
令和４年 大妻女子大学管理栄養士スキルアップセンター
第6期 夏期セミナー開催要項

令和4年8月18日㊍ ～ 22日 ㊊ 連続5日間

ハイブリッド形式研修 多職種の講師 44名
※ 調理実習 大学において対面で実施
（オンライン参加希望の場合は様子をリアル配信）

管理栄養士 栄養士
他の職種；医療、介護、福祉

教育に関わる専門職種
管理栄養士養成施設校学生

受講料 ：5日間受講 65,000円 1日受講 17,000円
学生の受講 半額料金

申込み方法

募集要項

申し込み・問い合わせ先
info.skill.up.center2022@gmail.com

ホームページアドレス
https://www.home.otsuma.ac.jp/food/skillup/

募集人数：各日最大40名

日本栄養士会生涯教育 単位認定講習

地域共生社会に向けた栄養支援を見つめる

～ 多職種協働と栄養食事支援のつながり

新たなアプローチ ～

（ホームページQRコード）

mailto:info.skill.up.center2021@gmail.com


ーカリキュラムー
ベーシック

エキスパート

日本栄養士会 生涯教育単位認定講習

日本栄養士会 生涯教育単位認定講習

2022/8/18（木） 2022/8/19（金） 2022/8/20（土） 2022/8/21（日） 2022/8/22（月）

モーニング モーニングヨガ セティ秀子

1限
9：00-
10：30

開校式 口腔機能・摂食嚥下障害のアセスメントと
食事管理（講義と実習）

多職種協働 栄養アセスメントの実践
アプリの活用・ITの活用 フィジカルアセスメント 制度の理解

管理栄養士 尾関麻衣子
修了生 矢治早加

修了生 江田智子
管理栄養士 川口美喜子

医学教育者
佐藤 直

管理栄養士
上野 俊

2限
10：40-
12：10

おいしさの科学 調理実習 摂食嚥下障害対応食の基本 小児と障害者への栄養支援の実際
（当事者の参加） ワークショップ 「食べる」を共に考える 調理実習

実践訪問食事指導

管理栄養士
玉木有子

管理栄養士 尾関麻衣子
修了生 矢治早加

修了生 久保香苗
当事者の参加

日本の農学者（京都大学）藤原辰史
管理栄養士 川口美喜子

修了生 服部美喜子 彦坂陽子
管理栄養士 江頭文江

12：25-
13：00

3限
13：00-
14：30

栄養ケアプロセス 摂食嚥下 生活習慣病の予防・
重症化予防の栄養教育

ワークショップ
予防・重症化予防の栄養食事支援

ICF(国際生活機能分類）に見る
栄養ケアプロセス

管理栄養士
川口美喜子

歯科医師
菊谷 武

クリニック医師
大和田 潔

管理栄養士
中村育子・水野優子

ケアマネージャー
山口はるみ

4限
14：40-
16：10

小児の栄養管理と口腔 ONS・経腸栄養投与方法 実習 病態・機能障害
管理栄養士と歯科衛生士の連携・協働

合同ワークショップ 自立支援・重度化防止の
現状と課題 多職協働の栄養食事支援のつなが

り 新たなアプローチ
ワークショップ

同職種連携のアプローチ

医師 吉野浩之
歯科医師 大久保真衣

