
 

 

平成 26 年度（公社）愛媛県栄養士会生涯教育研修会開催について 

 

 

◆受講について 

◎平成 26 年度から日本栄養士会生涯教育制度となる為、「生涯学習記録票」は廃止になり 

ます。愛媛県栄養士会は、「キャリアノート」を販売いたしますので、ご購入下さい。 

(1冊 1,500 円) 

 

◎平成 26 年度の研修会受講料は、以下のとおりです。 

【生涯教育受講料】 

項 目 受講料 

会員 

講義 1単位(90分) 1 単位 1,000 円 

演習 1単位(180 分) 1 単位 2,000 円 

振替 単位認定手数料 
単位取得する 

（200 円/単位） 

会員外 
講義 1単位(90分) 1 単位 1,200 円 

演習 1単位(180分) 1 単位 2,400 円 

学生 
講義 1単位(90分) 1 単位 500円 

演習 1単位(180分) 1 単位 1,000 円 

     ※単位取得に関わらず

（受講料の前納受付はいたしません。当日受付で徴収いたします。） 

聴講のみでも受講料が必要です。 

※10/26(日)の研修会は、日本栄養士会(大塚製薬)委託事業のため無料です。 

 

◎研修会会場(愛媛大学農学部)利用の注意 

・研修会会場（愛媛大学農学部）は、30分前にしか入場できません

・飲食した際のゴミは、必ず持ち帰ってください。 

のでご了承ください。 

・（愛媛大学農学部）校内に駐車する際は、裏門からお帰り下さい。 

(正門から退出することは出来ません) 

 

◎その他 

   研修会についての情報やお知らせを、愛媛県栄養士会ＨＰに掲載します。  

定期にご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 



平成 26年度 (公社)愛媛県栄養士会生涯教育研修会 

開催日(会場) 開催時間 科目(内容) 単位 講師(所属・氏名) 

6月 15日 
(日) 

 
愛媛大学 
農学部 

9:30～12:00 
総 会   

生涯教育ガイダンス  (県栄理事)生涯教育委員長 和田 広美 

13:00～14:30 
栄養の指導 
～日本栄養士会が目指す栄養士・管理栄養士の将来像～ 

基本研修(講義)2-2 

必須１単位 

 

日本栄養士会：人材育成事業部長 

寺本 房子 

 

 

 

  

14:40～16:10 
研究方法・研究発表 
認定栄養士・管理栄養士を目指して学会等の発表にチャレンジしよう 

基本研修(講義)7-1 

１単位 

(県栄理事)愛媛大学教育・学生支援機構講師 

垣原 登志子 

7月 6日 
(日)  
 

愛媛大学 
農学部 

9:30～11:00 
専門職としての役割と倫理要綱 
～プロとして仕事の成果をあげるために身につけておきたいもの～ 

基本研修(講義)１ 

必須１単位 

(県栄副会長)市立宇和島病院食養科科長 

藤井 文子 

11:10～12:40 
栄養スクリーニング 
～栄養スクリーニングの項目・方法(SGA)、栄養障害のリスク判定～ 

基本研修(講義)4-2 

必須１単位 

(県栄理事) 愛媛大学医学部附属病院栄養部長 

利光 久美子 

13:30～16:40 ≪演習≫ 栄養スクリーニング 
基本研修(演習)4-2 

必須１単位 

(県栄理事)JCHO 宇和島病院栄養管理室室長 

濵田 千鶴 
(県栄理事) 旭川荘南愛媛病院医務課栄養主幹 

都能 綾子 
 

 

9月 7日 
(日)  

 
愛媛大学 
農学部 

9:30～11:00 
感染対策について 
～医療機関等における感染症対策を学ぼう(仮題)～ 

実務研修(講義) 

１単位 

愛媛県中予保健所長    
三木 優子 

11:10～12:40 栄養成分表示制度について 
基本研修(講義)2-7 

１単位 

愛媛県中予保健所健康増進課主幹  

村上 悦美 

13:30～15:00 
老後の暮らしをエンジョイするための知恵 
 ・高齢者の食べ方のポイント(仮題) 
 ・食べる力を保つための口腔ケア(仮題) 

 ・高齢者の筋力トレーニング(仮題) 

実務研修(演習) 

１単位 

(県栄理事)愛媛大学教育・学生支援機構講師 

垣原 登志子 
歯科医師 交渉中 

理学療法士 交渉中 15:10～16:40 

10月 26日 
(日) 

