
平成 26 年度公益社団法人鹿児島県栄養士会事業報告 

 
事業実施報告 
 鹿児島県栄養士会独自の事業として会員のスキルアップのための生涯学習制

度を実施してきたが、平成 26 年度から日本栄養士会が開始した生涯教育システ

ムに鹿児島県栄養士会も参加することが決定し、11 回の生涯教育研修会（うち

4 回は鹿児島県栄養士会研修会との合同研修会）を開催した。のべ 2013 名の参

加者で一回あたりの平均参加者数は 183 人であった。基礎的な内容が多いにも

かかわらず、非常に多くの参加者となったことは、基礎的な内容を望む会員が

潜在的にいることを示している。新人を対象にした研修会との関係を整理し、

今後も継続する必要がある。 
 県民公開講座開催は本会の重要な公益事業となっている。平成 26 年度は曽於

市において実施された。参加者 605 名に対して、医師と管理栄養士から「動脈

硬化の最近の知識～高血圧と脂質異常症」の内容が分かりやすく紹介された。

「管理栄養士によるクッキング講座」は例年通り毎月開催（8 月は台風のため中

止）され、合計 240 名の参加者数であった。 
 食生活の改善を促すための講演会、テレビでの料理番組や栄養指導などに延

べ45名の講師を派遣し、さまざまな機会で食事と栄養の専門的知識を普及した。 
 災害時における食の支援活動をおこなう JDA-DAT 鹿児島スタッフによって、

県民へ災害時に耐える食料品備蓄について、いちき串木野市で 1 回、鹿児島市

で 2 回啓発活動を行った。また、鹿児島県が主催する桜島火山爆発総合防災訓

練に鹿児島県栄養士会として初めて参加し、自衛隊隊員と共に炊き出しを実施

した。行政協議会が作成した防災マニュアルを鹿児島県の関係部署へ配布し、

災害時の栄養支援活動の重要性をお互いに確認した。災害時の栄養支援は公益

性の高い事業であり、今後も継続が望まれる。 
 なお、鹿児島県と共催で平成 26 年度も「鹿児島県慢性腎臓病（CKD）に関す

る研修会」を開催した。 
 「栄養 110 番」は毎週水曜日に、歯と口の健康週間、小児糖尿病サマーキャ

ンプ、全国糖尿病週間関連行事などに共催者として参加した。その他健康づく

りに関する関連団体が主催する数多くの事業へ参加した。 
 平成 26 年度末の会員数は 839 名であった。全国的に会員数の減少が問題とな

っているが鹿児島県においては微増の状態である。生涯教育事業が入会のきっ

かけの一つとなっている。安定した会の運営、さらに充実した公益活動を実施

するにはさらなる会員増が必要不可欠である。継続して会員増加につながる事

業を展開する必要がある。 



１. 主な実施事業 

１）総会 

通常総会                     鹿児島市立病院５Ｆ学術講堂 ５/１７ 

 ・役員改選 

  鹿児島県栄養士会理事の選任 

  鹿児島県栄養士会監事の選任 

  日本栄養士会代議員の承認 

 ・平成２５年度事業報告 

 ・会計監査報告 

 ・平成２５年度賃借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認 

 ・財産目録の承認 

 ・平成２６年度事業計画並びに収支予算書の承認 

 ・平成２６年度資金調達及び設備投資の見込みの承認 

 ・新役員紹介 

 

２）社会活動事業 

（１） 県民公開講座                               ７/１９ 

会場：曽於市末吉総合センター               参加者６０５名 

テーマ：～動脈硬化予防と食生活～ 

第１部：講演Ⅰ「動脈硬化の最近の知識～高血圧と脂質異常症」 

     講師   鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 

                         心臓血管・高血圧内科学准教授  宮田 昌明 

          座長   公益社団法人鹿児島県栄養士会顧問          立川 倶子 

         講演Ⅱ「動脈硬化を予防するための食生活」 

          講師   公益社団法人鹿児島県栄養士会理事          中尾矢央子 

          座長   公益社団法人鹿児島県栄養士会会長          叶内 宏明 

     第２部：フリートーク「動脈硬化を予防するための食生活」 

                   講師  宮田 昌明  中尾矢央子 

                       叶内 宏明  立川 倶子 

 

（２） 委託事業 

    ・かごしま介護予防推進支援事業                ６/１３～２７/３/３１ 

     (介護予防事業検討会栄養改善専門部会) 

 

