
1 

 

福祉全国ネットワークだより 
平成 25 年度 1 号 

                平成 25 年 10 月 31 日発行 

                            (公社)日本栄養士会福祉事業部 

 

福祉事業部の活動状況 

10 月 12 日・13 日に開催しました全国福祉栄養士研修会は、開催予定人員 400 人をほぼ満たす

ことができ、講師、講演内容とも充実した 2 日間を盛会に終了できました。各都道府県栄養士会

福祉職域組織代表者（以下、代表者）を始め会員の皆様の並々ならぬご協力の下に、執行部と代

表者の熱意と努力によって成し遂げられたものと深く感謝申し上げます。 

さて、平成 27 年 4 月は介護報酬・障害福祉サービス等報酬の同時改定です。現在、執行部は政

策課題を掲げ、調査研究を実施して報告書を作成する準備をしております。福祉事業部としては、

専門職としてのプロ意識を持ち、国民の健康・福祉の増進に寄与したいという思いから高齢・障

がい・児童とそれぞれの分野の調査研究と過去のデータの分析を精力的に推進しておりますが、

その進行状況につきましては各分科会から報告させていただきます。 

今、私たち管理栄養士・栄養士が食事・食生活で国民の健康や生活機能を維持向上させること

ができれば、介護保険費・障害福祉サービス費・医療費の伸びを漸減させたり、削減したりする

ことができるはずです。そのための活動を推進してこそ専門職であるはずです。それには、専門

職としての技術を確実なものにしていかなければなりません。その上で、技術を適切に評価して

いただくような調査研究をする必要があります。 

特に、「自分たちの身は自分たちで守る」「業務の必要性はエビデンスのある調査研究で実証す

る」ことの必要性を、会員・非会員が理解できるよう説明する必要があります。今までの調査や

研修参加勧奨を通して、代表者の皆さまのご苦労が手に取るように分かりますが、都道府県によ

っては調査や研修参加者が少ないところもあり、温度差を感じているところです。今後、すべて

の都道府県が共通認識を持ち、同様の活動をするためにはどのような連携をしなければならない

のかを福祉全国ネットワーク会議で討議し、打開策を見つけたいと考えています。 

また、専門研修会等では専門技術の向上を図ることを目的に、講師の先生方にもハードで質の

高い研修をお願いしておりますが、参加者状況は各都道府県によってかなりの差が出ております。

さらに、毎年会員数が漸減しております。そこで、職域組織の在り方も考えなければなりません。

現場の管理栄養士・栄養士は何を考え、何を求めて栄養業務をしているのか？社会に求められて

いる福祉栄養士とは何か？など様々な課題を整理し、検討して行かなければなりません。福祉全

国ネットワーク会議では、皆さんの叡智を結集してこれからの対策を前向きに考えたいと思いま

す。各都道府県栄養士会のブロック代表者の皆さまにおかれましては、各ブロック内の意見を集



2 

 

約して、忌憚のないご意見を賜り、福祉事業部の執行部と一緒に大いに討議したいと思っており

ます。 

福祉事業部の活動は、自分のためではありません。管理栄養士・栄養士の未来のためであり、

専門職種として国民の福祉の増進に寄与するためです。「福祉の管理栄養士・栄養士は国民の健康

と福祉の向上を図る」を合言葉に皆で力を結集して頑張りましょう！ 

代表者におかれましては地域の情報を収集し、福祉全国ネットワーク会議で十分に討議できる

ようご準備をお願い申し上げます。 

 

