇親会で中締めの挨拶をする大谷理事

閉会の挨拶を述べる古畑氏

実践報告を終えて─発表者からのメッセージ
●報告テーマ

●報告テーマ

「アウトカムが出せる
「管理栄養士の病棟配置に
栄養サポートをはじめよう
取り組んで」
～栄養介入の選択と集中～」
もり

しげ お

こ

ね もり とも こ

森 茂雄さん

小根森 智子さん

今回のディスカッションは、座
長の山下茂子先生の温かい人柄と
参加者の熱意が伝わるものでし
た。栄養サポートは、すぐに取り
組めることを選択して集中介入す
ると結果につながりやすいのです
が、机上の知識だけでは通用しな
いことも多いと感じています。知
識を活かすためには、コミュニケ
ーション能力が必須で、コミュニ
ケーション能力があれば、職場環
境の改善やレベルアップにもつな
がります。
大勢の参加者を前に発表や質問
をすることは、コミュニケーショ
ン能力を高める練習になります。
ぜひ来年は皆さんも発表に挑戦
し、その後の懇親会を楽しみませ
んか？ 栄養士は人の役に立てる
仕事です。皆で患者さんや地域に
貢献しましょう。

初めて大会に参加させていただ
きました。病態や栄養の話はよく
聞きますが、運営の話を聞く機会
はなかなかないのでとても勉強に
なりました。決して成功している
わけではない私が報告させていた
だくことになり、自分自身の活動
を振り返っていくなかで、何がで
きて何が欠けていたのかを思い知
る機会になりました。専門分野を
磨き、実績を上げることはもちろ
んですが、人材育成を通して体制
を整えながら、増員がさらによい
方向に業務を進めていくことを、
私の事例を反面教師に実践してい
ただければと思います。
栄養経営士の資格を取得して終
わりではなく、さらに自己研鑽と
実践を重ね、患者さんをはじめ周
囲のスタッフの幸せに貢献してい
きたいと考えています。

JA愛知厚生連
稲沢厚生病院
栄養科係長

佐賀県医療センター好生館
栄養管理部栄養管理長

●報告テーマ

「現場づくりの10年と
これから」

●報告テーマ

「退院支援に向けた院内外の
マネジメントに取り組んで」

ながしま しず こ

とわたり

社会医療法人財団大和会
武蔵村山病院
栄養科科長補佐

遠賀中間医師会
おんが病院
管理栄養士

病院の管理栄養士として働き始
め て 17 年、 栄 養 科 や 管 理 栄 養 士
に求められる役割が次第に変わっ
てきました。大会では他の病院の
取り組みを聞くことができ、やり
たいこと、やらなければならない
ことがより明確になりました。も
っと早く栄養経営士の資格が誕生
していればと思いました。
病院の開院という貴重な経験を
させていただき、ゼロから組織を
作り上げるためには他職種協働が
欠かせないと痛感しました。患者
さん一人ひとりに合わせた栄養管
理は、管理栄養士だけではできま
せん。他のスタッフにどのように
伝えたらよいか、どうしたら伝わ
るのかを常に考え、行動するよう
に心がけています。特に上層部を
動かすためには数値化することが
重要だと感じています。

発表した最大の収穫は、NST メ
ンバーと活動を振り返り、院内・
退院先の多職種連携に取り組んだ
成果を再認識できたことです。こ
れまでは病院側の視点だけでした
が、院外からみるとどうなのか、
客観的に分析できました。次年度
の目標は、院外の視点をプラスし
て活動内容を検討し、アウトカム
を出すことです。
活動を通して、NST の目的意識
とモチベーションが強化されまし
た。これを踏まえた今後の課題は、
①院内における NST 活動の理解
をさらに深めること、②院外にお
ける重症化予防に対する認識のす
り合わせ ─の 2 点です。病院・
施設間で情報共有し、共通認識を
持って早期介入できる仕組みづく
りを念頭に、地域連携 NST として
の活動に取り組んでいきます。

