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役 員 の あ い さ つ
学校健康教育部会

森下　京子

このたび４期目の学校

健康部会理事をさせてい

ただくことになりました。

この 6 年間でさまざまな

出会いをさせていただき

感謝しています。　

私が勤務する小学校でも子どもは変化してい

ます。食物アレルギーは種類がふえ，症状も重

症化しております。子どもの体型はやせか肥満

が多く，望ましい体型の子が減っています。好

き嫌いについても毎日何を食べているのかと思

うほど食べられる物が少ない子がいます。ほん

の一口でも無理して食べるともどします。この

ような多様化した問題を解決するには子どもひ

とりひとりに寄り添う対応が必要です。長期的

で正しい目標がもてるように会員の皆様方とと

もに研修を積みスキルアップに努めます。また、

栄養士会のよりいっそうの発展を願い会員増に

努力します。

学校健康教育部会
田中　洋子

この度、学校健康教育
部会の理事をさせていた
だくことになりました。

学校に携わる栄養士は、
学校給食や食に関する指
導を通して、児童・生徒
の将来にわたる心身の健
康をはぐくむため、日々

努めています。
私は栄養教諭として小学校に勤務した後、現

在は、市教育委員会で市内全小学校・中学校の
学校給食および食に関する教育に学校現場とは
異なる面から携わっています。栄養士と教諭の
両方の資格を合わせもつ栄養教諭や学校に携わ
る栄養士に求められるスキルは多岐にわたりま
す。その中でも栄養士としての知識は、専門職
として学校教育に携わるためにはとても大切で
あり、栄養士会は大きな存在です。

理事として、学校に携わる栄養士だけではな
く、栄養士会会員の皆様のお役に立つことがで
きるよう、先輩方々のご指導を受けながら努め
てまいります。どうぞ、よろしくお願い致しま
す。

研究教育部会
大関　知子

２期目の研究教育部

会の理事を務めさせて

いただきます。

管理栄養士・栄養士養

成に携わっている立場

から、社会に出てからの

管理栄養士たちのために、彼らがそれぞれの

立場で専門性を生かして健康増進や疾病予防

に寄与し続けられるように、卒業後も自身の

スキルをさらに向上させ、生き生きと仕事が

できるように、サポートしたいと考えていま

す。

また、養成施設に勤務する管理栄養士・栄

養士に対する情報ネットワークの構築や資質

向上にも努めたいと思います。

栄養士会の役員の一人として微力ながら、

社会の要請・地域の方々の要望に応えられる

よう努力してまいります。ご指導、ご協力を

どうぞよろしくお願いいたします。

研究教育部会
宇佐見　美佳

このたび、初めて大阪
府栄養士会理事をさせ
ていただくことになりま
した。私は研究教育部会
に所属して日が浅いので
すが、それにもかかわら
ずお引き受けしてしまい、

今後の不安が尽きません。若輩者ではございま
すが精一杯頑張りますので、ご指導のほどよろ
しくお願いいたします。

大学で日々学生と接しておりますと、栄養
士・管理栄養士の現場の雰囲気をすっかり忘れ
てしまいそうになり、私の役割はその職務を学
生にしっかりと伝えて、後に続く者を育んでい
くことだと思い返すことがあります。他の部会
のみなさまから刺激をいただき、常に新しい知
見をキャッチして、研究教育の職務に活かせる
よう研鑽に励むとともに、微力ながら会員のみ
なさまのお役に立ちたいと思っております。理
事の先輩方からご助言をいただきながら、大阪
府栄養士会の組織の一部分を担うことができる
ように努力させていただく所存です。
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行政部会　髙井　玲子