各分科会の情報 

◇高齢分科会◇ 
平成 27 年度 4 月の介護報酬・障害福祉サービス等報酬の改定、さらに平成 30 年 4 月の介護報

酬・診療報酬・障害福祉サービス等報酬の同時改定に向けて、管理栄養士の業務に関する状況を

把握するための新たな調査研究を計画中です。今回の調査は、利用者の健康を阻害する要因分析

をするため、入退院前後のご利用者の実態を把握し、その状況を明らかにしていく予定です。で

きるだけ多くの施設の管理栄養士に参加いただき、エビデンスの出せる調査をしたいと考えてお

りますので、ご協力お願いいたします。 

なお、平成 24 年度に実施した通所介護および通所リハビリテーションでの介入調査研究につい

ては、現在調査票の集計・解析をすすめ、栄養改善の必要性と栄養に課題のあるグレーゾーンを

把握するための質問票（高齢者用簡易栄養状態アセスメント質問票）の再検討をしているところ

です。その質問票を完成させ、活用することにより在宅のご利用者へ視点を広げて、早期に介入

が可能となることが目的です。 

平成 27 年の介護保険改正において、要支援 1，2 が介護保険の対象外になり、施設入所は要介

護度 3 以上が対象となるとの構想が伝えられています。介護保険制度や報酬体系が変わっていく

中で、介護保険施設の利用者はより重度化して行くことが想定されます。誰もが経験したことの

ない高齢社会のまっただ中の日本で、前例にとらわれている時間はありません。新しい取り組み

に挑戦し効果的な栄養マネジメントを実施するため、ひとりでも多くの会員が専門研修会等に参

加し、その技術を身につけられるよう、積極的な参加をお願いいたします。 

 

◇障がい分科会◇ 
 平成 24年度、療養食への取組状況を把握するとともに、療養食に対する意識やニーズを把握し、

療養食加算を取得できない阻害要因を明らかにし、全国展開可能な療養食提供システムを検討す

ることを目的に、厚生労働省平成 24年度障害者総合福祉推進事業「障害者支援施設利用者の生活

習慣病の疾病改善のための療養食の提供と栄養管理の在り方に関する調査研究」を実施しました。

国内の全障害者支援施設 2,281 施設に質問票を送付し、1,205 施設から回答がありました。すで

に回答をいただいた協力施設、各都道府県代表者には報告書をお送りしております。また、全障

害者支援施設の管理栄養士・栄養士が、利用者個々人の心身状況に対応した栄養管理（疾病等も
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含む）を適切に行うための一環として、療養食提供について容易に取り組むことができるよう先

進的なモデル事例を収集して「モデル事例集」を作成し、全施設に送付しております。 

 調査研究によって、療養食を提供するために必要な食事箋の発行を推進するには、嘱託医との

連携とかかりつけ医や協力医療機関への情報提供が重要であることが明らかとなりました。そし

て、加算取得の阻害要因として「療養食の約束食事箋の作成のしかたが分からない」（27.7％）「療

養食の食事箋の様式がわからない」（20.4％）と回答した施設が多くありました。療養食提供未実

施施設においては、「モデル事例集」を参考にしていただき、療養食の導入、栄養マネジメントの

導入を進めていただきたいと思います。 

 さらに、栄養マネジメントのスキルアップのため、全国研修会及び専門研修会への参加を推進

していただきますようお願いいたします。 

 