（３） 管理栄養士によるクッキング講座 

会場：サンエールかごしま３Ｆ「食工房」 

テーマ「こどもの食事」 

                     病院協議会 立石他 参加者２０名 ４/５ 

テーマ「家庭で再現！学校給食の人気メニュー」 

                学校健康教育協議会 松窪他 参加者１９名 ５/１０ 

テーマ「メタボ予防！野菜たっぷりヘルシーメニュー」 

                  地域活動協議会 森田他 参加者２４名 ６/２４ 



テーマ「暑い夏を笑顔で過ごす高齢者食」 

会場：働く女性の家 いちき串木野市 

                     福祉協議会 萩原他 参加者２８名 ７/６ 

テーマ「家庭で再現！学校給食の人気メニュー」 

              学校健康教育協議会 松窪他 ８/９ 台風接近のため中止 

テーマ「若者のためのスピードクッキング」 

会場：学校法人今村学園 今村学園ライセンスアカデミー 

                  研究教育協議会 鮫島他 参加者１５名 ９/２０ 

テーマ「秋の食材を用いたバランスメニュー」 

                 地域活動協議会 森田他 参加者２５名 １０/２９ 

テーマ「秋をおいしく食べる高齢者食」 

会場：南九州市頴娃保健センター 

                    福祉協議会 白窪他 参加者２１名 １１/９ 

テーマ「糖尿病もエネルギーも上手にコントロール」 

                   病院協議会 中尾他 参加者２６名 １２/１１ 

テーマ「寒い冬を乗り切る温か高齢者メニュー」 

会場：国分公民館（シビックセンター内） 

                  福祉協議会 鈴木他 参加者１８名 ２７/１/２５ 

テーマ「シニアのための減塩料理教室」 

会場：鹿児島純心女子短期大学 

                研究教育協議会 進藤他 参加者２６名 ２７/２/１４ 

テーマ「酢てきにクッキング」 

会場：霧島市国分公民館(シビックセンター２Ｆ調理室) 

                 地域活動協議会 森田他 参加者１８名 ２７/３/１ 

 

第１回クッキングレシピ集作成検討委員会 

    ４/３０・５/２１・６/１８・７/２４・８/６・１０/１０・２７/３/４ 

 

