
議案第 1号   令和 4年度 茨城県栄養士会医療専門研究会 事業報告 

日時 種目・場所 内容 

令和 4年 

 5月 17日 

18：00～19：00 

 

第 1回役員会 

（Web会議） 

（１） 総会開催方法検討 

（2）総会資料確認 

（3）研修会プログラム 

（4）その他 

令和 4年 

 6月 19日 

13：00～16：50 

第 1回研修会 

茨城県保健衛生会館内 

看護協会大研修室 

（ハイブリッド開催） 

特別講演「周術期の病態と栄養管理」 

講師：水戸済生会総合病院 消化器一般外科･乳腺外科  

消化器センター長 主任部長 丸山 常彦 先生 

施設取り組み：診療報酬への対応を考える 

①「当院における周術期外来と今後の展望」 

 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構  

日本海総合病院 栄養管理室副技師長 茂木 正史 先生 

②「診療報酬対応への取り組み」 

 日立総合病院 栄養科 野内 祐輔 

③「早期栄養介入管理加算 算定に向けて」 

 つくばセントラル病院 栄養科 主任代行 太田智子 

④「早期栄養管理介入加算 算定への対応」 

筑波メディカルセンター病院 栄養科 小西 桃子 

令和 4年 

 6月 19日 

 

第 2回役員会 

 

 

（１）第 2回研修会について 

（２）次年度役員改正について 

 

令和 4年 

 10月 5日 

 

第 3回役員会 

（Web会議） 

 

（１）第 2回研修会について 

（２）次年度役員改正について 

（3）機関紙「新樹」進捗確認 

（4）その他 

令和 4年 

 12月 4日 

13：40～16：40 

第 2回研修会 

茨城県保健衛生会館内 

看護協会大研修室 

（ハイブリッド開催） 

講演 1「人生 100 年時代の健康長寿を目指した新しい栄

養学」 

講師：順天堂大学医学部附属浦安病院  

栄養課科長 高橋徳江先生 

講演 2「がん薬物療法と有害事象」 

講師：筑波大学附属病院 看護部 がん看護専門看護師 

入江 佳子 先生 

令和 5年 

 3月 8日 

 

第 4回役員会 

（Web会議） 

 

（１）次年度役員改正について 

（２）総会・第 1回研修会について 

（3）関東甲信越ブロック下半期リーダー研修会報告 

（4）その他 



令和 5年 

 3月 17日 

第 39号「新樹」発行 

 

全会員配布 

 

 

 

全国医療事業部会関係報告 

日  時 種目・場所 内  容 

令和 4年 

4月 16日（土） 

13：30-18：30 

4月 17日（日） 

9：00-12：25 

2022 年度病院医療関連職域

管理栄養士・栄養士育成のた

めの全国リーダー研修会 

  

ライブ配信（Web 会議システム 

zoom） 

 

第 1日 4月 16日（土） 

（1）2021年度事業報告 

（2）2022年度事業計画（案） 

（3）2021年度政策課題実態調査報告 

   2022年実態調査について 

（4）意見交換 

①今後の食事療法学会の運営方法について 

②認定管理栄養士・栄養士および専門管理栄養士の

育成について 

（5）食事療法学会について 第 41回開催報告及び第

42回開催） 

第 2日 4月 17日（日） 

講演１ 「データーヘルス改革に係る栄養情報利活用

に関する方向性（仮）」 

演者 （公社）日本栄養士会副会長 鈴木志保子氏 

講演２ 「栄養診断（PES報告）の概要」 

演者（公社）日本栄養士会常任理事 人材育成部長 

渡邊啓子氏 

講演３＆グループワーク「栄養診断を使ってのカルテ

の書き方」 

ファシリテーター 

（公社）日本栄養士会医療事業推進委員会副会長 

須永将広 

（公社）日本栄養士会医療事業推進委員会常任委員 

徳丸季聡 

（公社）日本栄養士会医療事業推進委員  

鈴木達朗 他 

                    

