
 

 

 

令和元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」 

「管理栄養士・栄養士養成のための栄養学教育モデル・コア・カリキュラム」の効果的な活用方法に関する検討 

実施施設 

 

○ 管理栄養士養成施設 

 

養成施設名 

神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科 

川崎医療福祉大学医療技術学部臨床栄養学科 

京都府立大学生命環境学部食保健学科 

神戸学院大学栄養学部栄養学科管理栄養学専攻 

郡山女子大学家政学部食物栄養学科 

女子栄養大学栄養学部実践栄養学科 

高崎健康福祉大学健康福祉学部健康栄養学科 

東海学園大学健康栄養学部管理栄養学科 

東京農業大学応用生物科学部栄養科学科 

同志社女子大学生活科学部食物栄養科学科管理栄養士専攻 

名古屋学芸大学管理栄養学部管理栄養学科 

新潟医療福祉大学健康科学部健康栄養学科 

武庫川女子大学生活環境学部食物栄養学科 

山口県立大学看護栄養学部栄養学科 

龍谷大学農学部食品栄養学科 

 

 

 

○ 栄養士養成施設 

 

養成施設名 

大阪夕陽丘学園短期大学食物栄養学科 

女子栄養大学短期大学部食物栄養学科 

長崎短期大学食物科栄養士コース 

名古屋文理大学短期大学部食物栄養学科 

西九州大学短期大学部地域生活支援学科食生活支援コース 

函館短期大学食物栄養学科 
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令和元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」 

「管理栄養士・栄養士養成のための栄養学教育モデル・コア・カリキュラム」の 

活用支援ガイドに関するヒアリング協力者 

 

   ○ 管理栄養士養成 

 

氏名 所属 

赤尾 正 大阪樟蔭女子大学健康栄養学部健康栄養学科 

浅井 沙織 牧之原市立相良小学校 

石本 佳寿美 和歌山市立松江小学校 

井上 啓子 至学館大学健康科学部栄養科学科 

焔硝岩 政樹 岡山県備北保健所備北保健課 

亀井 明子 独立行政法人国立スポーツ科学センタースポーツ栄養学グループ 

熊原 秀晃 中村学園大学栄養科学部栄養科学科 

郡 俊之 甲南女子大学医療栄養学部医療栄養学科 

佐藤 愛香 西洋フード・コンパスグループ株式会社 

多賀 昌樹 和洋女子大学家政学部健康栄養学科 

中井 多津枝 大阪市立桜宮高等学校 

中村 佐多子 日清医療食品株式会社 

原 純也 武蔵野赤十字病院栄養課 

松月 弘恵 日本女子大学家政学部食物学科 

松本 範子 園田学園女子大学人間健康学部食物栄養学科 

三田 有紀子 椙山女学園大学生活科学部管理栄養学科 

三好 美紀 公立大学法人青森県立保健大学 

守田 真里子 尚絅大学生活科学部栄養科学科 

山口 美和子 香川県東讃保健福祉事務所健康福祉総務課 

大和 孝子 中村学園大学栄養科学部栄養科学科 

渡邉 潤 浜松医科大学医学部附属病院栄養部 

  

 

 

○ 栄養士養成 

 

氏名 所属 

坂井 亜紀 特定医療法人財団五省会介護老人保健施設みどり苑在宅事業部 

塩原 明世 国際学院埼玉短期大学健康栄養学科 

富永 暁子 大妻女子大学短期大学部家政科 

星 陽子 社会福祉法人わかみや福祉会南砂第二保育園 
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令和元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 

 

氏名 所属 

阿部 絹子 群馬県健康福祉部保健予防課 健康増進主監 

荒井 裕介 千葉県立保健医療大学 准教授 

上西 一弘 
特定非営利活動法人日本栄養改善学会 役付理事 

女子栄養大学 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 
特定非営利活動法人日本栄養改善学会 役付理事 

徳島大学大学院 教授 

竹内 弘幸 富山短期大学 教授 

武見 ゆかり 
特定非営利活動法人日本栄養改善学会 役付理事 

女子栄養大学 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 
特定非営利活動法人日本栄養改善学会 副理事長 

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 

村山 伸子 
特定非営利活動法人日本栄養改善学会 理事長 

新潟県立大学 教授 

    ◎:座長 ◇：副座長 
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○ 管理栄養士部会 

 

氏名 所属 

新井 英一 静岡県立大学 教授 

荒井 裕介 千葉県立保健医療大学 准教授 

太田 淳子 神戸学院大学 講師 

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 

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 

弘津 公子 山口県立大学 

南 久則 熊本県立大学大学院 教授 

村上 恵 同志社女子大学 教授 

    ◎：部会長 ◇：副部会長 

 

 

○ 栄養士部会 

 

氏名 所属 

小澤 啓子 女子栄養大学短期大学部 講師 

竹内 弘幸 富山短期大学 教授 

田中 惠子 京都文教短期大学 教授 

久木 久美子 大阪国際大学短期大学部 教授 

三好 恵子 女子栄養大学短期大学部 教授 

    ◎：部会長 ◇：副部会長 
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○特定非営利活動法人日本栄養改善学会理事名簿 

 

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 

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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