◇児童分科会◇ 

いよいよ「子ども・子育て新システムの基本制度」に基づき、国及び自治体では「子ども・子

育て会議」が動き出しました。都道府県・市町村の「子ども・子育て会議」では、各自治体の事

業計画（ニーズ調査を含む）が検討されます。保育所栄養士にとっては、保育所の方向性、保育

所の食事に関する情報を適切に把握する必要があります。 

平成 22 年度政策課題で実施しました「保育所における児童の栄養・健康状態及び食育に関する

意識・ニーズの実態に関する調査」では、質問票の結果から保護者及び栄養士・保育者の食育に

関する意識・ニーズが、簡易式自記式食事歴法質問票幼児版（BDHQ3ｙ）からは 5 歳児の食物

摂取分布等が明らかになり、これからの食育の基礎となる貴重なデータとなりました。しかし、

栄養士の配置施設・未配置施設との間には大きな差が見られなかった（未配置の保育所において

は市町村の児童主管課の栄養士が関わっている影響がある。）ことから、平成 24 年度に実施しま

した介入調査の結果が期待されているところです。 

 この介入調査研究においては、現在集計・解析を行っておりますが、調査に協力いただけた管

理栄養士・栄養士数が少なかったことから、介入効果を明らかにすることができるか否かを検証

しなければなりません。エビデンスのあるデータになることを祈っているところです。 

 さて、平成 25 年度の政策事業では、保育所における 3 歳未満児の食事の実態把握を中心とした

調査を考えております。3 歳未満児の入所施設に保育所栄養士が必要と言えるよう、多くの施設

に調査協力いただくためにも、皆さんのご協力が不可欠になりますのでよろしくお願いします。 

 また、児童福祉施設勤務の管理栄養士・栄養士にも、ファーストステップ研修会・専門研修会

に参加し、食事摂取基準の考え方及び栄養マネジメントを基本から理解し、対象者を把握した上

での指導の方法を、是非学んでいただきたいと考えています。専門性のスキルアップが絶対に必

要であることをお伝えいただきたいと思います。さらに、全国研修会に参加し、行政の動向、最

新情報を吸収しスキルアップにつなげる重要性も併せてお願いいたします。 

児童福祉施設はどうしても研修会への参加者が少なく、児童福祉施設栄養士の存在のアピール

につなげにくくなっております。どうぞ会員の皆さんへの研修参加の声がけ、情報の伝達等これ

からもよろしくお願いします。 
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全国研修会報告 

◆全体会 

「健康日本２１（第二次）のめざすもの」 

    前厚生労働省健康局長 矢島鉄也 先生 

 全ての国民が共に支え合い、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会の実現のため、平成 25

年度から平成 34年度までの国民健康づくり運動を推進するために改正された、「健康日本 21（第

二次）」を講演していただきました。 

 特に、基本的な方向として示された「健康寿命の延伸・健康格差の縮小」について、国民が有

意義な人生を過ごすために、厚生労働省が「健康」をどのように考えたか、「健康である」とはど

のような状態なのか、健康課題とその成果を踏まえた説明を受けました。生活機能が低下、重症

化して要介護状態となっても、残存機能を活用することで健康寿命が延伸し、健康格差も縮小す

ると言われました。特に、福祉栄養士には「健康日本２１（第２次）」を推進するために、重症化

予防の観点から栄養業務に携わって欲しい、期待と熱い思いを感じて欲しいとのエールをいただ

きました。 

 

「福祉栄養士に期待すること」 

  厚生労働省医薬食品局長 今別府敏雄 先生 

長年厚生労働行政の第一線に携わり日本栄養士会、福祉事業部の活動に対し多大なるご理解、

ご支援をいただいている先生から「どのように人を動かすのか（行動変容）」を共通のテーマに 

「ICDA」の誘致に関する小泉元総理大臣との逸話やネット医療販売、医薬品審査等の話をしてい

ただきました。そして、「基本となる知識を蓄え、専門的知識を研鑽し日々の業務に生かす」重要

性を学びました。その中から今別府先生が大切にしている重要な言葉を列記します。 

 四耐四不訣（事をなすために耐えるべきこと、せざるべきことそれぞれ４つ。） 

 四耐  ①耐冷：冷遇に耐える。 

②耐苦：苦しさに耐える。 

③耐煩：煩わしさに耐える。 

④耐閑：閑に耐える 

 四不訣 ①不激：激せず（げきせず）。 

②不躁：躁わず（さわがず）。 

③不競：競わず（きそわず）。 

④不随：随わず（したがわず）。 

周囲の冷たさに耐え、苦しさに耐え、煩わしさに耐え、ひまな状態に耐え、激せず、躁（さわ

）がず、競わず、人の言いなりにならず、以て大事を成すべし。という意味だそうです。 

最後に、どのようにしたら人は変われるのか、自分自身でもどう変わっていけるのかを考え、

福祉栄養士として一人ひとりの１食を大切に関わって欲しいと結ばれました。 
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「福祉施設の調査研究結果と今後の課題」 

東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻 疫学保健学講座 社会予防疫学分野 

教授 佐々木敏 先生 

「研究」とは、『小さな研究を数多く積み、その領域の科学性、専門性が高まること。そして科

学として確かめられたブロックの上に、科学のブロックを積む作業のこと』であり、私たちが携

わる「人間栄養学」の研究やその研究成果を理解するためには、人がどのような状態であるか、

人にどのようなことが起こるかを明らかにする「疫学」の知識が必要であると言われました。 

また、「疫学」には対象者特性、交絡因子、原因、結果の 4 つの要素からなる測定精度と「疫学

」研究を扱った論文検索、論文読解の技術がさらに必要だと、具体的事例をもとにわかりやすく

興味深く教えていただきました。 

現場の研究は現場でしかできない。現場の職務向上のために研究者と手を携えて、皆が納得で

きる科学データを作る重要性を説き、高齢部会の調査研究結果（成果）を例として国の施策や社

会への貢献することの必要性について「なぜ調査研究が必要なのか？」「調査研究は何の役に立つ

のか？」と問いかけられ、研修会参加者が皆で考えることが大切と言われました。これは、福祉

栄養士がここまで努力してきたことへの誉め言葉と今後への期待に対する先生のエールとして受

け止めました。 

 

