
 

 

 

平成29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」 

親会議構成員名簿・学会内検討会議構成員名簿・ワーキンググループ構成員名簿 

 

○親会議構成員 

 

氏名 所属 

坂田 隆 石巻専修大学理工学部教授 前学長 

鈴木 道子 山形県立米沢栄養大学 学長 

清野 裕 
一般社団法人日本病態栄養学会 理事長 

公益社団法人日本糖尿病協会 理事長 

曽根 智史 国立保健医療科学院 次長 

滝川 嘉彦 
一般社団法人全国栄養士養成施設協会 会長 

学校法人滝川学園 理事長 

武見 ゆかり 特定非営利活動法人日本栄養改善学会 理事長 

多田 紀夫 柏市立介護老人保健施設「はみんぐ」 施設長 

利光 久美子 愛媛大学医学部附属病院 栄養部長 

取出 恭彦 味の素株式会社母子栄養改善室 シニアアドバイザー 

中村 丁次 
公益社団法人日本栄養士会 名誉会長 

一般社団法人日本栄養学教育学会 理事長 

深柄 和彦 
日本外科代謝栄養学会 前会長 

東京大学医学部附属病院 准教授 

松永 和紀 科学ジャーナリスト 

宮原 富士子 株式会社ジェンダーメディカルリサーチ 代表取締役 

目代 雅彦 大和市役所健康福祉部健康づくり推進課 参事兼課長 

吉池 信男 公立大学法人青森県立保健大学大学院 研究科長 

小松 龍史 公益社団法人日本栄養士会 代表理事会長 

    ◎：座長 ○：副座長 ◇：オブザーバー 
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○学会内検討会議構成員 

 

氏名 所属 

赤松 利恵 お茶の水女子大学 教授 

荒川 義人 札幌保健医療大学 教授 

上西 一弘 女子栄養大学 教授 

狩野 恵美子 株式会社グリーンハウス営業推進本部栄養健康事業部長 

川久保 清 共立女子大学 教授 

川島 由起子 聖マリアンナ医科大学病院栄養部 参与 

木戸 康博 金沢学院大学 教授 

酒井 徹 徳島大学大学院 教授 

杉山 みち子 神奈川県立保健福祉大学 教授 

鈴木 公 龍谷大学 教授 

武見 ゆかり 女子栄養大学 教授 

田中 清 京都女子大学 教授（日本栄養学教育学会代表） 

塚原 丘美 名古屋学芸大学 教授 

村山 伸子 新潟県立大学 教授 

小松 龍史 公益社団法人日本栄養士会 代表理事会長 

    ◇：オブザーバー 
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○管理栄養士･栄養士の教育カリキュラム現状分析ワーキンググループ構成員 

 

氏名 所属 

赤松 利恵 お茶の水女子大学 教授 

朝見 祐也 龍谷大学 准教授 

上西 一弘 女子栄養大学 教授 

奥村 仙示 徳島大学大学院 講師 

木村 典代 高崎健康福祉大学 教授 

永井 成美 兵庫県立大学 教授 

長幡 友実 東海学園大学 准教授 

    ○：リーダー ◇：オブザーバー 

 

○管理栄養士･栄養士のめざす姿ワーキンググループ構成員 

 

氏名 所属 

大久保 公美 国立保健医療科学院 主任研究官 

北島 幸枝 東京医療保健大学 准教授 

小切間 美保 同志社女子大学 教授 

鈴木 志保子 神奈川県立保健福祉大学 教授 

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 

林 芙美 女子栄養大学 准教授 

    ○：リーダー ◇：オブザーバー 

 

○組織における幹部候補者育成ワーキンググループ構成員 

 

氏名 所属 

川島 由起子 聖マリアンナ医科大学病院栄養部 参与 

幣 憲一郎 京都大学医学部附属病院 副部長 

寺本 房子 川崎医療福祉大学 教授 

利光 久美子 愛媛大学医学部附属病院 栄養部長 

渡邊 慶子 高知学園短期大学 教授 

    ○：リーダー 
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○特定非営利活動法人日本栄養改善学会理事 

