
◇食物栄養学科卒業生を対象 とする生涯学習

[は じめに]

　本学食物栄養 学科の学部 ・大学 院卒業生 で、管理栄養士 の専 門職 に就任 して活躍 されて いる

方 々のキ ャ リアア ップのための「生涯 学習の講座」を開設 し、卒業後 の支援 を行 って いる。特 に、

医療、 福祉、 企業、教育、行政 な どで、管理栄養士 ・栄養士 として従事 され ている方や、 その

業務 に関連 す る専門職 につ いてい る卒業生 を対象 に、栄養 ク リニ ックの教職員 あるいは各分野

で活躍 されてい る卒業生 を講 師にお招き し、最新 の知見 や技術 の修得 を 目的に開催 して いる。

本講座 は学習の場を提供 してい るだけでな く、卒業生 や卒業後 に管理栄養士 として就職が予定

されて いる在校 生 との情報交換 の場 に もな ってい る。

[内　 　容]

　 まず、平成23年3月 に実施 し、 昨年 度の報告書 にその内容が記載 できなか った講座1件 と本

年 度 は下記 に示す ように、2件 の生 涯学習講座 が開催 されたが、平成24年1月 の開催講座 につ

いて報告 し、平成24年2月 開催予定の講座 は次年度 に報告す ることとす る。

・平成23年3月5日(土)1時30分 ～4時30分

　　 場所:栄 養クリニ ック1階

　　 テーマ:臨 床現場での管理栄養士の取 り組み

　　 講師:浦 瀬真理子氏　大阪医科大学附属病院(935床)管 理栄養士(勤 務歴6年)

　　　　　 藤井　千穂氏　大阪四条畷　田原病院(45床)管 理栄養士(勤 務歴6年)

　　 開会のことば:中 山玲子　指導教員

　　 講 師 紹 介:木 戸詔子　指導員　座談会司会:米 浪直子　指導教員

　　 閉会のことば:宮 崎由子　指導教員

・平成24年1月28日(土)2時 ～4時30分

　　 場所:栄 養 クリニ ック1階

　　 テーマ:魅 力的な栄養指導

　　 講　　師:栄 養 クリニ ック指導員　 日野千恵子

　　 開会のことば:栄 養 クリニック長　田中清

　　 講 師 紹 介:木 戸 詔子 指導員

　　 座 談 会 司 会:日 野千恵子 指導員

　　 閉会のことば:木 戸　詔子　指導員
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・平成24年2月25日(土)

　　 場所:栄 養 ク リニ ック1階

　　 テーマ:カ ーボカウ ン トってなに?