長島 静子さん

戸渡 まゆみさん
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本コーナーでは３回にわたり、栄養経営の道を切り拓いてきた
宮澤靖代表理事の歩みを、ご自身のお話から振り返ります。
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をして食事を運

ん、どうした？ 若い

患者さんの命を全力で
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日、いろいろな話をし

て患者さんが食べられ

た。しかし、日本には

リー大学医学部附属病

理栄養士が治療に参画

患の病態に適した栄養

えで管理栄養士業務を

い暗黙知を『栄養経営

ました。

ない原因、食べてもや

ＮＳＴを実践している

院に行くことにしたの

域別の専門性向上を目

くの学術団体が疾患領

これに対応すべく、多

ズが高まっています。

きる管理栄養士のニー

らに必要な具体的戦略

展開手法、さらにそれ

ら始めるチーム医療の

た。また、褥瘡領域か

した事例を挙げまし

み取ってほしいと願い

（４面下参照）から汲

経営実践セミナー」

「結果につながる栄養

になっていました。看

と、そこは空きベッド

にも栄養状態の重要性

「くすり」の効果発現

また、効率のよい

療法を、科学的根拠に

整理し、栄養分野のマ

士テキスト』の行間

ある日、いつものよ

せてしまう理由を探し

病院はありません。そ
的とした育成事業を実

ます。

経営士テキスト

基づいて議論し実践で

ネジメント戦略に成功

や、４月から始まる

うに病室にうかがう

始めました。

です。（次号に続く）
のための基礎学を含み

1

施し、専門性の高い管

今でもそうですが、

こで、情報を教えてく

です。

宮澤靖代表理事が歩んできた道（上）

特別連載

職種と連携してテー

に捨てたのです。私の

発のために必要なの

30

真壁 昇氏

うに思います。

日本栄養経営実践協会理事
関西電力病院栄養管理室室長

なってきました。この

4月から、全国3か所で開催予定の「結果につながる栄養経営実践セミナー」
（詳細は4面下）。本セミナーの講演者であり、
『 栄養経営士テキスト』
の執筆者でもある日本栄養経営実践協会理事の真壁昇氏より、栄養経営士が進むべき方向性についてメッセージをいただきました。

2017
（平成29）
年3月号 （4）

栄養 経 営 士 が 知っておきたい！

イベント
情報掲示板

栄養経営士に求められるのは、
さまざまな情報へのアンテナを張り、
自身の知識・スキルを常にアップデートしておくこと。
そのための貴重
な機会である、全国で開催されるイベント情報などを掲載します。

ラン」主催
「ヘルスケア・レスト

フォーラム情報

リハ栄養フォーラム2017

2017年度も開講決定！

実践！栄養管理講座

【大阪会場】

「患者を診られる・栄養管理計画を立てられる・医師に提案できる」
をコンセプ
トに、昨年4講座を開講して好評だった「実践！栄養管理講座」。2017年度も
開講することが決まりましたので、第一報をお知らせいたします。
今年度は、内容レベル別にElementary class（初級クラス）
とAdvanced
class
（上級クラス）
の2クラスに分け、各3講座ずつを開講する予定です。
現場ですぐに活用できる栄養管理の知識を学びながら、管理栄養士の仲間
を増やしていきましょう。栄養経営士の皆さまのご参加、
お待ちしています！
詳細は決まり次第随時、
「ヘルスケア・レストラン」誌面や日本医療企画ホー
ムページなどでお知らせいたしますので、
お楽しみに！

○日程：5月14日
（日）
12：30 ～16：30
○内容：総論「Basicリハ栄養～”
物語”
のはじまりへ～」、
実践報告・症例検討ほか
○講師：藤原 大氏（公益財団法人宮城厚生協会坂総合病院リハビリテー
ション科科長）
ほか
○会場：グランキューブ会議室１００１～１００３
（大阪市北区）
○参加費：3,000円
○定員：570 人
（定員になり次第締切）

