
今後の栄養クリニックのあり方

　 この一年間学科主任 と して栄養 ク リニ ックの専門会議 に参加す る機会 を得 ま した。 この間 の

感想 も含 め、将来 の当ク リニ ックのあ り方 につ いて考 えた ことを記 しておきます。 ただ し立場

上、 ク リニ ックの活動 に 自分 自身 が直接 関与す る ことは出来 ませ んので、皆様 の活躍 を横 目で

眺 めた立場 か らの発言で あ ることを初 めにお断 りします。

　 今年度 は、学 園の創立100周 年 とい うこともあ って様 々なイベ ン トが 目白押 しで した。 その

詳細 はそれ ぞれの報告 を ご覧 いただ くと して、専 門会議 での各 イベ ン トの準備段 階での議論 を

聞かせ ていただいて、 なん とまあ良 く細 かい所 まで心配 りをす るものだ、 と感心 して聞いてお

りま した。栄養相談 に来 られ る方 の多様 な疑 問や要望 に応 え るための心遣 いは、行動変容 を促

す手法 に も通 じる ものなのか と、勝手 に想像 していま した。

　 多 くのイベ ン トは休 日な どに開催 され、多数 の クライア ン トに同時に対応 す る必要 があ りま

す。 このために、 ク リニ ックのスタ ッフ以外 に本学科 の実験助手 や ラボ ラ トリース タ ッフの応

援、 さ らに多 くの学生 ボラ ンテ ィアの支援 によ ってイベ ン トを遂行 してゆ くことにな ります。

学生 の場合 は、栄養 ク リニ ックの活動 目的であ る院生 や学生 に対 す る教育 活動 の一環 で もあ り

ます。 しか し、今後 さ らに ク リニ ックの活動 を活性化 し、活動 の輪 を広 げてゆ くには、現在 の

よ うな体制 ではいず れ立 ち行 かな くな るのは 目に見 えています。 イベ ン トな ど一 時に多数 の栄

養指導員 が必要 な時 に、 どのよ うに した ら、優秀 な支援 スタ ッフを確保 で きるので しょうか。

答え は卒業生 をおいて他 にあ りません。

　 幸 いな こ とに、本学科 か らは毎年100名 を越 す管理栄養士 が巣 立 って ゆきます。 その半数近

くは資格 を活 か した職場 で訓練 を積 み、 プ ロの管理栄養士 へ と成長 してゆ きます。実 際、 関西

一 円において多 くの経験 を積 んだ優秀 な卒業生 が活躍 しています
。 これ らの卒業生 に、空 いた

時間 を利用 して母校 の栄養 ク リニ ックに来 て貰 いま しょう。 そ して、 それぞれの職場 で培 った

栄養指導 の技 を披露 して もらいま しょう。母校 に来 て旧交 を温 め るだ けでな く、 ク リニ ックに

おける栄養指導活動 を通 じて互 い に切磋琢磨 し、 さらに腕 を上 げて もらうこと も出来 ます。

　 当ク リニ ックが手本 とす る女子栄養大 の栄養 ク リニ ックでは、職場経験 を積 んだ卒業生 が認

定栄養指導員 として登録 されてお り、 イベ ン ト開催 の場合 な どには多数駆 けつ けてイベ ン トを

切 り盛 りす るそ うです。本学 において も早急 に この ような卒業生 に よる支援体 制を整 えてゆ く

ことが必要 で しょう。 また、 これ は同時に生涯学習支援体制 と して も活用 され る ものです。 こ

のよ うな体制 を確立 して こそ、更 な る栄養 ク リニ ックの発展 が見 えて くるもの と信 じてお りま

す。
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