　　 講 師:栄 養 ク リニ ック指導員　 日野千恵子

事例紹介1　 「臨床現場 で活躍 する管理栄養士か らの報告」

　本学管理 栄養士課程 を卒業 して病 院で勤務 して6年 目に当たるお二人 の管理栄養士の方 を講

師 と してお招 き し、各 々20分 の講演 を していただいた。病 院の管理栄養士並 びに病院管理 栄養

士 と して勤務 予定 にあ る卒業生 な ど18名 と、4回 生 で病 院管理栄養士 として勤務が決定 して い

る11名 の参加があ った。

　大 規模 の大学 附属病 院の管理 栄養士 と して勤務 されてい る浦瀬氏 か らは、特 に、栄養相 談や

NST活 動 実態 の中での管理 栄養士 の業務 紹介、 小児糖 尿病患者対 象の サマーキ ャンプでの活

動実 態や難 病患者 の対応例 な どが紹介 され、 日々積極 的な態度 で、 医師、薬剤師、臨床検 査師、

看護 師な ど様 々な医療専 門職 との連携 を とることの重要性 な どを伺 うことがで きた。卒業後、

実践現 場で6年 の研鐙 を積 み施 設の管理栄養士 の一・員 と して立派 に役割 を果 たされて いる活動

実 態を伺 うことがで き、大 規模 の病 院栄養士 の 日常 の勤務 内容 がイメー ジで き、大変興味深 い

内容で あった。

　一・方、地 域 に密着 した小 規模の病 院管理 栄養士 であ る藤井氏 か らは、先輩 のいない病院で、

栄養管 理業務が スムー スにで きるように一 つ一・つ、 システムを丁寧 に構築 してい ったことや、

主 治医か らの指示で管理 栄養 士の業務 が開始 され るが、 栄養 に興 味を もって、的確 に対応 して

くれ る医師でな い場合 は、 管理 栄養士 任せ にな ること、 また、 栄養療法 の方針 を検討す る場が

な いこ とも多 いので、管理 栄養十 自身 が勉強 して一 つ一 つ解決 していかなけれ ばな らないなど、

病院栄養士 と して これか ら勤務す る方 に、大変有益 な内容であ った。

　 講演後の意見交換 会では、沢 山の熱心な質 問があり、 お二人 の講 師から丁 寧にお答えいただき、

大幅に時間延長になったが、大好評で、 この生 涯学習を度 々開催 して欲 しいとの声が多かった。

講演1 講演2
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　 【参加者の主 な感想】

・管理 栄養 士 と して働 くに当た り、 実際 に勤務 してい る先輩方 か ら話 を聞 くことがで き、 とて

もよい刺激 にな った。何 を 目標 に働 くのか改 めて考 え させ られ るな ど、大変参考 にな り、お

二 人の勤務姿勢 に心打 たれ ま した。

・病 院の管理栄養士 とい って も、施 設 によって様 々な特色 があ り、 ニーズに合 わせ る必要があ

ることを学び、考 え させ られ、勉 強 にな る内容 が沢山あ りました。 また、管理栄養士が こん

な にや りがいのあ る仕事 だ とい うことに、改 めて気 付か されま した。

・病 院で は管理 栄養士 の同期 がお らず、些細 な相談 な どできないが、 このよ うな機会があ ると

日常の不安が解 消 され、大 変有意 義であ った。 また、病 院 に管理栄養士 が一人 しか居な いの

で、 他病院での取 り組 み方 が聞 けた り、病 院の規模 に よる業務 内容 の違 いに も驚 き、 とて も

よい勉 強がで きま した。　　 　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 (木 戸詔子)

座談会 座談会

事例紹介2　 「魅力的な栄養指 導」

　管理 栄養 士 と して病 院 に就職 して いる卒業生 の皆 さん方 には、就職 と同時に栄養指導実践を

求め られ ること も少 な くない。 まず実践の基本 を学 び、 栄養 指導実践 が苦痛 にな らないように

して ほ しい とい う気持 ちで37年 間の病院栄養士勤務経験 を もつ 日野 が講 師を担 当 した。

　 「仕事 を通 して どんな 自分 づ くりを 目指すのか」 とい う自分 な りの課題 を もって業務 にあた

ることは、 更 にや りがいを引 き出す もので ある。実践 す ることが 自分 に とっての成長の場 と位

置 づ け られれば、仕事 は 「素敵 な 自分づ くり」 の場 と考 え られ る。 コ ミュニケー シ ョンカを磨

き、楽 しい職場 づ くりをす ることは生 きて い く上 で も大 きな力 にな る。対面 で 自分が試 され る

栄養 指導 の業務 は絶好 の成長 チ ャンス。 プロフェ ッシ ョナル と しての仕事 は 自分づ くりの場 と

考 え、 いい職場をつ くるための コ ミュニケー シ ョンポイ ン トを学んだ。

　 栄養 指導を効 果的 にお こな うための心構 え、 栄養 指導前の食生 活質 問項 目、 その情報か ら何

を よみ とるかの着眼点(Plan・Do・Assessmentの 指導)を 学 び、魅力 的な相談者 をめざす100

項 目のセル フチ ェ ックを行 った。 また、 医療従事者 共通 のPOS(問 題志 向型)シ ステム によ

る報 告書の書 き方や問題 整理 分析のや り方 を練習症例を もとに演習 した。
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栄養 ク リニ ック長挨拶 講演

【参加者 の主な感想】

・栄養指導 を して い く上で改 めて患者 さん との コ ミュニケー シ ョン、病棟 スタ ッフ との連携が

大切 と感 じま した。仕事 を通 しての ステキな 自分 づ くりとい う言葉 が印象 に残 りま した。

・人 との話 し方や聞 き方 を気をつ けて いこうと思 いま した。

・病院 の栄養指導 を始 めた ばか りなので今回 の話 は大変参考 にな りま した。 まず魅力的な人間

にな ることか ら始 めた いと思 います。

・栄養士 と して心が けるべ きことを改めて思 い出す ことがで きま した。

・報告書 の書 き方 な ど実践的な 内容です ご く勉強 にな りま した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (日野千恵子)
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