このたび、行政部会の

理事をさせていただくこ

とになりました。保健所

栄養士をして、今年で 26

年になります。日頃は、食

を通じた社会環境の整備

に関する業務として、給

食施設の指導等にあたっています。

仕事がら、いろいろな施設の管理栄養士・栄

養士との交流も多いですが、どこの現場でも栄

養士は少数職種でがんばっておられます。その

中で多くの職種と連携をもち、なくてはならな

い存在です。社会的にも生活習慣病の予防、介

護予防の観点からも栄養士の役割はますます重

要になっています。

一人ではできないことも、職能で取組むこと

で解決につながることがあると思います。

何かと大阪府栄養士会の会員の皆様にご協力

をお願いしなければならないことも多いと思い

ますが、栄養士会の皆様と一緒に取り組んで参

りますので、どうぞよろしくお願いします。

行政部会　前川　淳子

このたび大阪府栄養士

会の行政部会の理事に就

任いたしました前川です。

東大阪市に入職して 32

年になり、現在は乳幼児

から高齢者までの市民の

方への栄養改善業務に従

事しております。市民の健康寿命の延伸を目標

に、東大阪地域活動栄養士会や集団給食研究会

の病院栄養士の方々のご協力を頂きながら、健

康増進事業を進めているところです。

大阪府栄養士会へは就職当初から入会してお

りましたが、なかなか研修会等参加できずに過

ごしておりました。これからは私自身も栄養士

会の色々な活動に参加させていただき、会員の

皆様と一緒に勉強していきたいと思っておりま

す。

会員の皆様にご協力をお願いすることも多い

と思いますがよろしくお願いいたします。

地域活動部会
吉山　美和

引き続き、地域活動部
会の理事をさせていただ
くことになりました。前
期の 2 年間では公益社団
法人としての活動を念頭
に置き、府民の皆様そし
て会員の皆様のお役に立

てるよう、無我夢中で理事として取り組んでま
いりました。

そのような中、新たな事業も始まり、特に「在
宅療養者の栄養ケア」におきましては地域活動
部会が今まで以上に必要とされています。栄養
ケアができる栄養士 ･ 管理栄養士として活動が
期待されているところです。

また府民の皆様に対しては、各地域において
食育活動や介護予防活動など公益性の高い事業
を活発に行っております。

今後も地域活動会員の皆様への情報発信、資
質向上のための活動など少しでもお役に立てる
よう、魅力ある栄養士会を目指して努力してま
いります。

会員の皆様のご助言、ご協力をどうぞよろし
くお願いいたします。

地域活動部会
橋本　通子

この度、前期に引き続
き地域活動部会の理事
を務めさせていただく
ことになりました。前期
の 2 年間は、地域活動の
動きを確認し部会の皆
さまの活動を理解する

ように努めてきました。
現在、健康日本 21 の推進にも在宅栄養ケア

が盛り込まれ、地域活動部会の活躍に期待がも
たれています。（公社）大阪府栄養士会も府民
に対し健康の啓蒙をしていく中に、在宅栄養ケ
ア事業の取り組みがあり、昨年よりその事業を
担う管理栄養士・栄養士の育成がなされていま
す。また大阪府独自の認定栄養ケアステーショ
ンの取り組みも計画されています。府民に一番
近い地域活動部の会員の皆様が活躍するため
には何が必要なのか、何を知りたいのか、活動
しやすいように情報の提供や組織内の横のつ
ながりを強化することに取り組んでいきたい
と考えております。今期、会員の皆さまと共に
がんばっていきたいと思いますので、よろしく
お願い申し上げます。
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地域活動部会
逵　妙美

この度、地域活動部会
の理事をさせていただく
ことになりました。よろ
しくお願いいたします。

大阪府栄養士会が公益
社団法人に移行して 3 年
目になります。府民のみ

なさん（乳児から高齢者）がそれぞれの地域で
健康で生活が送れますよう「食」の支援ができ
ますよう努めてまいります。
「食」をとりまく状況が変化し、栄養士・管理

栄養士の活動の場が広がっています。
食育、特定保健指導、医療保険の栄養食事指

導（入院・外来）・在宅患者訪問栄養食事指導、
介護保険の居宅療養管理指導等に栄養士・管理
栄養士が携わり、生活習慣病の重症化予防、要
介護状態の重度化防止の支援ができます。

