プログラム
2020 年 9 月 19 日（土）12：50～17：00
理事長講演
演者：前田 佳予子 武庫川女子大学食物栄養科学部食物栄養学科 教授
座長：松崎 政三
一般社団法人日本在宅栄養管理学会 顧問
特別講演Ⅰ
未定
演者：草場 鉄周
座長：太田 秀樹

医療法人北海道家庭医療学センター 理事長
医療法人アスムス 理事長

シンポジウムⅠ ときどき入院、ほぼ在宅を目指して
シンポジスト
演者：草場 鉄周
医療法人北海道家庭医療学センター 理事長
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 代表
山口 育子
認定 NPO 法人ささえあい医療人権センターCOML 理事長
田中 弥生
関東学院大学栄養学部管理栄養学科 教授
水島 美保
在宅栄養管理ステーションもぐもぐ大阪 代表
座長：太田 秀樹
医療法人アスムス 理事長
前田 佳予子 武庫川女子大学食物栄養科学部食物栄養学科 教授
教育講演Ⅰ
医療的ケア児の栄養的な対応
演者：西本 裕紀子 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪母子医療センター栄養管理室 副室長
座長：鞍田 三貴
武庫川女子大学食物栄養科学部食物栄養学科 准教授
教育講演Ⅱ
災害時の栄養
演者：奥村 圭子
認定栄養ケアステーション杉浦医院
地域ケアステーションはらぺこスパイス 室長
座長：下浦 佳之
公益社団法人日本栄養士会 常務理事
教育講演Ⅲ
研究のすすめ方
演者：井上 啓子
至学館大学健康栄養学部栄養科学科 教授
座長：寺本 房子
川崎医療福祉大学医療技術学部臨床栄養学科 特任教授
教育講演Ⅳ
ICF（国際生活機能分類）を知ろう
演者：山口 はるみ NPO 法人ぽけっとステーション 代表理事
座長：吉永 悦子
認定栄養ケア・ステーション栄養サポートきりしま 代表
教育講演Ⅴ
もしバナゲーム「ACP:アドバンスケアプランニング（人生会議）を考えよう」
演者：古川 美和
一般社団法人長崎市医師会医療センター診療所
高岡 寛明
社会医療法人甲友会財務監査部在宅事業課 主任
小西 健太
社会福祉法人愛和会豊中地区事務部
体験セミナー
管理栄養士ができるケアのい・ろ・は「ポジショニング体験」
演者：神野 俊介
あっとほーむな訪問看護ステーションやまと
座長：矢治 早加
医療法人社団明正会大高在宅ケアクリニック
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何でも相談コーナー
初心者向け 訪問に一歩踏み出そう！
演者：馬場 正美
医療法人財団善常会栄養管理部
花本 美奈子 栄養ケアサポート Link のぼりと 代表
佐藤 由紀
特定医療法人萬生会合志第一病院 栄養科
日本栄養士会・日本在宅栄養管理学会認定「在宅訪問管理栄養士」実践レポート最優秀賞発表
座長：井上 啓子
至学館大学健康栄養学部栄養科学科 教授
熊谷 琴美
正翔会クリニック
協賛セミナー
介護食セミナー

単位更新セミナー
特別分野認定制度在宅訪問管理栄養士フォローアップセミナー（更新単位 1 単位）9：30～12：15
講師：井上 啓子
至学館大学健康栄養学部栄養科学科 教授
熊谷 琴美
正翔会クリニック
奥村 圭子
認定栄養ケアステーション杉浦医院
地域ケアステーションはらぺこスパイス 室長
＊参加費 別途 2,000 円 定員 90 名
イブニングセミナー (更新単位 0.5 単位) 17：00～18：00
演者：東口 高志
藤田医科大学医学部医学科 教授
座長：田中 弥生
関東学院大学栄養学部管理栄養学科 教授
＊参加費 別途 1,000 円 定員 200 名
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2020 年 9 月 20 日（日）9：30～17：00
特別講演Ⅱ
未定
演者：厚生労働省健康局栄養指導室
座長：松崎 政三
一般社団法人日本在宅栄養管理学会 顧問
特別講演Ⅲ
ケアマネジャーの立場から在宅訪問管理栄養士に望むこと
演者：鷲見 よしみ 一般社団法人日本介護支援専門員協会 元会長・現山梨県支部 会長
座長：中村 育子
医療法人社団福寿会福岡クリニック在宅部栄養課
特別講演Ⅳ
在宅医療における管理栄養士の役割
演者：中尾 正俊
一般社団法人大阪府医師会 副会長
座長：石井 妙子
久留米信愛短期大学フードデザイン学科 教授
シンポジウムⅡ お家に帰って、さあ食べよう！
シンポジスト
演者：石本 淳也
公益社団法人日本介護福祉士会 会長
黒田 賢
日本栄養支援配食事業協議会 会長
ヘルシーフード株式会社/株式会社ヘルシーネットワーク 代表取締役
川端 貴美子 一般社団法人福岡県歯科医師会 専務理事
黒石 美由紀 医療法人聖真会渭南病院 栄養科
永来 努
一般社団法人大阪府言語聴覚士会 副会長
座長：中村 育子
医療法人社団福寿会福岡クリニック在宅部栄養課
時岡 奈穂子 特定非営利活動法人はみんぐ南河内
教育講演Ⅵ
大阪市が考える今後の町づくり
演者：金谷 一郎
大阪経済法科大学 21 世紀社会総合研究センター 客員教授
座長：水島 美保
在宅栄養管理ステーションもぐもぐ大阪 代表
教育講演Ⅶ
認知症の理解と予防
演者：森本 一成
特定医療法人大阪精神医学研究所新阿武山病院 副診療部長
座長：井戸 由美子 梅花女子大学食文化学部管理栄養学科 教授
教育講演Ⅷ
診療報酬の改定・日本人の摂取基準改定から見える在宅訪問管理栄養士の今後
演者：前田 佳予子 武庫川女子大学食物栄養科学部食物栄養学科 教授
座長：井上 啓子
至学館大学健康栄養学部栄養科学科 教授
日本栄養士会から
認定栄養ケアステーションについて
演者：田中 弥生
公益社団法人日本栄養士会 常任理事
関東学院大学栄養学部管理栄養学科 教授
協賛セミナー
・フィジカルアセスメントセミナー
演者：谷口 英喜
社会福祉法人思賜財団済生会横浜市東部病院患者支援センター センター長
・ランチョンセミナー
・介護食セミナー
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