（４） 県民の食生活に関する調査及び知識技術の普及 

  講師派遣 

   YAMAKATAYA 育児相談会 2014                 立石百合恵 ５/１０ 

   ソニー社員配偶者健診の栄養指導 

隈元羊子 冷水美樹 小池冶代子 ５/２８・２９・３０ 

   南日本新聞社 減塩レシピ「夏の黒豚料理」             立石百合恵 ６/５ 

   糖尿病スタッフセミナー 

「外来における糖尿病カンバセーション・マップＴＭの取り組みについて」加藤美穂 ６/７ 

   姶良地区給食施設連絡協議会                    叶内宏明 ６/１９ 

   平成２６年度テーマ別介護講座（介護食講座）「介護食と高齢期の栄養改善」 

                        坂下加代子 ６/２１・９/１３・２７/２/２８ 

   平成２６年度保育士試験準備講習会                 吉田泰与 ６/２２ 

   伊佐市立平出水小学校「食と健康」講話               児玉敬三 ６/３０ 

   平成２６年度「糖尿病栄養相談従事者向け研修会」          中尾矢央子 ７/１ 



   平成２６年度訪問指導従事者説明会                 桑原ともみ ７/１ 

   ＮＨＫテレビ ひるまえクルーズかごしま 

    テーマ「夏の食材を使った夏ばて予防の食事」           立石百合恵 ７/２ 

   平成２６年度特定健康診査・特定保健指導推進研修 

    ファシリテーター：動機づけ支援の実際              隈元羊子 ７/１７ 

   九州夢大学（高校生の進路指導）                 河井まさ子 ７/２３ 

   南日本新聞社 みなさんでぃ 夏休みの昼ご飯           芹ヶ野志朋 ７/２７ 

   鹿児島市「栄養・食生活」に関する研修会              大山律子 ７/２８ 

   宮崎県栄養士会「災害研修」（MDA-DAT スタッフ研修会）       山下雅代 ８/１６ 

   リビング誌９６７号「何食べる？どう食べる？」       執筆 河井まさ子 ９/１３ 

  鹿児島市・鹿児島市医師会主催「糖尿病予防講演会」        加藤美穂 １１/１１ 

   薩摩川内市糖尿病予防講演会「健康食は糖尿病食」        中尾矢央子 １１/１７ 

   鹿児島市勤労青少年ホーム料理教室「おもてなし料理」      河井まさ子  

１２/５・１２/１２・１２/１９・２７/１/１６・１/２３・１/３０・２/６    

   鹿児島県医師会主催「第４回在宅医療関係職種の技術向上のための研修会」 

   「“食は命！”－多職種連携で繋ぐ栄養管理－」           油田幸子 １２/９ 

 姶良地区「在宅医療推進スキルアップ」研修会           隈元羊子 １２/１１ 

  （公社）鹿児島県臨床工学技士会主催               執印友美 １２/２１ 

第４回透析セミナー 

     鹿児島県歯科衛生士研修会                  中尾矢央子 １２/２１ 

      糖尿病患者の栄養管理 

     ＮＨＫテレビ ひるまえクルーズかごしま 

     テーマ「手軽に出来るクリスマス料理」             立石百合恵 １２/２４ 

     霧島市向花小学校食育支援「食と健康」             児玉敬三 ２７/１/１９ 

     鹿児島県天然つぼづくり米酢協議会「食品表示研修会」      山下雅代 ２７/２/２０ 

     鹿児島市平成 26 年度第 2 回健康づくり推進員研修会 

     「食は心とからだの栄養」                   油田幸子 ２７/２/２５ 

     ＮＨＫテレビ ひるまえクルーズかごしま 

     テーマ「手軽に出来る春野菜のスープ」           立石百合恵 ２７/３/９ 

   

（５） 栄養相談事業 

・栄養１１０番（電話による栄養相談）                 毎週水曜日 

 

（６） 健康づくり栄養関連事業への参加・協力 

① 共催事業 

・歯と口の健康週間（６/４～１０）（山形屋会場）             ６/７・８ 

・歯の栄養相談                             ６/７・８  

            （栄養相談件数 １１５名  栄養指導者 １４名） 

・小児糖尿病サマーキャンプ                     ７/２５～２７ 

                （参加児数 ７名  栄養指導者 １５名） 

・第５０回全国糖尿病週間関連行事                 １１/１０～１６ 

  糖尿病予防講演会                          １１/１１ 



      テーマ「社会でサポートする糖尿病」 

      会 場：サンエールかごしま 講堂 

  歩いて学ぶ糖尿病ウォークラリー            雨天のため中止 ４/２０ 

・第３１回市民健康まつり               台風接近のため中止 １０/５ 

 

②健康・啓発資料の作成配布 

・食生活改善資料「健康増進のしおり」他 

③食生活習慣予防のための標準的な健診・保健指導に関する管理栄養士育成事業 

・特定健診・保健指導推進研修会                ７/１６・１７・１８ 

・スキルアップ研修会                         １０/４・５ 

 