医療・福祉・介護で多職種連携を！と言われ
てます。まず、栄養士会会員が職域を越えて連
携をとり、専門性を活かし「食」の支援ができ
ることを願っています。会員のみなさまのご理
解、ご協力をよろしくお願いいたします。

地域活動部会
川﨑　美也子

この度、地域活動部会

の理事をさせていただく

ことになりました。

栄養士の仕事に復帰し

て早 20 数年。復帰した

ての頃は浦島太郎状態で、

諸先輩の皆様にご指導をいただき、また栄養士

会で開催される研修会などにも参加させていた

だきながら、なんとか時代の流れに追いつこう

と必死だった記憶があります。そして今も、さ

らに加速度が増した感のある時代の流れになん

とかくらいつこうと、四苦八苦している毎日で

す。

栄養士会のこと、栄養ケアステーションのこ

となど、まだまだ理解できていないことも多い

私が本当にお役にたてるかとても不安ですが、

理事の皆様のご指導を受けながら、今までいた

だいた御恩をお返しできるよう、頑張っていき

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

集団健康管理部会
井上　範之

理事を前回 1 期お休み
し、この度再度就任させ
ていただきました。

現在、集団健康管理部
会は（産業部会、防衛運営
部会、矯正運営部会）で
構成されています。特に
産業部会は、景気低迷に

より工場の閉鎖や人員整理等での縮小があり、勤
労者人口も減少しています。

当然私たちの勤務先の会社経営にも大きな影
響を受け、栄養士にもその余波は避けられない状
況となっています。少ない人員で効率よく、朝早
くから夜遅くまで激務な仕事内容となっている
のが現状です。

その結果、入会されている皆様は、研修会に参
加したくても出来ない状況だとわかっています
が、言い訳をしたら私たち栄養士は負けてしまい
ます。

それでも私からのお薦めは、本会の研修会は全
国一との評価がありその開催する研修会への積
極参加でスキルアップを図っていくことが、将来
への地位と資質向上につながると思うからです。
本会は今後も最新の栄養情報を発信し、会員の皆
様に少しでも応援とサポートが出来ればと願い
つつ、この度の就任のご挨拶と致します。

集団健康管理部会
松本 　勲

このたび、大阪府栄養

士会の理事に就任しまし

た。近年、矯正施設にお

いても高齢化が進んでお

り、矯正施設に入所する

高齢受刑者の割合がます

ます増加し、高齢受刑者の処遇や栄養面での課

題が問題とされております。私は、年に一度開催

される全国矯正栄養士研修会の運営委員を務め

ております。矯正施設では他施設の栄養士とつ

ながりがあるのですが、矯正施設以外の栄養士

の方々とのつながりは、ほとんどないため、こ

のたび大阪府栄養士会の理事をお引き受けして、

多くの方々と話が出来ることを楽しみにしてお

ります。理事の役割は、しっかりと果たして参

りたいと思いますので、ご指導、ご鞭撻のほど

をよろしくお願いします。
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病院部会　生賀　志津子
引き続き、病院部会の

理事を務めさせていただ
きます。生賀志津子でご
ざいます。

昨年に続き、在宅療養
における栄養ケア事業の
充実・“ 栄養ケアステー
ション ” 事業の構築・災

害時の “JDA-DAT 体制整備 ”・平成 28 年度診療
報酬改定と、課題は山積みでございます。その
渦中に熊本地震が発生いたしました。今回課題
の中で特に私は JDA-DAT 大阪リーダーとして
改めてスタッフ研修の充実が必要であることを
痛感いたしました。スタッフ研修終了後はリー
ダー育成研修を受講していただき、一人でも多
くの方がリーダーになっていただきたいと思っ
ております。