（2017年4月1日～2017年10月31日） 

氏名 所属 

赤松 利恵 お茶の水女子大学 教授 

荒川 義人 札幌保健医療大学 教授 

石田 裕美 女子栄養大学 教授 

上西 一弘 女子栄養大学 教授 

笠原 賀子 長野県短期大学 教授 

川久保 清 共立女子大学 教授 

川島 由起子 聖マリアンナ医科大学病院栄養部 参与 

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 

鈴木 公 龍谷大学 教授 

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 

名和田 淸子 島根県立大学 教授 

新澤 祥恵 北陸学院大学短期大学部 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 

八木 典子 広島国際大学 教授 

由田 克士 大阪市立大学大学院 教授 

    ◎：理事長 ○：副理事長 
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○特定非営利活動法人日本栄養改善学会理事 

（2017年11月1日～2018年3月31日）  

氏名 所属 

赤松 利恵 お茶の水女子大学 教授 

上西 一弘 女子栄養大学 教授 

川久保 清 共立女子大学 教授 

川島 由起子 聖マリアンナ医科大学病院栄養部 参与 

菊地 和美 藤女子大学 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 

佐藤 伸 青森県立保健大学 教授 

下浦 佳之 公益社団法人日本栄養士会 常務理事 

鈴木 公 龍谷大学 教授 

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 

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 

    ◎：理事長 ○：副理事長 
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平成29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 

 

回数 開催日 会議名 場所 

第１回 
平成29年

６月20日 
・親会議 

東京国際フォーラム 

ガラス棟Ｇ402会議室 

第２回 
平成29年

６月20日 

・管理栄養士・栄養士のめざす姿分析 

ワーキンググループ会議 

東京国際フォーラム 

ガラス棟Ｇ402会議室 

第３回 
平成29年

６月20日 

・管理栄養士・栄養士の教育カリキュラム

現状分析ワーキンググループ会議 

東京国際フォーラム 

ガラス棟Ｇ402会議室 

第４回 
平成29年

７月６日 

・管理栄養士･栄養士のめざす姿分析 

ワーキンググループ会議 
学会事務局 

第５回 
平成29年

７月７日 

・管理栄養士・栄養士の教育カリキュラム

現状分析ワーキンググループ会議 
学会事務局 

第６回 
平成29年

７月17日 

・管理栄養士･栄養士のめざす姿分析 

ワーキンググループ会議 
学会事務局 

第７回 
平成29年

７月20日 

・組織における幹部候補者育成 

ワーキンググループ会議 

川崎医療福祉大学9階

カンファレンスルーム 

第８回 
平成29年

８月15日 

・管理栄養士･栄養士のめざす姿分析 

ワーキンググループ会議 
学会事務局 

第９回 
平成29年

８月24日 

・組織における幹部候補者育成 

ワーキンググループ会議 

川崎医療福祉大学9階

カンファレンスルーム 

第10回 
平成29年

８月26日 
・学会内検討会議 

東京国際フォーラム 

ガラス棟Ｇ607会議室 

第11回 
平成29年

８月28日 

・ワーキンググループリーダー 

打ち合わせ会議 
学会事務局 

第12回 
平成29年

９月14日 
・中間報告 

アスティとくしま 

（第64回68日本栄養改善

学会学術総会） 

第13回 
平成29年

９月14日 

・管理栄養士･栄養士のめざす姿分析 

ワーキンググループ会議 
アスティとくしま 

第14回 
平成29年

10月26日 

・管理栄養士･栄養士のめざす姿分析 

ワーキンググループ会議 
学会事務局 

第15回 
平成29年

11月15日 

・組織における幹部候補者育成 

ワーキンググループ会議 

川崎医療福祉大学9階 

カンファレンスルーム 

第16回 
平成29年

11月17日 
・統合ワーキンググループ会議 建築会館305会議室 

第17回 
平成29年

12月24日 
・学会内検討会議 

東京国際フォーラム 

ガラス棟Ｇ502会議室 

 

平成30年

１月17日 

～ 

２月15日 

・パブリックコメント募集 

（学会ホームページ，会員向けメールニュース

（JSNDメールニュース），学会評議員メールニュ

ース，公益社団法人日本栄養士会ホームページ） 

 

第18回 

平成30年

２月22日

～ 

２月24日 

・パブリックコメントとりまとめ会議 

TKP東京駅日本橋 

カンファレンスセンター 

カンファレンスルーム210 

第19回 
平成30年

３月16日 
・親会議 

TKP東京駅前 

カンファレンスセンターホール9A 
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