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福祉全国ネットワークだより 
平成 26 年度 1 号 

                平成 26 年 12 月 1 日発行 

                            (公社) 日本栄養士会福祉職域事業部 

 

福祉職域事業部の活動状況 

 

10 月 18 日・19 日に開催しました全国研修会は、開催予定人員 350 人を満たすことができ、講

師、講演内容とも充実した 2 日間を予想以上の盛会に終了できました。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、執行部は要

望書を作成し、その添付資料を作成するため過去に実施した調査研究のデータ整理を実施してい

るところです。最終データの集計解析は日頃よりお世話になっております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講座社会予防疫学分野教授 佐々木敏先生にお願いしておりま

す。福祉職域事業部としては、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を進めているところです

が、平成 30 年度の診療報酬との同時改定に向けて、課題を抽出して新たな調査研究も視野に活動

を展開しなければなりません。今後も食事・栄養の重要性を意義付ける調査研究を継続するため

に、代表者・会員の皆様と一緒に考え実践したいと思いますので、ご支援ご協力をよろしくお願

い申し上げます。 

超高齢社会を迎え、国民の健康・生活機能の維持向上を図るため、医療・介護の分野では管理

栄養士・栄養士による食事・栄養への介入が必要であると認知され、大きな期待が寄せられてい

ます。その要望に応えることができれば、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。そのための活動を適切に行うには、専門職

種としての技術を確実なものにして行かなければなりません。その上で、管理栄養士・栄養士の

技術を評価していただくような調査研究も必要となってきます 

特に、「業務の評価や必要性はエビデンスのある調査研究で実証する。」ことが業務と並行して

取り組む必要があります。この必要性をすべての管理栄養士・栄養士に理解していただくことは、

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。今

後、すべての都道府県が共通認識を持ち、目標を一つに活動を展開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地域支援活動会議で討議し、打開策を見つけたいと考えています。 

また、専門研修会も今年度で最終目的の中堅者Ⅳ-3が修了する者が誕生します。この研修会で
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は参加者は勿論ですが、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。参加者

の技術は、確実に向上しております。その中から指導者として活動できる者を来年度までに育成

し、実施体系も新たに確立して参りたいと考えております。 

なお、各研修会の参加者状況は各都道府県によってかなりの差がでております。さらに、毎年

会員数が漸減しております。そこで、福祉事業部の組織の在り方も考えなければなりません。現

場の栄養士・管理栄養士は何を考え、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。地域支援

活動会議では、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

府県のブロック代表者の皆さまには、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したいためです。「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！ 

ブロック代表者におかれましては地域の情報を収集し、地域支援活動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。 

 

 

各部会の情報 

◇高齢分科会◇ 
平成 27 年度介護保険改正、さらに平成 30 年の介護報酬・診療報酬の同時改定に向けて、高齢

者福祉施策への関心が高まりを見せる中、高齢部会としても法改正を見据え施設入所者及び地域

社会で暮らす高齢者への栄養管理、栄養指導を通し QOL の向上を担っていかれるよう部会活動

を展開しています。 

地域包括ケアシステムでは介護・医療・生活支援・介護予防の充実とされています。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」結果について、在宅で

生活する高齢者の介護予防、重症化予防の観点から栄養の課題への対応や栄養改善の早期介入を

行うための質問票（高齢者用簡易栄養状態アセスメント質問票）として活用し、新たな法を遵守

すべく高齢者が住み慣れた地域での生活を継続に貢献できるように解析を進めているところです。 

また、施設入所は要介護３以上が対象となり、ますます重度化、多様化していく現状を受けて、

身体状況、生活機能を包括した栄養ケアマネジメント能力の質の向上を目指し、ファーストステ

ップ研修会（各都道府県）、専門研修会を開催しています。 

系統立てた講義、演習（討論）を通し考え方と視点、方法を学ぶことで専門性を発揮し、多職

種との協働でチームケアを進めるうえで、より発展的、効果的な栄養マネジメントが進められる

と受講生から多くの声が届いています。 

ひとりでも多くの会員が受講することは個々の技術の習得、実践ができるばかりでなく組織力

の強化にもつながると考えます。積極的な参加の推進をお願いいたします。 
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◇障がい分科会◇ 
現在、厚生労働省において、平成 27 年に行われる「第４期障害福祉計画」の基本方針の見直し