令和 4年 

８月 27日 

9：00-13：00 

8月 28日 

第１回病院・医療関連職域 

管理栄養士・栄養士育成の爲

の関東甲信越リーダー研修会 

ライブ配信（Web会議システ

第 1日目 8月 27日（土） 

（1）第 1回及び第 2回医療職域事業推進委員会報告 

（2）医療事業部上半期統一議題について 

 １）会員増対策について 



9：00-12：00 ム zoom）   ・職域ごとの新入会の推移と現状の評価 

  ・新入会減の要因について 

 ２）食事療法学会の今後の開催について 

 ３）実態調査回収率 UPの取り組みについて 

 ４）がん病態栄養専門管理栄養士の取得勧奨につ

いて 

 ５）専門管理栄養士の取得者増への取り組みについ

て 

 ６）PES報告の全国展開について 

 ７）機能強化型認定栄養ケア・ステーション設置勧奨

対策 

第 2日目 8月 28日（日） 

  PES報告の概要について 

  症例説明及び グループワーク実施 

（公社）日本栄養士会医療事業推進委員会副会長 

須永将広 

（公社）日本栄養士会医療事業推進委員会常任委員 

徳丸季聡 

（公社）日本栄養士会医療事業推進委員  

鈴木達朗 他 

令和 5年 

２月 23 日（木.

祝日） 

9：00-14：00 

第 2回病院・医療関連職域 

管理栄養士・栄養士育成のた 

めの関東甲信越リーダー研 

修会 

ライブ配信（Web会議システム 

zoom） 

（1）第 3回及び第 4回医療推進委員会報告 

（2） 医療事業部下半期統一議題について 

  １）会員増対策について 

  ２）実態調査回収率 UP 

  ３）専門管理栄養士取得者増への取り組み 

  ４）PES報告に関する研修会の全国展開の方策 

  ５）機能強化型認定栄養ケア・ステーション設置推

奨 

  ６） 今後のコンサルテーションサロンのテーマ 

  ７）令和 6 年度医療・介護同時改定へ繋ぐ現状の

課題とその対策 

  ８）食事療法費に関する要望の方向性                                                                                   

 

 

 

茨城県栄養士会医療専門研究会ブロック活動報告 

ブロック 日時・場所 内容 

第 1ブロック  開催なし 



第 2ブロック  ブロックでの活動はなし。 

栄養士会及び、医療専門研究会から案内される研修会

についてブロック内に案内を行った。 

第 3・4 

  ブロック 

（合同） 

令和 4年 7月 27日 

（ハイブリッド開催） 

日立総合病院  

 

 

令和 4年 8月 24日 

（ハイブリッド開催） 

日立総合病院 

 

 

 

令和 4年 11月 19日 

（ハイブリッド開催） 

日立総合病院 

 

令和 5年 3月 20日 

（ハイブリッド開催） 

日立総合病院 

 

① 「がん悪液質の病態と治療～アナモレリン塩酸塩の

適正使用を含めて～」 

講師：小野薬品工業株式会社 様 

② 情報伝達 

 

① 「知っていますか？がん患者のこと～がん患者を支

えるために心得ておいて欲しいこと～」 

講師：株式会社日立製作所日立総合病院看護局 

がん化学療法看護認定看護師 菊池 早輝子先生 

② 情報伝達 

 

 「栄養管理の基本」 

  第 62回栄養サポート研究会に参加 

 

 

 「現場で役に立つ栄養管理－肝臓栄養治療を参考に

－」 

 講師：秀和総合病院 鈴木壱知先生 

 

第 5ブロック 令和 4年 6月 15日（木） 

18時 30分～20時 

神栖市保健・福祉会館 2F 

研修室 

 

① 近況報告 

② 情報交換 

③ 今後の予定・当番病院等の確認 

 

第 6・7・8 

ブロック 

（合同） 

 ブロックでの活動はなし。 

栄養士会及び、医療専門研究会から案内される研修会

についてブロック内に案内を行った。 

 