メーカー 学術担当
管理栄養士 川口美喜子

管理栄養士 安田和代
歯科衛生士

医師 北澤彰浩
看護師 宇都宮宏子

管理栄養士 川口美喜子、黒石美由紀

管理栄養士 奥村圭子 水島美保
修了生 椛田冴美 藤井洋光

5限
16：20-
17：50

がん患者のケア 食と色彩
実習 低栄養・がん・終末期

管理栄養士と歯科衛生士の連携・協働 閉講式 修了証書授与

医師 大西秀樹
公認心理師 栗原幸江

修了生
吉田美代子

管理栄養士 安田和代
歯科衛生士

6限
18：00-
19：00

認知症と歯科 懇親会

歯科医師
枝広あや子 修了生の会OSJ

2022/8/18（木） 2022/8/19（金） 2022/8/20（土） 2022/8/21（日） 2022/8/22（月）

モーニング モーニングヨガ セティ秀子

1限
9：00-
10：30

開校式 摂食嚥下 多職種協働 栄養アセスメントの実践
アプリの活用・ITの活用 フィジカルアセスメント 制度の解説と実践

歯科医師
戸原 玄

修了生 江田智子
管理栄養士 川口美喜子

医学教育者
佐藤 直

管理栄養士
米山久美子

2限
10：40-
12：10

おいしさの科学 非がん患者の緩和ケア 小児と障害者への栄養支援の実際
（当事者の参加） ワークショップ 「食べる」を共に考える 調理実習

実践訪問食事指導

管理栄養士
玉木有子

医師
平原佐斗司

修了生 久保香苗
当事者の参加

日本の農学者（京都大学）藤原辰史
管理栄養士 川口美喜子

修了生 服部美喜子 彦坂陽子
管理栄養士 江頭文江

12：25-
13：00

3限
13：00-
14：30

栄養ケアプロセス
事例検討

口腔機能・摂食嚥下障害の栄養ケアプロセ
ス（講義と実習） 経腸栄養法 ワークショップ

薬局・歯科・クリニックの栄養支援の課題 褥瘡と栄養管理

管理栄養士
熊谷琴美

管理栄養士
豊島瑞枝・花本美奈子

薬剤師 豊田義貞
看護師 豊田美和

ドラッグ協会薬剤師 高橋俊輔
在宅歯科医師 斉藤貴之

管理栄養士
塩野崎淳子

4限
14：40-
16：10

小児の栄養管理と口腔 調理実習
摂食嚥下障害対応

実習 病態・機能障害
管理栄養士と歯科衛生士の連携・協働

合同ワークショップ 自立支援・重度化防止の
現状と課題 多職協働の栄養食事支援のつなが

り 新たなアプローチ
ワークショップ

同職種連携のアプローチ

医師 吉野浩之
歯科医師 大久保真衣

管理栄養士
豊島瑞枝・花本美奈子

管理栄養士 安田和代
歯科衛生士

医師 北澤彰浩
看護師 宇都宮宏子

管理栄養士 川口美喜子、黒石美由紀

管理栄養士 奥村圭子 水島美保
修了生 椛田冴美 藤井洋光

5限
16：20-
17：50

がん患者のケア 食と色彩
実習 低栄養・がん・終末期

管理栄養士と歯科衛生士の連携・協働 閉講式 修了証書授与

医師 大西秀樹
公認心理師 栗原幸江

修了生
吉田美代子

管理栄養士 安田和代
歯科衛生士

6限
18：00-
19：00

認知症と歯科 懇親会

歯科医師
枝広あや子 修了生の会OSJ



講 師

管理栄養士 24名(修了生 8名)