【名古屋会場】
○日程：5月21日
（日）
12：30 ～16：30
○内容：総論「リハ栄養入門 ～リハ栄養の視点と実践～」、
症例検討・実践報告ほか
○講師：前田圭介氏（一般社団法人玉名郡市医師会立玉名地域保健医
療センター摂食嚥下栄養療法科NSTチェアマン）
ほか
○会場：ウインクあいち大ホール
（名古屋市中村区）
○参加費：3,000円
○定員： 600人
（定員になり次第締切）

Elementary class（初級クラス）
講座１：栄養管理に役立つフィジカルアセスメント
６ 月24日
（土）13：00～17：00
講座２：血液検査から画像診断まで、栄養管理に役立つ臨床検査学
7 月22日
（土）14：00～17：30
講座３：栄養管理に必要な水電解質、酸-塩基平衡異常のアセスメント
8 月26日
（土）13：00～17：00

Advanced class（上級クラス）
講座１：水電解質補給から栄養補給まで、栄養管理に役立つ輸液管理
９ 月30日
（土）13：00～17：00
講座２：栄養管理に役立つ薬理学、生化学
10月28日
（土）13：00～17：00
講座３：実践栄養トレーニング
（於テルモメディカルプラネックス）
11月25日
（土）13：00～17：00
○講師：谷口英喜氏
（済生会横浜市東部病院周術期支援センター長・栄養
部部長）
○会場：東京都千代田区神田東松下町17 もとみやビル3階
※内容、日程等は変更になる
場合があります。詳細は日本
医療企画ホームページ等を
ご確認ください。
昨年の「実践！栄養管理講座」でも、
谷口先生の講座「栄養管理に必要な
診断学」
（全6回）
は大人気

○主催：日本リハビリテーション栄養研究会
○共催：株式会社クリニコ
○お申込
（2会場共通）
はホームページ
（http://e-toroku.jp/rihaeiyo2017/）
から

セミナー情報

PDNセミナー PEGサミットinびわ湖
○日程：7月29日
（土）
～30日
（日）
○内容：「目からうろこの講演」
「じっくり考えるグループワーク」
「明日から役
立つ実技セミナー」
を3本柱にした合宿形式の研修会
○会場：アヤハレークサイドホテル
（滋賀県大津市におの浜3-2-25）
○お問い合わせ：TEL：077-523-2078 FAX：077-523-2234
（医療法人西山医院・西山順博）
○詳細は、PEGサミットinびわ湖ホームページ
（http://www.medic-grp.
co.jp/doctor/peg/）
にて随時公開予定

臨 床 現 場の第一線で活 躍できる管理栄養士になろう
ヘルスケア・レストラン特別セミナー

中鎖脂肪酸の活用で患者ベネフィットの向上をめざす

結果につながる 栄養経営実践セミナー
東京会場： 4 月 8 日（土）12：30〜16：30（予定）
講演①：真壁
昇先生

大阪会場：4 月22日（土）13：00〜17：00（予定） 福岡会場：5 月13日（土）13：00〜17：00（予定）
講演①：真壁
昇先生
講演①：真壁
昇先生

講演②：宮島

功先生

講演②：宮島

功先生

講演②：宮島

功先生

講演③：蓮村

友樹久先生

講演③：阿部

咲子先生

講演③：吉村

芳弘先生

（関西電力病院栄養管理室室長・日本栄養経営実践協会理事）

（近森病院栄養サポートセンター主任・管理栄養士）
（愛全診療所所長・医師）

内容監修

くわしくは

宮澤

（関西電力病院栄養管理室室長・日本栄養経営実践協会理事）

（近森病院栄養サポートセンター主任・管理栄養士）

（近森病院栄養サポートセンター主任・管理栄養士）

（介護老人保健施設スカイ栄養経営士）

靖先生（日本栄養経営実践協会代表理事）

（熊本リハビリテーション病院栄養管理部部長・リハビリテーション科副部長）

参 加 費 日本栄養経営実践協会会員

http://www.jmp.co.jp/nmseminar/

（関西電力病院栄養管理室室長・日本栄養経営実践協会理事）

または

3,000円（税込） 一般 5,000円（税込）

日本医療企画

栄養経営セミナー
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