と「障害福祉サービス等報酬改定」の検討会が開催されています。  

 「障害福祉サービス等報酬改定」の検討会では、サービスの内容を評価すべきであり、その加

算に見合ったサービスなのかが判断されます。栄養ケアマネジメントも同様と捉えています。利

用者のニーズに添ったサービスであり、ＱＯＬの向上や栄養改善、疾病の発症予防、重症化予防

につながるものが要求されます。障害施設では栄養マネジメント加算の取得率が 37.4%（平成 26

年 3 月国保連データ）であり、なかなか上がっておりません。また、療養食においても、加算の

取得率が 4.1%（平成 26 年 3 月国保連データ）と依然低い状況です。加算取得しないのであれば

必要が無いと判断される可能性があります。栄養マネジメント加算を基本サービス費に包括する

ということも言われています。そうなれば職場を失うことにもなりかねません。質の高い栄養ケ

アマネジメントが行えるように、また、未実施の施設においては、実施に向けての技術を習得す

ることをお勧めし、各都道府県やブロックで開催されるファーストステップ研修で基礎から学ぶ

事をお願い致します。 

障害福祉計画の基本方針は「自立と共生の社会を実現・障害者が地域で暮らせる社会に」とな

っており、福祉施設から地域生活への移行の促進、また、障害者の地域生活支援の拠点等の整備、

福祉施設から一般就労への移行等が盛り込まれています。管理栄養士・栄養士が地域で生活する

障害者の食事・栄養を支援することが必要と考え、その担い手となるのが私達福祉栄養士だと思

います。在宅やグループホーム等で生活する障害者の方の栄養アセスメントはかなり難しく、対

象者の生活全般と食習慣や食事摂取量を把握することはなかなか出来ないことです。個々人の栄

養アセスメントが出来なければ、適切な栄養ケアプランは立てられません。まずはきちんとした

アセスメントが行えるようにスキルアップする事が必要です。アセスメントツールとしてＢＤＨ

Ｑ（簡易型自記式食事歴法質問票）があり、その理解を深め、食習慣指導の手法を学ぶために是

非、福祉事業部で行っている専門研修に参加されることをお願い致します。 

 

◇児童分科会◇ 

平成 27 年 4 月からスタートする子ども・子育て支援新制度に向けて、国や自治体では具体的な

準備がすすめられ、新年度の保育所等利用申込受付もはじまりました。子ども・子育て支援の「量

的拡充」と「質の改善」を実現するためには、1 兆円超の財源が必要とされ、その中に、保育所

栄養士に関係するところでは、質の改善（給付等改善）「施設長、栄養士、その他の職員の配置」

の項目に「栄養士を配置又は活用して給食を実施する幼稚園・保育所等・認定こども園に対する

費用の措置（栄養士（非常勤）に係る費用）」と、栄養管理加算が示されました。しかしながら、

1 兆円のうち消費税増収分から充当されるのは 0.7 兆円程度であり、平成 27 年・28 年度は消費税

増収額が満額ではないことから、まだまだその考え方や金額は流動的といえます。いまこの時期

に保育所栄養士がエビデンスに基づいた業務ができる力をつけていくことが、本当に必要とされ

る栄養士の配置につながります。 
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 そのためには、ファーストステップ研修会・専門研修会でのスキルアップが必要と考えますが、

児童福祉施設勤務の管理栄養士・栄養士の参加は少しずつ増えてきているとはいえまだまだ少な

く、その必要性が十分理解されていないように思います。一人でも多くの皆さんが、食事摂取基

準の考え方と栄養マネジメントの技術を習得できるよう、研修会への参加を推進していただきま

すよう、引き続きお願いいたします。 

また、全国研修会、専門研修会、「食事摂取基準 2015」の研修会等で、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講座社会予防疫学分野教授 佐々木敏先生の講義を受講された