◆分科会（高齢） 

 行政説明は、厚生労働省老健局老人保健課介護保険データ分析室長 松岡輝昌先生より、「介護

保険制度の現状と課題」「栄養に関する介護保険報酬について」「平成 24 年度年介護報酬改定の概

要」「予防給付・介護予防事業の見直しについて」＜最近の話題＞介護食品についての検討状況（農

林水産省）として、介護食品に係る現状や課題及び対応方向等について論点整理、将来を見据え

た介護食品のあり方の検討などのお話をいただきました。 

 次に「介護・医療改革における今後の方向性」淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科 結城康博

教授よりご講演頂きました。介護保険の予想として、社会保障審議会の介護保険部会資料を基に

わかりやすく説明していただきました。要支援の方が、地方に権限が移譲されることで、市町村

ごとサービスに独自性がでるが、地域間格差が懸念される。2015 年法改正・報酬改定に向けて議

論がされている。ポイントは、要支援システムはどうなるか、自己負担割合はどうなるか、入所

申し込み要件はどうなるか、補足給付はどうなるか、が論点となっている。在宅介護サービスの

充実・特養における低所得者のために、多床室の増設にも期待したい。質疑応答では、管理栄養

士の配置基準 100 人にひとりについては、増員は、栄養士の地域貢献も考えていく等なければ見

込めないのでは・・・具体的に地域に出ていくにはどうしたらいいのか課題はあるが、今後栄養

士の働きに期待したいと結ばれました。 

午後は、「褥瘡の予防のための栄養支援」－褥瘡ゼロ作戦― 武庫川女子大学生活環境学部食物

栄養学科 雨海照祥教授よりご講義いただきました。  

褥瘡の有病率は、病院が施設の 1.5 倍あるのはなぜか？病院の有病率が多いのはなぜか？病院
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の有病率 8％（10 年前）は、四分の一に減ってきたのはなぜかと、雨海先生の独特の切り口で褥

瘡に対して考える力を引き出していただきました。そして、施設の褥瘡有病率 2％をゼロにする

ためにはと言う課題を加え考える力をつける研修会でした。 

さらに、褥瘡の発生予測のリスクを知るというキーポイントについて、参加者を次々に指名し

て解答を求められる中で、『中堅研修会Ⅲ-２に参加されている受講生と未参加の受講生とでは、

解答に差が出ている。研修のⅢ-２とⅣ-２を受講することで腕をみがき管理栄養士として何がで

きるか考えほしい。』と、考える研修の大切さを伝えてくださいました。受講する心構えとして褥

瘡ガイドラインを参考文献として読んでおくようにと、クイックリファレンスガイド（ヨーロッ

パとアメリカの合同チーム作成）を紹介いただきました。全国研修会では、行政説明、現場で使

える情報が得られます。多くの会員に参加していただき、さらなる自己研鑽を積み、日常業務に

役立てていただきたいと思っております。 

 なお、今年度の調査研究は、施設における褥瘡について行う予定です。施設における褥瘡の現

状を把握し、発生要因や治癒までの期間等について調査したいと考えています。ぜひご協力をお

願いします。褥瘡有病率 2％をいかに減らせるか、栄養士として何ができるのかを明確にし、栄

養マネジメントの質を向上させましょう。 

 