④健康づくり栄養関連事業 各種団体、関連事業への参加活動 

・History of Diabetes ～インスリン治療がもたらしたもの～           ４/９ 

・第 4 回在宅医療推進研修会                        ４/１７ 

・鹿児島 PEG 研究会                      ４/１９・１１/１５ 

・鹿児島県内科医学術講演会              ４/２８・７/１２・２７/３/１９ 

・第 19 回鹿児島糖尿病スタッフセミナー                    ６/７ 

・第 11 回 NST 研究会                            ６/７ 

・鹿児島県福祉用具協会設立 10 周年記念講演会並びに懇親会           ６/７ 

・平成 26 年度一般病院医療従事者認知症対応力向上研修        ７/１３・８/３ 

・第 4 回糖尿病医療連携体制講習会                      ７/１５ 

・第 22 回西日本肥満研究会                      ７/２６・２７ 

・在宅医療推進研修会     ８/５・１０/８・１１/１２・２７/２/５・２/１０・２/２５ 

・第 27 回鹿児島県母性衛生会学総会・学術講演会・公開講座           ８/９ 

・第 28 回鹿児島県小児保健学会                       ８/１７ 

・第 2 回関係職種の技術向上のための研修会                  ８/２８ 

・第 11 回日本フットケア学会鹿児島セミナー                 ９/１３ 

    ・日本医療マネジメント学会 第 13 回九州・山口連合大会        ９/２６・２７ 

    ・鹿児島県栄養代謝研究会                  １０/１４・２７/３/２３ 

    ・鹿児島県医師会在宅医療提供体制推進事業          １０/１６・２７/２/２４ 

     ・「食のまち いちき串木野キャンパス」                  １０/１６ 

    ・かごしまがん征圧県民大会                       １０/１７ 

    ・第 5 回九州在宅医療推進フォーラム                １０/１８・１９ 

   ・遺伝子検査に関するパネル討論会                    １０/２６ 

   ・プレ国民文化祭・県民文化フェスタ「ひっとべ国文祭!!」          １１/１ 

   ・第 10 回鹿児島摂食・嚥下リハビリテーション研究会            １１/８ 

    ・糖尿病予防講演会                           １１/１１ 

   ・第 27 回市民のための歯科健康講座                    １１/１５ 

     ・オーガニックフェスタかごしま会場                    １１/２２ 

   ・日本健康・栄養システム学会                       １１/２３ 

   ・第 5 回在宅関係医療職種技術向上のための研修会               １２/９ 

   ・「和食」文化を考えるセミナー                     ２７/１/２１ 



   ・薩摩川内市ヘルスケアセミナー                      ２７/２/３ 

   ・鹿児島農村医学研究会 第 41 回地方研究集会              ２７/２/１４ 

   ・いちき串木野市糖尿病学術講演会                    ２７/２/２５ 

   ・第 3 回糖尿病と血管障害研究会                     ２７/２/２６ 

   ・平成２６年度介護予防従事者専門研修会              ２７/２/２６・２７ 

・鹿児島在宅医科歯科連携講演会                     ２７/２/２８ 

・女性の健康週間公開講座                         ２７/３/８ 

                   

 ３）会員資質向上対策 

 研修会開催 

・鹿児島県栄養士会研修会 

   第１回 テーマ「島津候の食膳外交」             参加者１０９名 ５/１７ 

            会 場：鹿児島市立病院５Ｆ学術講堂 

   第２回 テーマ「各協議会の課題」              参加者１７０名 ９/１４ 

「がんのすべて～予防から治療まで～」 

  会 場：鹿児島市立病院５Ｆ学術講堂 

     第３回 テーマ「栄養素の消化・吸収・代謝」        参加者３８３名 １１/２４ 

            「日本人の食事摂取基準（２０１５年版）のすべて 

              会 場：鹿児島女子短期大学７Ｆ講堂 

     第４回 テーマ「糖尿病の診断と治療」          参加者２４１名 ２７/１/１８ 

    会 場：鹿児島市立病院５Ｆ学術講堂 

     第５回 テーマ「肥満症・メタボリックシンドロームの病態と対策」 

                                 参加者２２９名 ２７/２/１ 

       会 場：鹿児島市立病院５Ｆ学術講堂 

 

  ・生涯教育研修会 

     第１回 オリエンテーション                参加者１７６名 ８/３１ 

1-1 専門職としての役割と倫理要綱 

         2-1 国民の健康の増進の総合的な推進 

         2-2 栄養の指導 

              会 場：鹿児島大学農・共同獣医学部 

     第２回 合同研修会「がん疾患」               参加者１６６名 ９/１４ 

              会 場：鹿児島市立病院 5Ｆ学術講堂 

     第４回 スポーツ栄養                  参加者１１２名 １０/１８ 

              会 場：鹿児島大学農・共同獣医学部 

     第５回 3-1～3-3 対象者の把握              参加者１５４名 １０/１９ 

         3-4～3-6 献立の計画 

              会 場：鹿児島大学農・共同獣医学部  

        県合同研修会 ＣＫＤについて            参加者１３６名 

              会 場：鹿児島県庁講堂 

     第６回 2-6 保健機能食品の分類               参加者１２４名 １１/１ 

         2-4 栄養（食物）が医薬品に及ぼす影響 



         スポーツ栄養 

              会 場：鹿児島大学農・共同獣医学部 

     第３回 合同研修会 

2-5 栄養素の消化と吸収              参加者３４７名 １１/２４ 

4-2 栄養スクリーニング 

2-3 根拠に基づいた栄養管理             参加者３８３名 

     会 場：鹿児島女子短期大学７Ｆ講堂 

     第７回 4-1 栄養ケアプロセス               参加者１７２名 １１/３０ 

         4-3 栄養アセスメント 

         4-4 栄養診断 

              会 場：鹿児島大学農・共同獣医学部 

県合同研修会 腎症例検討会             参加者１１０名 

     会 場：鹿児島県庁講堂 

     第８回 合同研修会「臨床医から見た糖尿病と食事」   参加者２３８名 ２７/１/１８ 

         3-7～3-9 衛生管理他              参加者１７８名 

         4-5 栄養アセスメントに基づいた管理計画 

              会 場：鹿児島市立病院学術講堂 

     第９回 合同研修会「肥満症とメタボリックシンドローム」 

                                参加者２２８名 ２７/２/１ 

         4-6 個人を対象にした栄養指導         参加者１５０名 

         4-7 集団を対象にした栄養指導 

              会 場：鹿児島市立病院学術講堂 

     第１０回 スポーツ栄養                参加者１４３名 ２７/２/１５ 

          4-8 栄養指導に必要な献立と調理       参加者１４４名 

          4-3 栄養ケアプロセス 低栄養 演習     参加者１４２名 

              会 場：鹿児島大学農・共同獣医学部 

     第１１回 4-3 栄養ケアプロセス 特定保健指導 演習   参加者１１６名 ２７/３/８ 

          4-4 栄養ケアプロセス 糖尿病 演習     参加者１１４名 

              会 場：鹿児島大学農・共同獣医学部 

 