方はご承知の通り、「食事摂取基準 2015」の小児の値の作り方は確かな調査データがないため成

人の値から外挿する等となっています。保育所等における栄養業務向上のためにも、きちんとし

た食事調査が早急に必要となっています。平成 27 年度佐々木先生が保育所での調査を予定されて

いますので、是非多くの保育所栄養士が調査に協力し、栄養業務と自らの技術向上に努めて頂き

たいと考えています。 

 

 

全国研修会報告 

◆全体会 

「福祉栄養士に期待すること」 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会副会長 高井 康行 先生 

 

高井副会長が厚生労働省・保育課長時代に「保育所の調理室問題」について、総合規制改革会

議での専門委員とのやり取りを話され、高井副会長が「保育所に調理室の設置は必要であり、100%

大事なことである。」と専門委員に答弁されたとのことです。「食の大切さ、その心は守って行き

たい。」と冒頭にお話しがありました。 

福祉栄養士の大半が所属する社会福祉法人を取り巻く状況を国の政策や動向を基に、社会福祉

法人が国民からどう評価されているのか、何を求められているのか、そして今後何をすべきなの

かを中心にご講義頂きました。 

その中でも「社会福祉法人が地域から期待される更なる取組」について、「生活困窮者自立支援

法」の施行に伴い、社会福祉が対象とすべきニーズの拡大、地域包括ケアでは生活支援サービス

の重層的な提供の主体事業者として「助け合い活動」新しい地域コミュニティーを作る中核とし

てなど、これまで実施してきている社会福祉事業にプラスＯＮＥへの積極的な取組と参入が期待

されています。 

生活の中で、食事は欠くことは出来ません。そこには管理栄養士・栄養士が積極的に事業に取

り組み、成果を出すことが期待されており「今、管理栄養士・栄養士が力を出すときです。」とエ

ールのお言葉を頂きました。 
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「介護保険制度の今後について」 

厚生労働審議官     原  勝 則  先生 

 

 原厚生労働審議官は、昨年度まで老健局長を務められており、介護保険制度の今後について、

継続可能な介護保険制度の確立をはじめ、平成 27 年の介護報酬改定、社会保障審議会介護給付費

分科会での審議状況も含めご講義頂きました。 

 介護保険制度の当面の課題として、地域支援事業の充実が挙げられ、サービスの多様化と充実

が求められており、その人その人に応じたサービスを受けられるような体制整備が必要です。ま

た、2025 年を見据えた介護保険事業計画の策定、介護予防の推進としては心身機能の改善だけを

目指すものではなく、日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加を促し、自己実現のための取

り組みを支援すること、市町村を核とした地域住民も含めた支援が、生活支援（互助）・社会参加

（自助）の充実につながります。自治体の事業として、介護予防給付から地域サービスに移行し、

介護保険の対象者だけではなく地域の高齢者全般を対象にサービスが受けられるしくみとなりま

す。地域福祉のまちづくりとして、拠点の整備、高齢者、障害者、子どもがともにサービスを利

用する複合型共生施設（公的サービスを複合）の整備など、地域ネットワークの構築をしていく

こととなります。 

 地域包括ケアシステムにおける管理栄養士・栄養士への期待について、管理栄養士・栄養士は

様々な領域に配置されている事が特徴であるが、なかなか顔が見えない（活動が見えない）と言

われています。地域ケア会議の推進案には個別会議の主な構成員に管理栄養士も入ってほしいと

ころだが、実績がないことが構成員に挙げる根拠に乏しいのが現状です。高齢者にとって食事・

栄養はとても大切な事は分かっており、その専門職である管理栄養士・栄養士に頑張ってほしい

と思っています。施設では一人職場で外に出るのはなかなか難しいとは思いますが、ぜひ、顔の

見える職種となり、実績を積み成果を出し、活躍してほしいという激励を頂きました。 

 