◆障がい分科会：  

 行政説明では「障害福祉施策の最近の動向」と題し、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

企画課、道躰正成課長補佐に、昨年度に引き続きご講演をいただきました。障害福祉施策の最近

の動向を中心として、障害福祉施策のこれまでの経緯と、現状の障害福祉サービスの状況では、

ここ数年で法律改正が度々行われており、新たな法律も成立していることで常に新しい情報を得

る必要があります。また、障害者自立支援法は障害者総合支援法（新法）に名称が変わり、平成

26 年 4 月から新しいサービスが段階的に施行されます。その内容の拡大に関する検討の状況と、

平成 26 年度の概算要求の状況や平成 27 年度の報酬改定にむけて議論されるなどの情報提供をい

ただきました。最後は、障害があっても、地域であたりまえに暮らしていけるような、「ともに生

きる」社会にするために、横のつながりを密にして一緒に考えていくことが大切であり、逆に相

手からに学ぶことも多いこと。そして、私たち支援者はそれぞれの立場で努力して支援していく

ことが、結果的に健常者も住みやすい社会になると、心温まるお言葉と励ましのエールをいただ

きました。 

次の講演では、「サービス等利用計画及び個別支援計画に基づく現場の支援について」と題し、

日本相談支援専門員協会 副代表 福岡寿先生にご講演をいただきました。 

利用者を中心に考えられたサービス等利用計画は、全国的に見るとまだ十分進んでいないこと

もあり、地域の情報が気になるところです。ただし、サービス等利用計画が上手に作られている

都道府県にはある一定の法則のようなものがあり、都道府県の責任において一生懸命頑張ってい

るところですから、各地域のサービス等利用計画や相談支援が上手くいっていない地域はまずな

いとみています。逆に、利用計画を作る事業所が地域にないため、本人に作っていただいている



7 

 

（セルフプラン）地域もあったり、あるいは委託相談支援事業に委託しても手が回らずサービス

がゆき届かない人がたくさんいるという状況もあったりしています。また、知的障害者よりも軽

度発達障害者が増えてきている傾向もあるなど、地域の相談支援サービスの現状について体験談

を交えながら解説を頂きました。施設においては、事業所のために利用者がいるのではなく、利

用者を中心に支援できる施設であること。それには栄養士・管理栄養士も支援計画を立案する相

談支援専門員がどのような視点で考えているかを学び取ると良いでしょう。ただ、意外にも、利

用者に近すぎる人ほど利用者の「本当」の声に気づいていないことや、本当は本人の声を聞くこ

とが怖い、苦手等の現状もあります。施設入所支援では実施可能なプランに対して、それ以上の

要望があった時こそが利用者の「本音を知る」ことになります。個別相談支援はそこから始まり

ます。また、要望は食べることや物に興味が集中しやすいが、一番の本音ではない場合もあるの

で、本当に必要な事は何かを良く見定める必要があります。 

大切なのは本人の声をできるだけ聞きながら「試してみる」、「経験してみる」、「チャレンジし

てみる」という環境をどのように作っていくかと言う支援であると提言されました。日常の現場

で良くありがちな内容を、ユーモアを交えて、テンポよく理論的に解説していただき、受講生は、

うなずきや、感激しながら、引きつけられるような有意義な時間でした。 

最後の講演では「相手は何を求めているのか？障害のある人の意思を読み取る技法～食事を通

して相手の意思を理解する～」と題し、東京大学先端科学技術研究センター 中邑賢龍教授に講

義と演習を交えてのご講演をいただきました。 

ICF の考え方においては障害を障害として捉えるのではなく、困難さに着目すると言う意味で

あり、困っている人を便利にしてあげると言う気持ちで、同じ立場で考えると、できることがた

くさんあります。誰もが持ちうる状態としての障害と考えると障害観が変わるのではないでしょ

うか。そして、自分の意思を伝えることができない利用者の「食べたい物の要求をかなえる」た

め、「本当にこの人は何を食べたいのだろうか」と疑問を持ち、意思を引き出せる技術を学ぶこと

は、障害がある人の食生活を支える重要な部分です。食はいろいろな文化を反映すると同時に、

人の普段の考え方や性格も反映してくれるとても面白い指標になるので、利用者が何をどのよう

にして食べているかなどを見ていくと、その人の特性が理解でき、支援の方法もわかってきます。

また、自己決定とコミュニケーションについては、①自己決定はできるが、コミュニケーション

ができない場合、②コミュニケーションはできるが、自己決定ができない場合、③コミュニケー

ションも自己決定もできるが誤解を受ける場合など、それぞれのポイントを理解することで意思

が伝わることを学びました。また、『共通の話題がないとコミュニケーションは広がらないが、食

事は話題になりやすいので上手に活用していくと良いでしょう。』と話されました。最後に、将来

的には携帯電話がコミュニケーションに大きな役割を果たして行くであろうとの見解を示されま

した。講演の所々に、先生が障害者を演じ、受講者が支援者を体験するという演習をさせていた

だき、コミュニケーションの難しさと日常の気づきの大切さを痛感させられた貴重な時間であり、

このような体験ができる研修の必要性を強く感じました。 
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◆児童分科会：  

