
 

 

 

令和2年度管理栄養士専門分野別人材育成事業「教育養成領域での人材育成」 

検討会議名簿 

 

○全体会議（特定非営利活動法人日本栄養改善学会 理事） 

 

氏名 所属 

赤松 利恵 お茶の水女子大学 教授 

荒井 裕介 千葉県立保健医療大学 准教授 

上西 一弘 女子栄養大学 教授 

小原 仁 国立病院機構仙台医療センター 室長 

菊地 和美 藤女子大学 教授 

木戸 慎介 近畿大学 准教授 

木村 典代 高崎健康福祉大学 教授 

小切間 美保 同志社女子大学 教授 

酒井 徹 徳島大学大学院 教授 

下浦 佳之 公益社団法人日本栄養士会 常務理事 

瀧本 秀美 
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 

国立健康・栄養研究所 部長 

武見 ゆかり 女子栄養大学 教授 

塚原 丘美 名古屋学芸大学 教授 

中出 美代 東海学園大学 教授 

中村 美詠子 浜松医科大学 准教授 

名和田 淸子 島根県立大学 教授 

南 久則 熊本県立大学大学院 教授 

村山 伸子 新潟県立大学 教授 

山本 浩範 仁愛大学 教授 

由田 克士 大阪市立大学大学院 教授 

    ◎：座長（理事長） ○：副座長（副理事長） 
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２２，，健健康康づづくくりりののたためめのの商商品品開開発発・・ササーービビススのの提提供供ににおおいいてて，，外外部部機機関関とと連連携携すするる理理由由  

投げかけの質問④：健康的な商品開発において，さまざまな職能団体，学会等と連携されてい

ますが，こうした外部組織との連携に期待することはどのようなことでしょうか？ 

（確認したいこと） 

・期待することは，組織内では得られないものか。内部にあっても，外に求めているの

か。 

・外部との連携において，組織内の管理栄養士・栄養士が果たす役割はあるのか。無い

のか。 

 
 
 
 

３３，，社社会会貢貢献献活活動動へへのの管管理理栄栄養養士士・・栄栄養養士士のの関関与与ににつついいてて  

投げかけの質問⑤：御社の減塩の取り組みについてうかがいます。現在の日本の健康課

題にずばり対応した取組みで，社会貢献の意義も大きいと思いますが，この取り組みは，

ビジネスとしても期待できる，実績があがるとお考えでしょうか。 
 
 
 

 
投げかけの質問⑥：この取り組みにおいて，社内の管理栄養士・栄養士の関わりはある

のか。また，今後，そうした専門性を有する者が関わる可能性については，いかがでし

ょうか。 

（確認したいこと） 

・管理栄養士・栄養士資格を有する者が，会社の事業展開において，資格や専門性を生

かす可能性があるのか。 

・どのような資質があれば，その可能性は拡がるのか。 
 
 
 
 

御礼 

以上で，インタビューは終わりになります。 

本日はお忙しい中，貴重なお話しを聞かせてていただき，ありがとうございました。 

 

 

 

令和2年度管理栄養士専門分野別人材育成事業「教育養成領域での人材育成」 
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下浦 佳之 公益社団法人日本栄養士会 常務理事 

瀧本 秀美 医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所 部長 

武見 ゆかり 女子栄養大学 教授 

塚原 丘美 名古屋学芸大学 教授 

中出 美代 東海学園大学 教授 

中村 美詠子 浜松医科大学 准教授 

名和田 淸子 島根県立大学 教授 

南 久則 熊本県立大学大学院 教授 

村山 伸子 新潟県立大学 教授 

山本 浩範 仁愛大学 教授 

由田 克士 大阪市立大学大学院 教授 

    ◎：座長（理事長） ○：副座長（副理事長） 

  



 

 

 

○支援ガイドの検証・普及部会 

 