 

「日本人の食事摂取基準 2015 年版の活用」 

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講座 

     社会予防疫学分野教授       佐々木 敏 先生 

 

「活用：使うための科学を理解する」というサブタイトルから始まりました。使うための科学

は、正しく理解し、訓練しなければ使えないこと、すなわち繰り返し学習することが必要である

と話されました。 

「数値の科学」から「活用の科学」へと変わった点を、「Ａ（ア）ＰＤＣＡサイクル」の図表を示

され、根拠なくプランを作ってはいけないこと（栄養アセスメントを行わずして計画は立てられ

ない サイクルの始めは、Ａ（ア）→アセスメントである）、食事摂取基準が科学的根拠に裏づけ

られていることをＢＳＥの牛に例えて情報のトレーサビリティを説明し、食事摂取基準の使い方
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を道路のセンターラインを用いて分かりやすくご講義頂きました。 

 また、エネルギーの過不足は体重変化で測ること、栄養素摂取量の過不足は食事アセスメント

を行い食事摂取基準と比較すること、節塩、エネルギー産生栄養素バランス（飽和脂肪酸）、栄養

素摂取と生活習慣病の関係概念を中心にご講義いただきました。今回は、時間が短く、まだまだ

理解を深めるまで十分に学習できたとは言えませんし、まだ、すべてをお伝えしきれておりませ

ん。引き続き、福祉事業部で行っている演習付の研修会、中堅者研修Ⅰを受講すると、より理解

が深まると結ばれました。 

 

◆高齢分科会 

 行政説明は、「地域包括システムの構築と介護保険制度改正」について、厚生労働省老健局老人

保健課介護保険データ分析室長兼課長補佐 森岡久尚様よりご講演いただきました。介護保険制

度の改正について、その他の医療制度の改正について、平成 27 年度予算概算要求についての項目

建てで、現在審議中の内容も含めてお話いただきました。 平成 27 年度は地域における医療・介

護の総合的な確保を図るための改革で「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「包括ケア

システムの構築」が軸になること、そのためには、介護予防事業が日常生活支援総合事業として、

多様な主体による生活支援・介護予防サービスの重層的な提供のためのシステム構築を検討され

ているなどのお話をいただきました。また、包括支援事業を充実させ、在宅医療・介護連携の推

進や、住み慣れた環境で暮らし続けるための認知症施策の推進、生活支援コーディネーターの配

置により地域資源の開発やネットワーク化を行っていくことで充実化を図り、これからピークへ

向かう高齢社会へ向かっていく制度の方向性を示されました。専門職である管理理栄養士へも、

地域資源となり多様なニーズに対応することを望まれていると感じました。 

 次に「介護サービスの質の評価‐ヘルスサービスリサーチの視点から」筑波大学医学医療系 ヘ

ルスサービスリサーチ研究室長 田宮菜奈子教授よりご講演頂きました。ヘルスサービスリサー

チとは、医療の質の評価と改善を意味し、工業生産向上のための考え方としてアメリカから日本

に影響を与えたもので、物事がうまくいかない場合の 85％はシステムに問題がある（85/15 ルー

ル）、そのシステムの改善が重要であるというものです。1990 年代より日本の医療でも評価試み

が開始され看護・介護・福祉へ応用されるようになったが、日本はまだまだ遅れていることを、

アメリカやドイツの監査の事例を挙げてお話しくださいました。医療の質は、①構造（組織、機

器、職員の数、専門性など）、②プロセス（実際の診療、看護内容、職員の行動）③アウトカム（治

癒、生存、満足、コストなど）の 3 つの側面から、その指標を系統的に測定し結果を評価分析し

その結果に応じた改善策を立てて実行することで評価していきます。サービスを受けた人のその

後の状況把握が最も大切であるとされており、どのような人がどうなったのかを調べ、現場のニ

ーズを政策に繋げていくための研究について日本での取り組みも交えてお話し下さいました。 

午後は、「相手は何を求めているのか？認知症のある人の意思を読み取る方法～食事を通して相

手の意思を理解する～」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。障害は突然訪れ、今の世の中の動きの速さについて行けないと私
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たち自身もそれがバリアになり得る。バリアフリーの社会を作るための研究をされているとお話