愛媛大学南加

記念ホール 

9:40～10:25 栄養指導者研修大会   

10:40～12:10 
基調講演 
「大豆は世界を救う」 

実務研修(講義) 

１単位 

武庫川女子大学国際健康開発研究所所長 

京都大学名誉教授    家森 幸男 

13:30～15:00 スポーツ栄養について（仮題） 
実務研修(講義) 

１単位 

立命館大学 スポーツ健康科学部教授 
海老 久美子 

15:10～16:20 
前例に学ぶ「山口国体の取組から」 
 ～それぞれの立場からの国体への取組み～ 

実務研修(講義) 

１単位 

山口県 行政担当者 山口県栄養士会    

    食生活改善推進協議会   交渉中 

11月 30日 
(日)  

 
愛媛大学 
農学部 

9:30～11:00 集団への食事提供における安全管理 
実務研修(講義) 

１単位 
愛媛県中予保健所生活衛生課長 

11:10～12:40 病院など、集団給食における衛生管理 基本研修(講義)3-7 愛媛県中予保健所生活衛生課係長 

13:30～15:00 
国民の健康の増進の総合的な推進 
～健康日本２１(第２次)について～ 

基本研修(講義)2-1 

必須１単位 
愛媛県職員 交渉中 

15:10～16:40 
愛媛県栄養士会の災害時対応 
～災害時の「食」についてを考える～ 

実務研修(講義) 

１単位 

(県栄理事)災害対策委員長 

小西 典子 

12月 7日

(日) 
 

愛媛大学 

農学部 

9:30～11:00 
栄養の消化と吸収(代謝) 
 栄養素の消化吸収、栄養素の代謝、栄養代謝異常と疾患 

基本研修(講義)2-5 

必須１単位 

(県栄理事) （株）ヘルシープラネット代表  

聖カタリナ大学非常勤講師 今川 弥生 

 

11:10～12:40 根拠に基づいた栄養管理 
基本研修(講義)2-3 

必須１単位 

西九州大学准教授 

安武 健一郎 

13:30～15:00 栄養アセスメントにもとづいた栄養介入 
基本研修(講義)4-4 

必須１単位 

国立病院機構呉医療センター主任栄養士 

井出 孝 

15:10～16:40 
効果的な情報提供の方法 

実際に研究発表を行ってみよう 
実務研修(講義) 

１単位 

(県栄理事)愛媛大学教育・学生支援機構講師 

垣原 登志子 

1月 24日
(土) 
 

子規記念 
博物館 

9:30～11:00 薬の知識を栄養管理に活かそう 
実務研修(講義) 

１単位 

日本栄養士会：医療事業部企画運営副委員長 

西村 一弘 

11:10～12:40 ＣＫＤの栄養食事指導 
実務研修(講義) 

１単位 

日本栄養士会：医療事業部企画運営副委員長 

石川 祐一 

13:30～16:40 
ワールドカフェの手法を用いたＣＫＤの症例
検討から食事提供まで 

実務研修(演習) 

１単位 

日本栄養士会：医療事業部 

企画運営副委員長  渡辺 啓子 

常任企画運営委員  中川 幸恵 

2月 7日 
(土) 
 

愛媛大学 
農学部 

9:30～11:00 栄養アセスメント・栄養診断 Ⅰ 
基本研修(講義)4-3 

必須１単位 広島女学院大学教授  

石長 孝二郎 
11:10～12:40 栄養アセスメント・栄養診断 Ⅱ 

基本研修(講義)4-3 

必須１単位 

13:30～16:40 ≪演習≫ 栄養アセスメント 
基本研修(演習)4-3

必須１単位 

広島女学院大学教授   石長 孝二郎 

(医療事業部、福祉事業部、公衆衛生事業部協力) 

3月 15日 
(日)  

 
愛媛大学 
農学部 

9:30～11:00 
食物アレルギー 
～アレルゲンとなる原因食品～ (仮題) 

基本研修(講義)5-3 

１単位 

愛媛大学農学部名誉教授  

上田 博史 

11:10～12:40 日本人の食事摂取基準(2015年版)について (仮題) 
基本研修(講義)3-2 

１単位 
策定検討会構成員 交渉中 

13:30～16:40 
≪演習≫食物アレルギー 

～それぞれの分野からの食物アレルギーに対する取り組み～ 

基本研修(演習)5-3 

 １単位 

愛媛大学医学部地域救急医療学講座准教授 

市立八幡浜総合病院小児科  楠目 和代  

(医療事業部、福祉事業部、学校健康教育事業部協力) 

 