熊本地震並びに今後の予期せぬ災害に備え
“JDA-DAT” の体制の整備、強化に努めたいと
思っております。皆様のご理解、ご協力宜しく
お願い致します。

病院部会　内薗　雅史

この度、病院部会の部

会長をさせていただくこ

とになりました。まだま

だ若輩者すぎて本会の部

会長という大役が務まる

のか非常に不安に感じて

いますが、先輩方の教え

を糧として精一杯がんばりますのでよろしくお

願いします。

さて、2016 年度の診療報酬改定では栄養食事

指導料の増額や栄養食事指導料の対象患者の拡

大等、病院に勤務する管理栄養士にとっては追

い風の改定内容であったのではないかと思うの

と同時に、改定に見合った業務の質を問われる

ものであったのではと感じます。

病院経営はどこの病院も厳しく栄養部門にお

いても栄養食事指導料でどれだけの収益を得ら

れるかを求められることがあるかと思います。

収益面も大切ですが、それよりもそれぞれの患

者さんに合わせた栄養食事指導の質を確保する

よう、みなさん一緒にがんばりましょう。

病院部会　田中　治子

この度、病院部会の理

事をさせていただくこと

になりました。初めての

ことでとても緊張してい

ます。先日栄養士や看護

師、薬剤師などが集まる

グループワークに参加し

た際に、栄養士は施設の

枠を超えて仲がよく、それが不思議で羨ましい

という話になりました。確かにその日の休憩時

間には栄養士の大集団ができていたのです。私

たち栄養士は施設への配置人数が少ないので、

困ったことなどがあると近隣施設の先輩や同輩

に知恵をお借りして対応しなければなりません

が、他の職種の方々にとって、それは珍しい事の

ようです。施設の枠を超えて助け合うことで羨

ましいと思われるような関係を築いているのか

もしれません。今、一人で頑張っておられる方

もたくさんいらっしゃると思いますが、大阪府

栄養士会には頼れる仲間がたくさんいます。私

もその中の一人として少しでも皆様のお役に立

てるよう努めたいと思いますので、よろしくお

願い申し上げます。

病院部会　塚田　定信

前回に引き続き、病院

部会の理事をさせていた

だくこととなりました。

公益社団法人として府

民に対する新たな事業も

加わりました。活動を通

してより府民から理解の

得られる栄養士会となるよう努力してまいる所

存です。

また、管理栄養士・栄養士の職能団体として

丁寧なサポートを展開していくことで、更なる

会員増を目指していきたいと考えております。

今期も、適切でタイムリーな事業、研修会に

取り組み、会員の皆様により良い情報をお届け

できるよう勤めさせていただきますのでよろし

くお願いいたします。
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病院部会　佃　暁子

この度、病院部会の理

事をさせていただくこと

になりました。かつての

私は、日常の忙しさにか

まけて、日本栄養士会雑

誌も栄養大阪も殆ど読ま

ず、研修会にも殆ど参加

せずの不真面目な（？）

会員でした。最近は、全頁に目を通し、研修も

行ける日は参加しています。今回、栄養大阪の

編集にもかかわることになり、こんなに大変な

思いと時間をかけて多くの方が作って下さって

いたと知り、今までもったいないことをしてい

たと反省しています。会議の席では、意見や要

望も聞いて下さり、検討もしてくれます。会員

の皆様にとって、魅力ある会にすることに加え、

会員数が増え、活気ある栄養士会にすることを

目標に考えています。栄養士会の役員の方たち

は、ボランテアで様々な活動をされており、本

当に頭が下がります。微力ながら、私も会員の

皆様にお役にたてるよう、諸先輩方にご指導い

ただきながら頑張っていきたいと思います。よ

ろしくお願いします。

福祉部会　田渕　安香
今年度より大阪府栄養

士会の理事に就任いたし
ました。併せて福祉部会
の部会長を務めさせてい
ただきます。

施設管理栄養士として
勤務し、13 年が経ちま
す。新卒で入職し、栄養

業務、栄養についての知識等、生涯学習を通し
て学んで参りました。

現在は、中堅者研修に参加しておりますが、そ
の存在は大きく、栄養学の深さや難しさにつま
づきながらも世の中に必要とされる仕事がした
いという一心で続けて参りました。今後もその
思いを持って勉強して参りたいと思っておりま
す。