氏名 所属 

阿部 絹子 群馬県利根沼田振興局利根沼田保健福祉事務所 主幹専門員 

荒井 裕介 千葉県立保健医療大学 准教授 

稲山 貴代 長野県立大学 教授 

上西 一弘 女子栄養大学 教授 

神田 聖子 愛国学園短期大学 准教授 

木戸 慎介 近畿大学 准教授 

木村 典代 高崎健康福祉大学 教授 

小切間 美保 同志社女子大学 教授 

新宅 賀洋 帝塚山大学 教授 

竹内 弘幸 富山短期大学 教授 

田中 清 神戸学院大学 教授 

田中 惠子 京都文教短期大学 教授 

塚原 丘美 名古屋学芸大学 教授 

長幡 友実 東海学園大学 准教授 

南 久則 熊本県立大学大学院 教授 

三好 恵子 女子栄養大学短期大学部 教授 

村上 恵 同志社女子大学 教授 

村山 伸子 新潟県立大学 教授 

柳澤 幸江 和洋女子大学 教授 

    ◎：部会長 〇：副部会長 ◇：リーダー △：副リーダー 

 

 

○食環境整備に係る人材育成検討部会 

   

氏名 所属 

赤松 利恵 お茶の水女子大学 教授 

石田 裕美 女子栄養大学 教授 

串田 修 静岡県立大学 講師 

黒谷 佳代 昭和女子大学 専任講師 

髙戸 良之 シダックス総合研究所 主席研究員 

高橋 希 千葉県健康福祉部健康づくり支援課 主査 

武見 ゆかり 女子栄養大学 教授 

    ◎：部会長 〇：副部会長 
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○コアカリ活用支援ガイドの検証・普及部会 

 

氏名 所属 
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  養成施設調査ＷＧ 

氏名 所属 
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阿部 絹子 群馬県利根沼田振興局利根沼田保健福祉事務所 主幹専門員 

小澤 啓子 女子栄養大学短期大学部 専任講師 

串田 修 静岡県立大学 講師 

小島 唯 新潟県立大学 助教 

    ◇：リーダー 

 

  自治体調査ＷＧ 

氏名 所属 

荒井 裕介 千葉県立保健医療大学 准教授 

久保 彰子 熊本県県北広域本部（熊本県菊池保健所） 参事 

黒谷 佳代 昭和女子大学 専任講師 

高橋 希 千葉県健康福祉部健康づくり支援課 主査 

    ◇：リーダー 

 

  食関連企業ヒアリングＷＧ 

氏名 所属 

石田 裕美 女子栄養大学 教授 

市川 陽子 静岡県立大学 教授 

髙戸 良之 シダックス総合研究所 主席研究員 
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令和2年度管理栄養士専門分野別人材育成事業「教育養成領域での人材育成」 

開催経緯 

 

開催日 会議名 場所 

令和2年 

8月 2日 
・第1回支援ガイドの検証・普及部会会議 ZoomによるWeb会議 

令和2年 

   8月22日 
・第1回食環境整備に係る人材育成検討部会会議 ZoomによるWeb会議 

令和2年 

   8月30日 
・第1回全体会議 ZoomによるWeb会議 

令和2年 

   9月14日 
・第2回支援ガイドの検証・普及部会会議 ZoomによるWeb会議 

令和2年 

   10月10日 
・第2回食環境整備に係る人材育成検討部会会議 ZoomによるWeb会議 

令和2年 

11月 6日～ 

   11月30日 

・食環境整備に係る人材育成に関する調査 インターネット調査 

令和2年 

11月24日～ 

   12月31日 

・食環境整備に係る人材育成に関する調査 郵送調査 

令和2年 

11月13日～ 

12月16日 

・「栄養学教育モデル・コア・カリキュラム」活用

支援ガイド研修会 

学会ホームページ上で

のオンデマンド配信 

令和3年 

1月11日 
・第2回全体会議 ZoomによるWeb会議 

令和3年 

1月29日 
・第3回食環境整備に係る人材育成検討部会会議 ZoomによるWeb会議 

令和3年 

2月 8日 
・第3回支援ガイドの検証・普及部会会議 ZoomによるWeb会議 

令和3年 

3月 1日 
・第3回全体会議 ZoomによるWeb会議 
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令和2年度管理栄養士専門分野別人材育成事業「教育養成領域での人材育成」報告書 

 

特定非営利活動法人日本栄養改善学会 

東京都港区三田3-4-18二葉ビル904号 

TEL 03-5446-9970 

※無断での転載はご遠慮ください。 
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