・鹿児島県との共催 

     「鹿児島県慢性腎臓病（ＣＫＤ）に関する研修会」 

 参加者 第１部３００名、第２部１５０名 １１/３０ 

会 場：鹿児島県庁講堂 

 

４）組織強化対策 

  ・会員数  ８３９名     賛助会員数  ３３社 

  ・理事会の充実による横の連携 

 

５）広報活動 

  ・栄養士会報２９５号～３０２号（８回） 

  ・食生活改善指導資料「健康増進のしおり」配布（４回） 



   No.2013-4    離乳が終わって３歳頃までの子どもの食事。 

      2014-1    高血圧と、上手に付き合っていきましょう。 

      2014-2    彩り良く野菜を食べて、生活習慣病予防。 

      2014-3    食事の見直し・改善が糖尿病予防の秘訣 

 

 ６）表彰 

   ・公益社団法人 日本栄養士会優良会員表彰 

           ５０年表彰  豊島和子 

           ２５年表彰  加藤由美子・松窪久美子・本田 真弓 

                  山元 千代・東 美都代・君安 孝子 

 

 ７）会務報告 

（１）理事会 

      第１回 ４/２３   第２回 ５/１７   第３回 ８/２０ 

      第４回 １２/１７  第５回 ２７/３/１１ 

 