し頂きました。認知症や障害をもっている人は困難を抱えている人である。心は大事だが、具体

的な物や技術で人を救うことができ、私たちは分からなくて困っている人を共感的に俯瞰してみ

ることで、相手が困らずに行動できるように判断するための助けになることについてお示し下さ

いました。そして、食事支援に必要なものとして、①多様性を理解し相手を受容する必要性 ②

原因を追及するよりも共感的に理解する ③気持ちや愛情を示すだけでなく具体策を示す 具体

的に相手が何を求めているのかを引き出すために、情報が重ならないよう相手が理解しやすい言

葉かけ、具体的で実行可能な選択肢の設定、また言葉だけでなく料理内容の理解のため写真の使

用すること、実際の食品での意思確認など試すことは沢山あることを学びました。障害から困難

へ着目し共感的に対応する重要性を痛感しました。また、『自分たちの楽しんでいるものを取り入

れる発想（携帯電話・インターネットなど）』『自分の仕事の範囲を限定しない』『自分の食の楽し

みを広げること』と、コミュニケーションには仕込みが大切、共通の話題作りのため私たち自身

の生活も楽しんで食の話題を増やし、使える道具、特にスマートフォンは活用していくべきこと

を強調しておられました。 

 

◆障がい分科会：  

 行政説明「障害保健福祉施策の動向」として、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画 

道躰正成課長補佐に今年度もご講演をいただきました。平成 18年の「障害者自立支援法」の一部 

施行から、政権交代の中で「障害者総合福祉法」へと変わっていった経緯についてお話しいただ 

きました。平成 24年成立の「障害者総合支援法」では、障害者の範囲に難病を加えたこと、障害 

支援区分を創設したこと、障害者に対する支援へと支援対象が変わっていったことなど、ポイン 

トとなるところをお示しいただきました。世の中が、地域社会における共生の実現に向けて新た 

な障害保健福祉施策を講じるための整備が進んできているということが、お話から良くわかりま 

した。そして、平成 27年からの第 4期障害福祉計画では、縦（年齢）横（専門職）の支援の整 

備は始まるようです。相談支援員の人材不足、虐待防止への職員の質の向上、就労支援の促進、 

報酬に見合ったサービスの提供など多くの課題があり、３年ごとの法報酬改定、５年ごとの制度 

改正には今後も目が離せない状況です。私たちも積極的に厚生労働省のホームページを見て、時 

代の流れを読み取っていかなければならないと感じさせられた 90分でした。 

 次の講演では、「障がい児・者福祉の向上を願って～一笑健明～」と題し、公益財団法人日本知

的障害者福祉協会の橘文也会長にご講演をいただきました。専門とは人間性の上に成り立つもの、

という事で、長年の障がい者支援を通しての体験からいくつもの具体的事例をお話しくださいま

した。自閉症の方の知覚感覚の障害についても、目の近くで手やハンカチを振り視覚遊びをして

いること、聴覚や臭覚にこだわりが多いこと、痛みには鈍感なこと、水は嫌いなどの特性がある

ことを知って支援する事が大事で、二次障害（パニック）を起こし他害行為を起こさせないよう

にする必要があることなどを教えて下さいました。また、講演の間は始終替え歌や言葉遊びをし

ながらお話し下さり、笑顔で接する大切さを体感させていただきました。そして、最後には福祉
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で栄養業務を担う人には、ぜひ３Ｋ（感謝・歓迎・感動）の心で、ＡＫＢ48（明るく・かわいく・