昨年度より在宅栄養ケアに向けて大阪府栄養
士会は動き始めました。研修スタッフリーダー
として、また府民の方々をケアする一員として、
食事を通して生きる喜びとは何かを考えて地域
を支えられるよう頑張ります。

まだまだ未熟者ですが、先輩方のご指導を受
け、最善を尽くして参りますので、どうぞよろ
しくお願いいたします。

福祉部会　太田　裕子
この度、第 3 回定時総

会においてご承認いただ
き、福祉部会の理事に就
任することになりました。
どうぞよろしくお願いい
たします。

日ごろは、公立保育所
の食事提供や食育に係わ

る仕事をしています。
乳幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎を

培う時期であり、この時期に適切な食事の取り
方や望ましい食習慣を定着させることは、健康
で豊かな生活を送るための基盤となります。子
ども達が健やかに発育・発達し、生涯にわたり
健康でいきいきとした生活を送るための基盤が
築けるよう、微力ながら日々尽力しています。

理事の仕事は初めてで、務められるか不安で
いっぱいですが、前任理事の方々のご指導を受
けながら、また、他の理事の皆さまと協力しな
がら、少しでもお役に立てるよう、職務を果た
して行きたいと思っています。皆さま、今後と
もどうぞよろしくお願いいたします。
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福祉部会　高田　敬子
この度、初めて福祉部

会の理事させていただく
ことになりました。今回、
理事のお話をいただいた
時は、考えてもいなかった
ことで驚いたのが正直な
気持ちでした。私は一度、
短大を卒業し社会人とし

て働いてから専門学校へ入学し、栄養士の道を
目指しました。そして、恩師や同じ道を志す栄養
士の仲間の支え、先輩栄養士や様々な人との出
会いもあり、今まで栄養士として続けてこられた
と感謝しております。栄養士の仕事は一人職場
が多く、業務も多岐に渡り相談できる場も少ない
為、出来るだけ地域の栄養士会や生涯学習や
研修会などに参加して、技術や知識を身につけ、
横のつながりを持つことで気軽に相談できる環境
を作ることも大切だと実感しています。また、栄
養に関する情報は変化し、正しいものとそうでな
いものを見極めて伝えられる栄養士になれるよう、
これからも日々精進して参りたいと思います。新
理事として微力ではありますが、諸先輩方のご指
導を受けながら、会員の皆様のお役に立てるよう
頑張りますので、よろしくお願いいたします。

福祉部会　丸山　香央理
この度、福祉部会の理

事に就任致しました。
これまでは、栄養士会

の研修等でお世話になる
ことが多く受け身の立場
でしたが、これからは逆
の立場となり身の引き締
まる思いです。

　直営給食で調理、栄養指導を経験し、転職
を機に高齢者施設では 10 年間栄養ケア・マネジ
メントに取り組みました。現在は、障害者施設
で 7 年目となります。日々の業務の疑問や卒後
の学びの場として大阪府栄養士会に頼り、困っ
た時には周りの栄養士にご相談させて頂きなが
らやってこられたと感謝しております。

仲間入りさせて頂き、熱心な先輩理事の姿を
拝見し、若輩の私がこのような大役が務まるの
か不安でいっぱいですが、先輩方のご指導をう
けながら会員の皆様のお役に立てるよう、精一
杯努めてまいります。どうぞよろしくお願い致
します。

監　事　米谷　佳彦
平成 28・29 年度監事

に再び就任することにな
りました。本会も公益社
団法人として 3 年目を
迎え、各部会での研修会
活動はじめ公益事業も順
調に運営されてきていま
す。研修会内容の質の向
上、予算も限られた中効
果的な会の運営と会員増