（２）関連団体委員会関係 

     ・歯と口の健康週間実務者会議                        ４/１１ 

     ・歯と口の健康週間全体会議                         ５/２３ 

     ・平成 26 年度地域包括ケア認知症対策事業説明会              ４/１８ 

     ・平成 26 年度一般社団法人かごしま口腔保健協会理事会            ４/２２ 

・平成 26 年度一般社団法人かごしま口腔保健協会総会             ５/３１ 

     ・第 30 回国民文化祭鹿児島県実行員会                    ５/１３ 

     ・第 75 回国民体育大会鹿児島県準備委員会第 4 回総会             ５/２６ 

     ・第 75 回国民体育大会鹿児島県準備委員会第 1 回宿泊・衛生専門委員会   ２７/１/２２ 

     ・小児生活習慣病対策委員会                    ５/１２・１０/８ 

     ・かごしまの“食”交流推進会議・食育・地産地消推進部会           ７/１４ 

     ・平成 26 年度「かごしまの米」プロジェクト会議総会             ５/２０ 

     ・市民健康まつり実行・運営合同委員会          ５/２０・６/１１.２７/２/５ 

     ・市民健康まつり運営委員会                         ７/１０ 

     ・市民健康まつり実行委員会                        １０/２８ 

     ・市民健康まつり実行運営合同委員会                   ２７/２/５ 

     ・鹿児島ユネスコ協会通常総会                        ６/１０ 

     ・鹿児島県民総合保健センター評議委員会            ６/２４・２７/３/２３ 

     ・鹿児島市食育推進委員会                    ７/９・２７/３/２４ 

     ・鹿児島市食育推進ネットワーク会議           ６/５・１０/１６・２７/２/４ 

     ・「健康かごしま２１」推進協議会                      ６/３０ 

     ・平成 26 年度鹿児島県糖尿病協会総会                    ６/２９ 

     ・鹿児島県糖尿病協会役員会             ６/２９・１１/２４・２７/３/２８  

     ・第 45 回小児糖尿病サマーキャンプスタッフミーティング    ６/１７・７/８・７/１５ 

     ・鹿児島県医療審議会                            ８/２６ 

     ・鹿児島県地域医療対策協議会                        ９/１９ 



     ・鹿児島栄養代謝研究会世話人会               １０/１４・２７/３/２３ 

     ・平成 26 年度 CKD 予防ネットワークプロジェクト会議           １０/２８  

     ・「2014 ピンクリボン in Kagoshima」実行員会  ７/２２・８/１８・９/２・２７/２/１０ 

     ・「2014 ピンクリボン in Kagoshima」フェスタ              ２７/２/２２ 

     ・鹿児島市子ども・子育て会議     ４/２４・８/１・8/２９・１０/２３・２７/１/２９ 

     ・平成 26 年度鹿児島市健康づくり推進市民会議総会              ７/２８ 

     ・平成 26 年度鹿児島市健康増進計画推進検討委員会            ２７/３/２５ 

     ・県在宅医療連絡協議会               ７/３１・１１/１１・２７/３/１３ 

     ・鹿児島市保健所運営協議会                          ８/６ 

     ・鹿児島県母性衛生学会理事会                         ８/９ 

     ・鹿児島県小児保健協会理事会                        ８/１７ 

     ・市民のための歯科健康講座実行委員会                    ８/２０ 

     ・鹿児島市医師会「糖尿病対策委員会」                   ８/２８ 

     ・CKD 予防ネットワーク啓発イベントワーキンググループ会議 

 １２/１１・２７/１/２０・２/２４ 

     ・鹿児島県医療推進協議会                         １２/１８ 

     ・「食」セミナー～「食の安心・安全」を販売に活かす、事業に活かす～ 

                                        ２７/１/２１ 

     ・生きがいを支える県民歯科会議                    ２７/１/２６ 

     ・第 4 回鹿児島口腔機能管理推進協議会                  ２７/２/５ 

     ・鹿児島県体育協会スポーツドクター競技団体連絡会            ２７/２/７ 

     ・鹿児島女子短期大学「COC 活動外部評価委員会」            ２７/２/１９ 

     ・介護保険制度等に係る市町村等説明会                  ２７/３/１６ 

     ・鹿児島市平成 26 年度第 2 回健康づくり推進員研修会           ２７/２/２５ 

     ・鹿児島市ＣＫＤ予防ネットワーク啓発イベント              ２７/３/８ 

     ・第 3 回在宅医療・地域ケア連絡会                    ２７/３/８ 

     ・平成 26 年度特定健康診査・特定保健指導推進研修に係る実務者検討会   ２７/３/１７ 

     ・鹿児島純心女子大学卒業式                       ２７/３/１７ 

     ・鹿児島県歯科口腔保健推進協議会                   ２７/３/１９ 

     ・鹿児島県 CKD 対策協議会                      ２７/３/２４ 

 

 （３）（公社）日本栄養士関係 

        平成 26 年度諮問会議          ５/１０・５/１１・２７/２/１４・２/１５ 

        （公社）日本栄養士会通常総会                  ６/２２・２３ 

        （公社）日本栄養士会主催全国栄養士大会                ８/２３ 

        （公社）日本栄養士会九州地区栄養士会長会議           ９/２０・２１ 

        平成 26 年度日本栄養士会生涯教育担当者会議             １１/２２ 

 

 

 

 

 



鹿児島県栄養士会参加関連委員会一覧 

 
健康かごしま２１推進協議会理事会専門部会 

地域・職域・学域連携推進委員会 

鹿児島県医療審議会 

鹿児島県医療推進協議会 

鹿児島県地域医療対策協議会 

特定健診・特定保健指導推進研究に関わる実務者検討会 

かごしま“食”交流推進会議食育・地産地消推進部会 

「かごしまの米」プロジェクト会議 

鹿児島県果樹農業振興審議会 

鹿児島県歯科口腔保健推進協議会 

鹿児島県糖尿病対策推進会議 

介護予防事業検討会 

鹿児島県慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策協議会 

鹿児島県食の安心・安全推進委員会 

鹿児島県在宅医療連絡協議会 

第７５回国民体育大会鹿児島県準備委員会 

第３０回国民文化祭鹿児島県実行員会 

鹿児島市糖尿病対策委員会 

鹿児島市健康づくり推進市民会議企画運営委員会 

鹿児島市保健所運営協議会 

鹿児島市健康増進計画推進検討委員会 

かごしま市子ども・子育て会議 

市民健康まつり実行委員会・運営委員会 

鹿児島市医師会小児生活習慣病対策委員会 

鹿児島市食育推進委員会 

ＣＫＤ予防ネットワークプロジェクト会議 

鹿児島市歯と口の健康週間実行員会 

市民のための歯科健康講座実行員会 

鹿児島栄養代謝研究会世話人会 

生きがいを支える県民歯科会議 

かごしま口腔保健協会理事会 

鹿児島県糖尿病協会理事会 

鹿児島県民総合保健センター評議員会 

鹿児島県小児保健協会理事会 

鹿児島県母性衛生学会理事会 

鹿児島県農村医学研究会評議委員会・幹事会 

口腔機能管理推進協議会 

鹿児島ユネスコ協会 

鹿児島県ユニセフ協会 



平成 26 年度 各協議会事業報告 

 

 

 

 

１．会議・総会 

学校健康教育職域事業部地域リーダー育成研修                    12／5 東京   

                                                 

