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－平成 24 年度－（公社）北海道栄養士会福祉栄養士協議会 

      ファ－ストステップ（栄養マネジメント）研修会開催のお知らせ 

 

１．趣 旨 

   今、福祉施設における栄養管理の対象者である要支援・要介護高齢者や障害者は、個人差が大きく 

特有の疾患などの障害による個別栄養管理が求められます。 

 施設における栄養ケア・マネジメントの質を高めるため、個別栄養ケア計画を作成する過程におい 

て施設ケアプラン（個別支援計画）と一体的に捉えて計画することができなければなりません。 

 そこで、介護保険施設や障害者（児）施設の利用者および在宅の要支援・要介護高齢者や障害者の 

栄養ケア・マネジメントを行う上で、必要となる基本的な知識・技術を習得することを目的とし、フ 

ァ－ストステップ研修会を開催します。 

 平成１７年度栄養ケア・マネジメント研修会及び伝達研修会を終了している方でも、内容がバ－ジ 

ョンアップしていますので再度、研修会の参加をお願いします。 

 

２，開催日及び会場 

  基礎講座：平成 25 年 2 月 11 日（月） 

       北海道札幌市北区北２条西７丁目 北海道道民活動センタ－（通称かでる２・７） 

        １０６０会議室    ＴＥＬ ０１１－２０４－５１００ 

  演  習：①と②を実施します。 

       平成 25 年 3 月 2 日（土）  

北海道札幌市中央区北１条西１３丁目 札幌市教育文化会館 ３０２研修室 

       平成 25 年３月３日（日） 

北海道札幌市北区北２条西７丁目 北海道道民活動センタ－（通称かでる２・７） 

１０６０会議室    ＴＥＬ ０１１－２０４－５１００ 

 



３、対象者：３日間とも参加できる管理栄養士・栄養士 

 

４，募集人員：６０名  注 定員に成り次第締め切ります。 

 

５，費  用：受講料：10,000 円（弁当代を含む） 

       全課程修了者には終了証書発行のため、別途 2,000 円徴収します。 

 

６、申込〆切：平成 25 年 2 月 1 日（金）  

 

７，申込み方法：別紙申込み用紙に必要事項をご記入の上、FAX にてお申込み下さい。 

        申込み受付後、請求書兼払込票および受講票を送りますので参加費の支払いをお願いし 

ます。 

 

８、申込み先：北海道福祉栄養士協議会会長 野 城 執             

       TEL（011-375－3737） FAX（011－375－3770） 

 

９．内  容：・施設プランと一体化した栄養ケア計画ができるようになること。 

・栄養ケア提供の課程を記録する場合にあっては、個別記録と同様に栄養ケア提供、課程 

を記録できるようにすること。 

 

10､日  程 

  １）基礎講座 平成 25 年 2 月 1１日（月） 

    講師 全国福祉栄養士協議会長 政安静子（特別養護老人ホ－ムいくり苑那珂 副施設長） 

        １０：００～      受付 

        １０：３０～１２：００ 開会あいさつ（オリエンテ－ション） 

                    講義①栄養ケア・マネジメントの基礎 

        １３：００～１６：３０ 講義②施設プランと一体化した栄養ケア計画 

    ＊自己の施設で行った１事例の報告書（フェ－スシ－ト、ＩＣＦシ－ト、２４時間シ－ト、栄養ケア計画）を作成する。ただ 

し、フェ－スシ－トについては、各施設で用いているものを使用する、課題がでます。（課題は事例演習の研修会に提出） 

Ⅱ）事例により演習 

   平成 25 年 3 月 2 日（土） 

   講師 全国福祉栄養士協議会長 政安静子（特別養護老人ホ－ムいくり苑那珂 副施設長） 

      １０：３０～１１：００ 受付 

      １１：００～１２：００ グル－プワ－ク 

      １２：００～１３：００ 昼食休憩 

      １３：００～１７：００ グル－プワ－ク 



      １７：３０～２０：３０ イブニングミ－テング 

   平成 25 年 3 月 3 日（日） 

   講師 全国福祉栄養士協議会長 政安静子（特別養護老人ホ－ムいくり苑那珂 副施設長） 

      ９：３０～１０：００  受付 

１０：００～１６：３０  グル－プワ－ク発表 

 

11，注意事項 

  ①このファ－ストステップ研修は、中堅者研修Ⅰ、中堅者研修Ⅱとステップアップして受講し、最 

終的にはＮＭＴ認定管理栄養士研修へのつながりとなります。 

②栄養士会会員を対象として受付を行い、定員になり次第締め切ります。 

③受講料には、弁当代が含まれます。（３月２日夕食） 

⑤宿泊を伴う場合には、各自で手配して下さい。 

⑥既納の授業料は原則としてお返しいたしません。 

⑦遅刻、早退、宿題、課題の未提出があった場合は、修了証を発行できない場合もありますので注意

して下さい。 

⑧グル－プごとにパソコンをお願いすることがあります。 

 

12．生涯学習  １単位 

 

13．問合わせ 

  北海道立向陽学院  北海道福祉栄養士協議会会長 野 城 執 

  電話 011-375-3737  ＦＡＸ011-375-3770 

  Ｅ-mail：noshiro.tamotsu@pref.hokkaido.lg.jp 
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平成２５年   月   日 

