訪栄研発第 41 号
平成 22 年 ３月吉日
会員 各位

全国在宅訪問栄養食事指導研究会
会長

中村 育子
公印省略

第 31 回全国在宅訪問栄養食事指導研究会開催について
陽春の候、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。
平素は本会の運営･事業推進につきまして、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、下記の通り第 31 回全国大会を開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げま
す。
記
１．日

時

平成 22 年 6 月 6 日（日）10 時 00 分〜16 時 40 分

２．場

所

ウィリング横浜 ５階５０１・５０２

〒233-0002
横浜市港南区上大岡西 1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー内
京浜急行／市営地下鉄 「上大岡」駅下車 徒歩 3 分京急線上大岡駅下車徒歩５分
３．会

費

会員 2000 円(昼食付)

非会員 5000 円(昼食付)

学生 1000 円

４．プログラム
9：30〜10：00
10：00〜10：30

受

付

会長挨拶 顧問挨拶 全国在宅訪問栄養食事指導研究会 総会

１０：３０〜１２：００ テーマセッションⅠ：
『病院から在宅への地域連携』
10:30〜11:00 １「日本人の食事摂取基準 2010 年版をどのように活用していくか」（仮題）
浜松大学 健康プロデュース学部 健康栄養学科 教授 手嶋 登志子 先生
11:00〜11:30 ２「病院から在宅への連携ツール：栄養手帳の活用について」
駒沢女子大学 人間健康学部 健康栄養学科 准教授 田中 弥生 先生
11:30〜12:00 ３「在宅患者の栄養管理に目を向ける人材育成〜管理栄養士養成施設校の立場から〜」
武庫川女子大学 生活環境学部 食物栄養学科 教授 前田 佳予子
座長：新生会第一病院 臨床栄養科 科長 井上啓子
１２：００〜１２：１０ ランチョン準備
１２：１０〜１３：１０ ランチョンセミナー
「在宅で使える栄養補助食品の特徴と活用法」各賛助メーカー
座長：
（有）健康栄養デザインオフィス 渡辺 純子
１３：１０〜１３：３０ 休 憩
１３：３０〜１６：００ テーマセッションⅡ「在宅訪問栄養指導の重要性と今後の方向性」
13:30〜15:00（1 時間 30 分）
基調講演「日本栄養士会の在宅の取り組みと今後の方向性と展望」
講師：日本栄養士会 会長 中村 丁次 先生
15:00〜15:10 休 憩

15:10〜15:20

１「2009.栄養改善学会の発表と訪問栄養指導の重要性」
北海道文教大学 人間科学部 健康栄養学科

15:20〜15:30

齋藤 郁子

２「歯科診療と連携した訪問栄養指導の効果と今後の方向性」
福岡クリニック 在宅部 栄養課 中村 育子

15:30〜15:40

３「病院から在宅医療へ・栄養管理に求められているもの」
小川医院 手塚 波子

15:40〜15:50

４「介護保険制度における管理栄養士の居宅療養管理指導を考える」 第３報
ハッピーライフサポートつくしの会 川上 純子
横浜ＹＭＣＡ専門学校 秋山 治子

15:50〜16:00

５「超高齢者の訪問栄養指導」
山口内科 水島 美保
座長：日本栄養士会 会長 中村 丁次 先生

16:00〜16:30

ディスカッション

１６：３０〜１６：４０ 閉会の挨拶 全国在宅訪問栄養食事指導研究会 関東ブロック長 高崎美幸
５.申し込み方法
5 月２１日までに下記連絡先まで郵便またはＦＡＸにてご連絡下さい。
連絡先：〒271-0067

千葉県松戸市樋野 865-2

東葛クリニック病院 栄養部 臨床栄養課
高崎 美幸 宛
TEL：０４７−３３１−２０２６
--------------------------------------------------------

FAX：０４７−３３１−２０２８
切り取り

-----------------------------------------------------

全国在宅訪問栄養食事指導研究会 全国大会申込書

第 3１回全国大会に （ 出席 ・ 欠席 ） します。

氏名

□会員（

ブロック）□非会員□賛助会員□学生

連絡先住所 〒

電話番号：
賛助会員のランチョンでのレクチャーへの参加の有無

職場：
参加

・

不参加
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全国在宅訪問栄養食事指導研究会
会長

中村 育子

第 31 回全国在宅訪問栄養食事指導研究会開催について
陽春の候、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。
平素は本会の運営･事業推進につきまして、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、下記の通り第 31 回全国大会を開催いたしますので、業務ご多忙の折、誠に恐縮とは存じますが、
貴施設職員のご出席についてご高配を賜りますようお願い申し上げます。
記
１．日時 平成 22 年 6 月 6 日（日）10 時 00 分〜16 時 40 分
２．場所 ウィリング横浜 ５階５０１・５０２
〒233-0002
横浜市港南区上大岡西 1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー内
京浜急行／市営地下鉄 「上大岡」駅下車 徒歩 3 分京急線上大岡駅下車徒歩５分
３．会

費

会員 2000 円(昼食付)

非会員 5000 円(昼食付)

学生 1000 円

４．プログラム
9：30〜10：00
10：00〜10：30

受

付

会長挨拶 顧問挨拶 全国在宅訪問栄養食事指導研究会 総会

１０：３０〜１２：００ テーマセッションⅠ：
『病院から在宅への地域連携』
10:30〜11:00 １「日本人の食事摂取基準 2010 年版をどのように活用していくか」（仮題）
浜松大学 健康プロデュース学部 健康栄養学科 教授 手嶋 登志子 先生
11:00〜11:30 ２「病院から在宅への連携ツール：栄養手帳の活用について」
駒沢女子大学 人間健康学部 健康栄養学科 准教授 田中 弥生 先生
11:30〜12:00 ３「在宅患者の栄養管理に目を向ける人材育成〜管理栄養士養成施設校の立場から〜」
武庫川女子大学 生活環境学部 食物栄養学科 教授 前田 佳予子
座長：新生会第一病院 臨床栄養科 科長 井上啓子
１２：００〜１２：１０ ランチョン準備
１２：１０〜１３：１０ ランチョンセミナー
「在宅で使える栄養補助食品の特徴と活用法」各賛助メーカー
座長：
（有）健康栄養デザインオフィス 渡辺 純子
１３：１０〜１３：３０ 休 憩

１３：３０〜１６：００ テーマセッションⅡ「在宅訪問栄養指導の重要性と今後の方向性」
13:30〜15:00（1 時間 30 分）
基調講演「日本栄養士会の在宅の取り組みと今後の方向性と展望」
講師：日本栄養士会 会長 中村 丁次 先生
15:00〜15:10 休 憩
15:10〜15:20

１「2009.栄養改善学会の発表と訪問栄養指導の重要性」
北海道文教大学 人間科学部 健康栄養学科

15:20〜15:30

齋藤 郁子

２「歯科診療と連携した訪問栄養指導の効果と今後の方向性」
福岡クリニック 在宅部 栄養課 中村 育子

15:30〜15:40

３「病院から在宅医療へ・栄養管理に求められているもの」
小川医院 手塚 波子

15:40〜15:50

４ 実践報告公募

15:50〜16:00

５ 実践報告公募
座長：日本栄養士会 会長 中村 丁次 先生

16:00〜16:30

ディスカッション

１６：３０〜１６：４０ 閉会の挨拶 全国在宅訪問栄養食事指導研究会 関東ブロック長 高崎美幸