～ 多職種協働と栄養食事支援のつながり 新たなアプローチ ～

多職種の講師が専門性の連携・協働 つながりをみなさんの心に届けます。

医師 5名歯科医師 5名
公認心理師 1名

薬剤師 2名看護師 2名
メーカー学術担当 1名ヨガ講師 1名専門分野農業史 1名 医学教育者 1名

歯科衛生士 1名

氏 名 所 属 先 職 種 氏 名 所 属 先 職 種

1 玉木有子 大妻女子大学 家政学部食物学科 管理栄養士 23 豊田美和 株式会社ハピネスケア 看護師

2 川口美喜子 大妻女子大学 家政学部食物学科 管理栄養士 24 安田和代 医療法人かがやき 総合在宅医療クリニック 管理栄養士

3 熊谷琴美 愛知学院大学 心身科学健康栄養学科 管理栄養士 25 調整中 歯科診療所 歯科衛生士

4 吉野浩之 群馬大学 共同教育学部 特別支援教育講座 医 師 26 佐藤 直
島根大学医学部 クリニカルスキルアップセンターセンター専
任指導者

医学教育者

5 大久保真衣
東京歯科大学 口腔健康科学講座 摂食嚥下リハビリテー
ション研究室
千葉歯科医療センター

歯科医師 27 藤原辰史 京都大学人文科学研究所
専門分野
農業史

6 大西秀樹 埼玉医科大学国際医療センター 精神腫瘍科 医 師 28 中村育子 名寄市立大学 保健福祉学部 栄養学科 管理栄養士

7 栗原幸江
東京都立駒込病院 緩和ケア科 認定NPO法人マギーズ東
京

公認心理師 29 水野優子 栄養サポートオレンジよこはま 管理栄養士

8 枝広あや子
東京都健康長寿医療センター研究所自立促進と精神保健研
究チーム 認知症と精神保健

歯科医師 30 齋藤貴之 ごはんがたべたい。歯科クリニック 歯科医師

9 尾関麻衣子 日本歯科大学口腔リハビリテーション 多摩クリニック 管理栄養士 31 高橋俊輔
一般社団法人 日本チェーンドラッグ協会 サンキュードラッ
グ

薬剤師

10 矢治早加
管理栄養士スキルアップセンター 修了生
医療法人社団 明正会

管理栄養士 32 北澤彰浩 公益財団法人 伊豆保健医療センター 医 師

11 戸原 玄 国立大学法人 東京医科歯科大学 高齢者歯科学分野 歯科医師 33 宇都宮宏子 在宅ケア移行支援研究所 宇都宮宏子オフィス 看護師

12 平原佐斗司 梶原診療所 在宅サポートセンター 医 師 34 黒石美由紀
管理栄養士スキルアップセンター 修了生
医療法人聖真会 渭南病院栄養科 在宅担当

管理栄養士

13 菊谷 武 日本歯科大学口腔リハビリテーション 多摩クリニック 歯科医師 35 上野 俊 公益社団法人 東京都栄養士会 管理栄養士

14
メーカー
学術担当

メーカー学術担当
メーカー
学術担当

36 米山久美子
認定栄養ケア・ステーションeatcoco/地域栄養サポート自
由が丘

管理栄養士

15 豊島瑞枝 東京医科歯科大学病院基盤診療部門臨床栄養部 管理栄養士 37 江頭文江 「地域栄養ケアＰＥＡＣＨ厚木」 代表 管理栄養士

16 花本美奈子 栄養ケアサポートLINKのぼりと 管理栄養士 38 服部美喜子
管理栄養士スキルアップセンター 修了生
医療法人社団TKG会小日向台町歯科

管理栄養士

17 吉田美代子
管理栄養士スキルアップセンター 修了生
医療法人社団龍岡会 龍岡栄養けあぴっと

管理栄養士 39 彦坂陽子
管理栄養士スキルアップセンター 修了生
医療法人社団 莉生会メディケアクリニック石神井公園

管理栄養士

18 秀子・セティ ラクシミィサンガ ヨガ教室 ヨガ講師 40 山口はるみ 特定非営利活動法人「ぽけっとステーション」 管理栄養士

19 江田智子
管理栄養士スキルアップセンター 修了生 大塚製薬工場 ソ
リューション推進プロジェクト

管理栄養士 41 塩野崎淳子
訪問栄養サポートセンター仙台（むらた日帰り外科手術ＷＯ
Ｃクリニック内）

管理栄養士

20 久保香苗
管理栄養士スキルアップセンター 修了生
生涯医療クリニックさっぽろ

管理栄養士 42 奥村圭子
地域ケアステーション はらぺこスパイス 長野県立大学健康
栄養科学研究科

管理栄養士

21 大和田潔 医療法人社団碧桜 秋葉原駅クリニック 医 師 43 水島美保 認定栄養ケア・ステーション もぐもぐ大阪 管理栄養士

22 豊田義貞 調剤薬局 芙蓉堂薬局在宅サポート店 薬剤師 44 椛田冴美
管理栄養士スキルアップセンター 修了生
株式会社サンキュードラッグ コミュニティケア事業部

管理栄養士



注意事項・その他

【募集人数】各日40名（募集人数に達し次第締め切り）

管理栄養士以外の医療、福祉、教育関係の方の受講も可能
【受講料】5日間 65,000円 1日間 17,000円 学生半額

【募集締切】 8 月 6 日 (土） 正午まで
（キャンセルについて）
※入金後の自己都合によるキャンセル／返金はお受けません。当センター都合によ
る開催中止の際は振込手数料を差引いた金額を返金いたします。
※オンライン受講の場合、受講生側のインターネット環境・PCの不具合等が生じ
た場合、返金はいたしません。インターネット環境、PC設定をご確認の上、受講
をお願いいたします。

① 氏名(フリガナ） ② 住所 ③ 電話番号
④ 勤務先または学生/所属先（病院/クリニック/介護施設/薬局/歯科/その他）
⑤ 管理栄養士として働いた経験年数（管理栄養士のみ）
⑥希望コース（ベーシック、エキスパート/5日間または希望日）
⑦メールアドレス（PCからの添付資料受信可能アドレス）
⑧生涯教育単位申請者は、「生涯教育研修会受講」記載と日本栄養士会番号
申し込み・問い合わせ：info.skill.up.center2022@gmail.com
大妻女子大学家政学部 管理栄養士スキルアップセンター 事務：藤井和代
大妻女子大学家政学部教授・スキルアップセンター長 川口美喜子

共催：東京都栄養士会

お申込み方法／お問い合わせ先
①～⑧の事項をご記入のうえ、下記メールアドレスにお申込みください。
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