ビユーティフルに 48通り）の手をもって、５つの力（え：笑顔で触れる心力・い：異種職間と築

くチームワーク力・よ：良い食材選びの目利きの力・う：旨み引き出す工夫力・し：障がい特性

の把握力）で活躍して欲しいとエールをくださいました。講演の中から、人と接する事の大切さ

を改めて学ぶことができた気がしました。 

 最後の講演は、武庫川女子大学生活環境学部食物栄養学科の雨海照祥教授から「水と水溶性物

質について」というテーマでご講義いただきました。体内に含まれる約６割の水の役割は、（水溶

性物質の）移動と代謝を役割としている、水溶性物質に使う単位では、モル（mol/L）とミリオス

モル（mOsl/L）は大事。イオンとミネラルの違いは、同じ物質が水の中にあるか陸の上にあるか

の違いである。浸透圧の決定因子の血中モル数は Naと Kで大きな差があり、細胞内外の景色はま

るで違っている。ファーマンの下痢のアルゴリズムについて。下痢の定義は 1 日 3 回以上の水様

便又は軟便であること、便秘の定義は 3 日以上排便の無いこと。普通便に含まれる水分量は体組

成と同じく約 70％。栄養評価をする際の指標は①食べる量②体重の変化であること。脱水は、尿

量は 400ml/day より少なく、皮膚・粘膜のツルゴールは低下、意識レベルに変化がみられるなど

から予測する事ができる。炎症とは、水が血管から外に移動する現象。低 Na血症や Refeeding症

候群について、などボリュームのある内容の講義でした。言葉や単位の意味の説明は基より、体

内の状況を人間関係などに例えるなど大変分かりやすくお話しくだしました。講義の中で、口か

ら入ったものはお尻から出るまで責任を持ちなさい、という言葉があり、私たち管理栄養士・栄

養士は常にエビデンスを持って仕事に従事する立場であること、そして常に勉強が必要であるこ

とを教えてくださいました。最後には、専門研修の中堅者ⅢとⅣで雨海先生の講義を受けること

ができることもお話し下さり、自己研鑽の必要性とともに勉強の楽しさも教えていただいた気が

しました。 

 

◆児童分科会： 

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講座社会予防疫学分野の佐々木 敏 教

授より前日の全体会「日本人の食事摂取基準 2015 年版の活用」に引き続き、「栄養素摂取量を把

握できていますか？食事調査から見えてくるもの」と題してご講演をいただきました。保育所の

食育は、食品がトラック、栄養素が荷台の荷物、ドライバーが栄養士とすると、ドライバー（栄

養士）はトラック（食品）のことばかりを気にしており、本当に必要な荷台の荷物（栄養素）を

気にしていない。栄養士は栄養素で考え食品で行動すべきであり、食べさせる側の発想ではなく、

食べる側の発想で考えよう。実態を知らなくては、基準も作れないし、改善も（食育も）できな

い、とご教授いただきました。また「食事摂取基準 2015」の小児の値の作られ方から、小児を対

象とした詳細な食事記録調査の必要性を述べられ、レベルの高い研究を行うのは大変であり特に

食事記録は対象者も栄養士も大変だが、本当に必要な調査・研究は栄養士の技術を高め、国民全

体の役に立ち、将来の栄養業務向上になる。基礎を固め、確実に進んで行きましょうと、佐々木

先生が来年度予定されている調査についてもご説明いただきました。 



 

9 

 