２．研修会 

学校健康教育全国研修会                                      12／6・7 東京  

学校健康事業部スキルアップ研修会                  7／25～27 宮崎ほか 

 

３．諸行事への参加・協力 

管理栄養士によるクッキング講座                      5／10 サンエールかごしま 

歯と口の健康週間・栄養相談                       6／７～8 山形屋 

 

 

 

 

１．会議・総会他 

日本栄養士会栄養士大会                               8／19 横浜 

全国研究教育事業部全国リーダー会議                       27／3／8 東京 

鹿児島県栄養士会研究教育栄養士協議会総会               27／3／10 鹿児島市 

 

２．学会 

  第 24 回九州農村医学会                            6／７熊本 

   第 68 回日本栄養・食糧学会                      5／30～6／1北海道 

   日本調理科学会平成 26 年度大会                      8／29～30 広島 

   第 61 回日本栄養改善学会学術総会                     8／20～22 横浜 

   その他、関連学会に発表及び参加 

 

３．研修会 

全国研究教育栄養士協議会研修会（日栄）                  27／3／7 東京 

全国研究教育栄養士九州ブロック研修会                    9／3・4 大分 

   

４．各行事への参加協力 

   歯と口の健康週間・栄養相談                        6／7～8 山形屋 

    管理栄養士によるクッキング講座（2回）        9／20 今村学園ライセンスアカデミィ 

                               27／2／14 鹿児島純心女子短期大学 

 

 

 

学校健康教育協議会 

研究教育協議会 



 

 

１．会議・総会 

全国行政栄養士育成のための地域リーダー研修                 4／26 東京 

 

日本栄養士会栄養士大会・公衆衛生事業部自由集会              8／23 横須賀 

鹿児島県栄養士会 行政協議会総会              4／26 鹿児島市サンエールかごしま 

協議会役員会（年６回）          5／10、6／15、9／6、12／6、27／2／2、3／14 

 

２．研修会 

保健所管理栄養士政策能力向上シンポジウム                27／1／30 東京 

   鹿児島県行政管理栄養士・栄養士研修会（県共催）             27／2／2 県庁 

行政協議会研修会                   4／26 鹿児島市サンエールかごしま 

行政新任者研修会                               9／6 県庁 

 

３．諸行事への参加・協力 

 県民公開講座（企画）                            7／19 曽於市 

   災害時の栄養・食生活支援体制の構築（災害支援チーム(JDA-DAT)スタッフ養成研修等） 

     歯と口の健康週間･栄養相談                        6／7～8 山形屋 

県老人保健施設協会給食部門研修会 

JDA-DAT 鹿児島啓発活動                     11／16 いちき串木野市 

 

４．その他 

 行政栄養士による活動事例収集 

 行政栄養士ネットワーク情報発信 

 災害時の保健活動「栄養・食生活支援マニュアル」の策定 

 災害支援チーム(JDA-DAT)プロジェクト会議 

 災害支援チーム(JDA-DAT)リーダー研修及びフォローアップ研修 

 

 

 

 

１．研修会 

地域活動職域事業部全国リーダー育成研修会                                  27／3／6 大津

第 32 回公衆栄養活動研究会                              27／3／7 大津 

鹿児島県栄養士会 地域活動協議会研修会                     12／6 県民交流センター 

            

２．諸行事への参加・協力 

   歯の口の健康週間・栄養相談                        6／7～8 山形屋 

管理栄養士によるクッキング講座（３回）         6／24、10／29 サンエールかごしま 

                                                       27／3／1 国分シビックセンター 

 

行政協議会 

地域活動協議会 



 

 

 

１．会議・総会                    

日本栄養士会栄養士大会                           8／19 横浜 

全国勤労支援栄養士ネットワーク会議・自由集会                8／19 横浜 

 

２．研修会 

全国勤労者支援研修会                      5／14、6／11、7／9 東京 

全国勤労支援栄養士ネットワーク研修会                     8／19 横浜 

全国矯正栄養士研修会                           27／1／23東京 

全国勤労者支援事業部西日本ブロック研修会～食と健康を考えるセミナー～     7／12 岡山 

            

３．諸行事への参加・協力 

 

 

     

 

１．会議・総会 

   病院栄養士育成のための全国リーダー研修会（全国病院栄養士協議会代表者会議）  

                                          ４／19～20 東京  

    日本栄養士会栄養士大会                             8／19 横浜    

   鹿児島県栄養士会 病院協議会総会                        6／15 鹿児島市立病院 

  