公益社団法人北海道栄養士会 福祉栄養士協議会 御中 

北海道栄養士会福祉栄養士協議会ＦＡＸ番号 （０１１）３７５－３７７０ 

平成２４年度   公益社団法人北海道栄養士会福祉栄養士協議会研修会 

ファ－ストステップ研修会申込書 

 

所     属   

 

児童   障がい   高齢    その他 

 

栄養士会員番号 

 

 

会員 （会員番号        ）  

ふりがな 

氏   名 

 

 

勤 務 先 名 

 

 

 

勤 務 先 

住所・電話・FAX 

 

〒 

 

 

電話番号          FAX 番号 

 

自    宅 

住所・電話・FAX 

 

〒 

 

 

電話番号          FAX 番号 

 

請求書宛名 

 

 

 

請求書送付先 

 

〒 

 

その他、質問等 

あれば記入して下

さい。 

 

 

 

＊添書は不要です。 

＊栄養士会会員とは、平成２４年度の会費を納入した方です。 

 



公益社団法人日本栄養士会福祉事業部の栄養マネジメント人材育成研修概要 

 

 （公益）日本栄養士会福祉事業部は介護保険制度と障害者自立支援法に栄養マネジメントが導入され、

管理栄養士の技術が位置づけられたのを機に、その技術の普及と質の向上を目的に専門研修会を実施して 

きた。利用者のニ－ズに応じた質の高い栄養マネジメントサ－ビスを安定的かつ適切に提供していくため

には、栄養マネジメントを実践する管理栄養士の資質向上が不可欠である。 

 そこで、これまで実施してきた専門研修内容を基本に、栄養マネジメントを実践する管理栄養士・栄養

士の質の向上を体系的に整理し、特定分野認定制度の創設を視野に、栄養マネジメント人材育成研修を構

築し、平成 23 年度より専門研修に中堅者研修として取り入れることにした。そのシステムを下図に示す。 

ただし、ステップアップの観点から研修受講条件を既定させて頂いている。 

 最終目標として、栄養マネジメント人材育成研修により、健康・栄養状態の中・高リスクの利用者に質

の高い栄養ケアが実践できることを目的とする。 

 

１，各研修の受講条件 

【ファ－ストステップ研修】（各都道府県栄養士会が実施） 

 介護保険施設、障害者施設、児童施設等において栄養マネジメントを実践している者を対象とする。 

ただし、以下の研修を修了している者は、ファ－ストﾄスッテプ研修修了者として扱う。 

 ①全国福祉協議会（現：日本栄養士福祉事業部）が平成 17 年度実施の栄養マネジメント研修修了者 

（４日間） 

②各都道府県栄養士会福祉職域組織が実施した上記の栄養マネジメント伝達講習会の修了者 

 ③各都道府県栄養士会が実施した平成 17 年度以降の栄養マネジメント研修修了者 

 ④全国福祉栄養士協議会（現：日本栄養士会福士事業部）が平成 21 年度実施の障害者の栄養マネジメン 

ト研修修了者 

【中堅者研修Ⅰ～Ⅴ】（日本栄養士会福祉事業部が実施） 

 ファ－ストステップ研修を修了している者を対象とする。 

 中堅者研修Ⅰ～Ⅴ全てを完了した者が中堅者研修修了者となる。 

【日本栄養士会特定分野認定制度】 

 日本栄養士会研修部と連携し、ある一定の条件を付して認定を検討する。 

 

２，各研修到達目標（研修内容） 

【ファ－ストステップ研修】 

 ＩＣＦと 24 時間シ－トの活用による個別ケア計画を立てられる（講義＆演習） 

【中堅者研修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） 

【中堅者研修Ⅱ】 

質の高い栄養マネジメントを実施するため、食事習慣や栄養に関する指導の手法や技術と、指導のため



のコミュニケ－ション技術を習得する（講義＆演習） 

【中堅者研修Ⅲ】 

 食事提供・食事指導技術を考える（シンポジウム） 

【中堅者研修Ⅳ】 

 疾病に関する食習慣指導の理論と技術の習得（講義＆演習） 

【中堅者研修Ⅴ】 

 バリデ－ション、非言語コミュニケ－ション等によるコミュニケ－ション技術の習得（講演＆演習） 

 

参考資料 

        【栄養マネジメント人材キャリアパス研修】 

           ＊ＮＭＴ認定管理栄養士（仮称）：栄養メネジメントチ－ム認定管理栄養士 

 

 

 

 

 

 

 

                                （中央での実施） 

 

 

 

 

 

 

                             （中央及びブロック単位での実施） 

 

 

 

 

 

 

                            （各都道府県及びブロック単位での実施） 

 

 

 

将来像 

 （公益）日本栄養士会 

特定分多認定制度に 

つなげたい！ 

食習慣の指導や職種間の連携のキ－パ－ 

ソンとなり、栄養ケアチ－ムの質を改善

し、特に、健康栄養状態の中・高リスクの

利用者に質の高い栄養ケアを実践する。 

 

中堅者研修修了者 

利用者の状態に応じた栄養ケアや他職種

との連携等を行うための幅広い領域の知

識・技術を取得し、適切な栄養マネジメン

トを実施する。 

ファ－ストステップ研修修了者 施設・在宅の栄養ケア・マネジメントを

行う上で、必要となる基本的な知識・技

術を取得する。 
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