行政説明では、厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課荻原和宏課長補佐より「保育をめぐる

国の動向と課題」～子ども・子育て関連 3 法を中心に～と題して行政説明をいただきました。①

子ども・子育て新制度について（食事の提供、調理室の設置）、②幼稚園教諭免許状を有する者の

保育士資格取得特例について、③待機児童解消加速化プランについての説明をいただき、最後に

食育は大事だと考えているので保育所栄養士への応援をしていきたいと、メッセージをいただき

ました。 

次に、社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国保育協議会副会長の小島伸也先生より「これから

の保育のあり方～保育所栄養士に期待すること～」と題して、子ども・子育て関連法案について、

保育所現場の視点に立った講演をいただきました。「保育所に様々な環境の子どもがいる。食事は

子どもの心と体を育てるもの。どのような子どもにでも食べることを楽しみにできることを目標

に食育をしてほしい。全保協では 3 歳未満児への給食外部搬入を容認することに反対しており、

保育所には栄養士が必要だと考えている。」などの話をいただきました。最後に、子どもの自己肯

定感を育む食育推進についての話があり、自己肯定感とはこういうことと「おこだてませんよう

に」の絵本朗読により、会場が温かな気持ちとなったところで終了となりました。 

午後は、東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻疫学保健学講座社会予防疫学分野の

佐々木 敏 教授に「保育所における調査研究報告及び小児の食事摂取基準の考え方」と題して、

調査研究に対する考え方、小児の食事摂取基準を考える時の課題についてと、平成 22 年度政策課

題で実施した「保育所年長児の調査研究の報告」から、今後の保育所調査に求められることにつ

いて講演をしていただきました。調査・研究とはどういうことなのか、専門性を認めてもらうた

めには何が必要なのか、現場でできることは何なのか等、考えさせられる内容であり、荻原課長

補佐からの応援メッセージに対して、保育所栄養士が必要であるという数値で示せるようなデー

タが必要であることが分かり、これからの調査協力について理解を深めることができました。 

76 名の参加者は、最後まで熱心に講演に耳を傾けていましたが、専門性を高めるためにも各都

道府県で行われているファーストステップ研修会を受講し、さらに専門研修会への受講をお誘い

し、来年もまたお会いできることを約束して終了しました。 
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組織活動の活性化に向けて 

各都道府県栄養士会において、毎年会員増対策に取組まれていることと思いますが、栄養士会

会員は毎年減少している状況です。福祉全国ネットワーク会議においても毎年討議していただい

ていますが、管理栄養士・栄養士の職業倫理観が低いと言われていることは、とても残念です。

それらの要因を考えるため、各都道府県栄養士会の代表者は現場の管理栄養士・栄養士の現状を

把握するのに苦慮しているとは存じますが、もう一度次の疑問を一緒に考えていただけますでし

ょうか。 

 ・勤務先（職場）が少なくなっているのでしょうか 

 ・情報が無く、研修等により自己研鑽を図らなくても、困らない職種なのでしょうか 

 ・専門職、専門性とは何でしょうか 

・誰のため、何のために仕事をしているのでしょうか 

・自分の仕事に疑問、不安はないのでしょうか 

・栄養士会が魅力のないものなのでしょうか 

 ・栄養士会に入らなくても不利益にならないからなのでしょうか 

 ・栄養士会費や研修会費の納入に困る生活状況なのでしょうか 

 ところで、福祉の会員は、専門研修会や調査研究等に関わることで確実にスキルアップを重ね 

てきています。福祉の専門研修会は、ただ答えを伝える場ではありません。実態に基づき、利用 

者の視点に立ったいろいろな考え方を検討、討議し学ぶ場なのです。一人職場の多い福祉栄養士 

には、相手の意見を聞くとか、自分の意見を述べるとか、苦手なことと思われますが、研修会で 

学んだことを現場環境の中でいかに生かしていくか、理解できない、不安を感じたら再度学ぶ、 

という繰り返しがスキルアップに繋がっていくのです。 

各都道府県栄養士会代表者においては、会員で専門研修を受講されていない方や非会員の方に

専門研修の情報と必要性を伝えるための方法を検討いただき、多くの対象者に伝えていただきた

いと思います。研修は資質向上のため自ら受講するものであり、施設が出張扱いにしてくれない

から出席できない、施設長から受講するように言われたから出席したとかいう声を聴くと、寂し

く感じます。皆さんも同様の気持ちかと思います。 

今年度「研修会で、スキルアップとなかまづくり」のリーフレットを作成し、ホームページに

もアップしています。各都道府県ではどのように活用されましたでしょうか。意識向上とスキル

アップ、なかまづくりが、栄養士の会員増、並びに組織力に繋がることを願っています。 