２．学会 

第 57 回 日本糖尿病学会                         5／22～24 大阪 

第 68 回 日本栄養・食糧学会大会                    5／30～6／1 札幌 

第 61 回 日本栄養改善学会                        8／20～22 横浜 

第 36 回 日本臨床栄養学会                         10／4～5 東京 

第 35回 日本肥満学会                          10／24～25宮崎 

第52回 日本糖尿病学会九州地方会                    10／31～11／1熊本 

第 30 回 日本糖尿病・妊娠学会                       11／28～29 長崎 

第 18 回 日本病態栄養学会                      27／1／10～11 京都 

第 30 回 日本静脈経腸栄養学会                      2／13～14 横浜 

第 49 回 糖尿病学の進歩                         2／20～21 岡山 

第38回 食事療法学会                          27／3／28～29仙台 

 

３．代表者会議、その他 

第１回 病院栄養士育成のための九州地区リーダー研修会（九州地区代表者会議）8/29～30 宮崎 

   第２回 病院栄養士育成のための九州地区リーダー研修会（九州地区代表者会議）27／2／7 福岡 

 

 

集団健康管理協議会 

病院協議会 



４．各セミナー及び講習会への参加 

 日本病態栄養学会教育セミナー        6／1 岐阜・6／29 岡山・7／5 札幌・7／6 仙台 

                        7／20 東京・福岡 7／27 京都 27／1／9 京都 

日本糖尿病療養指導士受験セミナー及び講習会     11／29～30 福岡・12／6～7 名古屋・

12／13～14 横浜・岡山 12／20～21 京都・27／1／31～2／1 札幌・2／7～8 東京・京都 

第 19 回 糖尿病スタッフセミナー                 6／7 鹿児島県医師会館 

第 22 回 西日本肥満研究会                                              7／26～27 福岡 

第 11 回 鹿児島 NST 研究会                   6／7 鹿児島市自治会館 

第 46 回 鹿児島農村医学研究会                  8／7 鹿児島市農協会館 

第 28 回 臨床栄養学術セミナー                         7／26 東京 

日本病態栄養学会 NST セミナー          7／19 東京・7／26 京都・27／1／9 京都 

日本静脈経腸栄養学会教育セミナ ー   4／12～13 福岡・5／24～25 京都・6／28～29 仙台・

7／26～27 京都 

                                           

 ５．研修会(本会と合同研修会) 

      病院協議会の具体的活動紹介                    9／14 鹿児島市立病院 

疾病の病態を知り最新治療を学ぶ 

11／24（鹿児島女子短大）「栄養素の消化と吸収」「日本人の食事摂取基準(2015 年版)のすべて」 

    27／1／18(鹿児島市立病院)「臨床医から見た糖尿病と食事」 

    27／2／1(鹿児島市立病院)「肥満症・メタボリックシンドロームの病態と対策 

」 

６．地域活動 

 （１）糖尿病 

第 45 回 小児糖尿病サマーキャンプ         7／25～27 指宿市国民休暇村 指宿 

     糖尿病協会関連行事    

      歩いて学ぶ糖尿病ウォークラリー ４／21 吉野公園・・・・・・・・・・・雨のため中止 

      糖尿病予防講演会                    11／11 サンエールかごしま 

  （２）健康づくり関連事業 

      栄養 110 番                                                            毎週水曜日 

      第 31 回市民健康まつり          10／5 鹿児島アリーナ 台風接近のため中止 

管理栄養士によるクッキング講座 (2 回)      4／5、12／11  サンエールかごしま 

                               

７．会員向け冊子 

    病院協議会総会資料   病栄協のしおり 

       

８．調査 

     経年的栄養部門実態調査 

 

９．広報 

     協議会便り 

病栄協ニュース 

 



 

 

 

１．会議・総会 

鹿児島県栄養士会 福祉協議会総会                 5／10 鹿児島女子短期大学 

鹿児島県栄養士会 福祉協議会役員会（年 4 回）  5／17、7／13、10／26 何れも鹿児島栄養会館 

11／24 鹿児島女子短期大学 

福祉全国リーダー研修会                          27／3／7～8東京 

 

２．研修会 

鹿児島県栄養士会 福祉協議会研修会（年 3 回）          5／10 鹿児島女子短期大学、

10／26 県民交流センター、27／1／27 よかセンター 

全国福祉栄養士協議会研修会                        10／18～19 東京 

 

３．管理栄養士によるクッキング講座    7／6 いちき串木野市、11／9 南九州市、1／25 霧島市 

 

４．諸行事への参加・協力 

  介護予防事業検討会栄養改善専門部会（鹿児島県委託事業）開催 

   

４．組織強化 

高齢者施設・障がい者施設・児童福祉施設の栄養士未加入者への入会よびかけ 

 

 

 

福祉協議会 
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