行政説明では、厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課 橋本圭司課長補佐より「子ども・子

育て支援新制度について」と題して、子ども・子育て関連３法の趣旨と主なポイント、子ども・

子育て会議における検討状況、新制度の施行に向けた国の取組状況などについてお話をいただき、

子ども・子育て支援新制度における「質の改善」については、幼稚園・保育所・認定こども園に

おける栄養士（非常勤）に係る経費が予算に計上されたとの説明がありました。（財源は消費税率

の引き上げにより確保） 

午後からは、厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課 米倉礼子栄養専門官より「児童福祉

施設で求められる“食育”～今、管理栄養士等（食育担当者）に求められることとは～」と題し

てのご講義をいただきました。2015 年よりスタートする「すこやか親子 21（第 2 次）」について

と、児童福祉施設での食育については「児童福祉施設における食事の提供ガイド」を参考に食事

摂取基準を活用した食事計画、保育計画と連動した食育を多職種と連携すること、食として重要

な課題は何なのかを考えて実施することの大切さを受講者との対話を交えながらお話しください

ました。 

 児童福祉施設の管理栄養士・栄養士の専門性とは何なのかを考える機会となる分科会した。日々

に流されることなく自己研鑽を重ね、皆さんで協力して将来の栄養業務の向上を目指していきま

しょう。 

 

組織活動の活性化に向けて  

 各都道府県において、毎年会員増対策に取組まれていることと思いますが、会員数は毎年減少 

している状況です。全国福祉リーダー研修会においても討議をお願いしましたが、管理栄養士・ 

栄養士の職業倫理観が低いのか、会員数が増えずとても残念です。９月末現在福祉の会員数は、 

平成 25 年度会員数より 568 人減の 89.9％です。（日本栄養士会総会員数では 93％です。） 

 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。平成 26 年度は「食事摂取基準 2015」が報告されたことから「専門研修Ⅰ―食事 

摂取基準の総論を理解し、利用者の栄養補給量が算定できる（講義＆演習）―」を多くの方に学 

んでいただきたく 5 回計画し、その事前研修として各ブロック、都道府県において「ファースト 

ステップ研修会―ICF と 24 時間シートの活用による個別ケア計画を立てられる（講義＆演習）―」 

を 11 か所で計画・実施しているところです。専門研修会、ファーストステップ研修会、全国研修 

会の受講者数は【資料】でご確認下さい。第 19 回専門研修会の受講者数は 10 月現在（9 回終了 

2 回申込者）の人数です。申込み 0 名は石川県と福井県です。平成 23～25 年度の受講者数を既に 

超えている都道府県が 9 府県あります。平成 26 年度ファーストステップ研修会参加者数は宿題の 

確認作業が修了した 8 か所の人数です。受講者数 0 名が 4 道県ありますが、北海道・京浜ブロッ 

クはこれから実施、神奈川県は現在確認作業中です。 

福祉の研修会は、座学から「考える研修会」にシフトしています。初めて参加された方は戸惑 

う事も多いかと思いますが、ただ答え（数字）を覚える場ではありません。実態に基づき、利用

者の視点に立ち、いろいろな角度から検討、討議し、考え方を学ぶ場です。一人職場の多い福祉
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栄養士にとって、相手の意見を聞くこと、自分の意見を述べることが苦手な方が多いようですが、

会議の場等で専門職として最も必要とされている技術です。研修会で学んだことを現場環境の中

でいかに活用していくか、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。多くの方が繰り返し受講し、自分の物にしようと努力を重ねています。

また、研修会で理解が足りないと評価された場合は修了となりません。再度受講して頂くことに

なりますが、ご指導頂いています講師の先生方も真剣に私たち福祉管理栄養士・栄養士のことを

考えてのことです。理解できないままでは次のステップに進めません。ひとつひとつ着実に自分

のものとしてほしいと思います。 

 栄養日本「礎」（平成 26 年 10 月 1 日発行 vol.4-No2 日本栄養士会ホームページ掲載）には専門

研修会Ⅰを受講しての感想やその後について受講者から執筆して頂いています。また、「日本栄養

学雑誌」の管理栄養士の活動最前線には、研修内容をいかに活用しているか、研修受講者を中心

に事例の紹介を執筆して頂いています。各都道府県代表者においては、会員で専門研修会を受講

されていない方、非会員の方への研修会参加勧奨や入会案内の参考にして頂けたらと思います。 

研修は資質向上のため自ら受講するものです。会員の意識向上とスキルアップ、なかま作りが、

栄養士会の会員増、並びに組織力に繋がることを願っています。 

 

 