対策、また府民市民向けの健康栄養講座など公
益事業の充実が今後の課題ではないでしょうか。

健康管理は健康寿命と共に府民市民の大きな
関心のひとつでもあります。また介護面では在
宅介護の栄養と食事管理への栄養士介入が重要
課題とされ、栄養ケア・ステーションの展開が
期待されます。社会的ニーズの増加で栄養士会
の認知度も上がれば需要も増え、栄養士会の公
益目的事業が一層充実してくると考えられます。
社会には、多くの管理栄養士・栄養士が日々それ
ぞれの職務に奮闘されています。全ての栄養士
の地位向上を目指すために大阪府栄養士会が存
在するのです。そのためにも本会の存在価値を
アピールしなければなりません。今総会で栄養
士会のロゴマークが発表され、それを基に益々
の発展と会員増に繫がればと、会長はじめ理事
の方々と一緒に力を注ぎ、会の運営と組織を監
事の立場で見守っていきますので、よろしくお
願いいたします。

監　事　中野　忠雄

このたび、2 年ぶりに

監事をやらせていただく

ことになりました研究教

育部会の中野忠雄です。

現在、管理栄養士の養

成校で教員をしています。

病院部会の時には、理事

を 10 年やらせていただきました。最近、後進

の指導をしていて思うことは、管理栄養士を志

す学生の質の低下を感じます。これは、就職率

との関係もあると思いますが「頑張った人が普

通に就職できる環境」と、大阪府栄養士会の監

事として、微力ながら管理栄養士の質の向上と、

地位の向上のために何かお手伝いができればと

考えております。どうぞよろしくお願いします。
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事務局員ご挨拶
髙橋　美貴子

事務局に入局させてい
ただき、右も左もわか
らないまま業務に追われ
る日々を過ごしています。
聞きなれない言葉が飛び
交う中で目を白黒させて
いると、ひとつひとつ丁

寧にご指導いただき勉強させていただいていま
す。

栄養士の仕事に自信が持てなくなった私が、
「栄養士」として懸命に働いておられる会員の
方々と間近に触れる機会を持てたことは、私の
中で大きな刺激となり、応援したい気持ちで俄
然やる気が出てきています。多くの方々との出
会いに一期一会の気持ちを持っていたいと思っ
ています。

栄養士会が会員の方々の大切な出会いの場で
あり、情報共有できる場であり、勉強できる場
であることを願ってやみません。その大切な場
のよい環境づくりに全力で努めて参ります。

新米事務局員でご迷惑をかけることもあるか
と思いますが、よろしくお願いいたします。

会員外監事
　北村　純夫

このたび、大阪府栄養
士会の会員外監事として
就任いたしました北村で
ございます。

このような役をお受け
するにあたり、自分自身
忘れかけていた数年前の
生活環境 ( 現役時代 ) が

ふと蘇ってきたような錯覚を覚えます。組織の
一員として懐かしくもあり、これはえらいこっ
ちゃなという思いもあり錯綜している今日この
頃です。また殆ど大半の皆様方とは初対面で、何
やら大海に放り出された心境です。

さて、先般、「栄養大阪」、「総会資料」を読ま
せていただきました。実に多岐にわたる立派な
活動をされているということに、まず目を見張
りました。このような中で、前任者の吉野さま
の後任としてご推薦していただきましたが、吉
野さまのような多大な業績は全くの素人であり
ますので到底できないと思います。会の運営等
内容についても一から勉強していかねばなりま
せんが、皆様方のご協力を得ながら一歩ずつで
はありますが、会のお役に立てるように頑張り
たいと思いますので、どうぞよろしくお願いい
たします。

事  務  局  夏  期  休  暇

8月13日（土）〜16日（火）は休ませていただきます。

事務局電話応対再開について

本会事務業務増大に伴い、事務作業の整理・効率化を実現するまで暫定的に、木曜日のみ電

話対応を休止しておりましたが、今月より電話対応を再開いたします。会員の皆様にはご不便

をおかけいたしましたことお詫び申しあげます。


