
女子栄養大学大学院　公開科目

3 ⽇間，津下⼀代先⽣による懇切丁寧な講義と
演習が受けられます︕
最新情報︓第三期（平成 30 年度〜）の改訂
内容とデータヘルス計画を反映したプログラム

必ず件名に
「特定保健指導論」と

⼊れてください︕

メールで
問合わせの場合

プログラムは裏面を参照してください．

受講申込書に必要事項を記入の上， 下記まで郵送， または直接持参してください．

申し込み期間︓2018 年 10 ⽉ 15 ⽇（⽉）〜 11 ⽉ 1 ⽇（⽊）【必着】

問い合わせもこちらまで⇒

科目開設の趣旨・目的

プログラム内容

受講の条件と募集人数

参加費

申し込み方法と締切り

受講決定の通知

お申し込み〆切後， 受講票と参加費振込用紙等を郵送します． 参加費の振り込みをもって，

受講確定となります． 尚， ３日間のプログラムをすべて受講した者 （聴講扱い者を除く） には，

女子栄養大学大学院として 「修了証」 を発行します．

〒350-0288　埼玉県坂戸市千代田 3－9－21

女子栄養大学　大学院教務課　特定保健指導論講座係

電話 049-282-3601　E-mail:inkyomu@eiyo.ac.jp　

一般 ： 20,000 円

女子栄養大学 ・ 大学院卒業生 （修了生）， 本学大学院研究生， 本学教職員 ： 15,000 円

☆女子栄養大学大学院研究生， 本学大学院修了生， 及び本学教職員であれば， これらの資格を

　 有さない方も 「聴講」 扱いで参加可能です． その場合， 演習などは見学となります．

・ 管理栄養士， 保健師， 医師のいずれかの資格を有する方　15 名程度 （先着順）

　特定健康診査 ・ 特定保健指導の制度は，

平成 30 年度から第３期に入りました．

　女子栄養大学大学院では， 特定健診 ・

特定保健指導が開始された翌年， 平成 21 年度

より， 本制度の実践者， および企画者， 評価者

として必要とされる能力の修得を目的に，

大学院公開科目として 「実践栄養学専門演習」

を開設してきました．

　平成 30 年度からは， 厚生労働省 「健診 ・ 保健指導の研修ガイドライン」 （平成 30 年 4 月版） に準拠し， 保健指導

実施者の初任者， 経験者， リーダーの各レベルのニーズを満たす能力育成プログラムと致しました．

　本科目の主たる担当者は， 国の委員として， 第３期の改訂にも中心的に関わられた津下一代先生 （あいち健康の森健

康科学総合センター長， 女子栄養大学大学院兼任講師） です．

　特定健診 ・ 特定保健指導の理解， メタボリックシンドローム等生活習慣病の病態の理解と応用， さらには行動変容をも

たらす保健指導能力の向上を目的とします． また事例演習を通して、 対象者特性にあわせた保健事業の企画， 評価等

について学修し， 保健事業マネジメント能力の醸成もめざします． また、 「データヘルス計画」 についても解説します．

実践栄養学専門演習

「特定保健指導論」
のご案内

⽇時

12 号館 4 階 12403 番教室（予定）

⼥⼦栄養⼤学 坂⼾キャンパス

埼⽟県坂⼾市千代⽥ 3-9-21 （東武東上線 若葉駅下⾞ 5 分）

会場

11 ⽉ 24 ⽇（⼟）9:20 〜 16:30
11 ⽉ 25 ⽇（⽇）9:20 〜 16:30
11 ⽉ 26 ⽇（⽉）9:20 〜 16:30

2018 年



※ 担当者の記載がない部分は、すべて津下一代 

111 月月 224 日日（土）99：：220～～116：：330  

【第１回】 
1)b-1 

講義 

わが国の健康政策と特定保健指導、生活習慣病予防に関する最新情報 
行動変容に関する理論と実践（武見ゆかり） 
ポピュレーションアプローチとの連動 

（経験者：保健指導全般に関する能力） 

90 分 

【第２回】 
1)a-1 

 
講義 

特定健診・特定保健指導の理念・制度・仕組み 
特定保健指導の流れ 
生活習慣病やメタボリックシンドロームに関する知識（検査値の見方） 

（初任者：保健指導全般に関する能力） 

90 分 

【第３回】 
1)a-2,3 

講義 
エネルギー収支を改善するための保健指導  ①身体活動・運動 30 分 

アルコール、歯の健康に関する保健指導                            

（初任者：個々の生活習慣に関して指導できる能力） 
30 分 

【第４回】 
1)a-4 

演習 

初回面接（ロールプレイ）、保健指導記録の書き方                 

(初任者：より良い保健指導を行うための能力) 

全体のまとめ（質疑・応答） 

120 分 

111 月月 225 日日（（日日））  99：：220～～116：：330  

【第５回】 
1)a-2 講義 エネルギー収支を改善するための保健指導  ②食生活（本田佳子） 

（初任者：個々の生活習慣に関して指導できる能力） 
60 分 

【第６回】 
1)a-3､b-2 講義 たばこに関する保健指導（天貝賢二） 

（初任者・経験者：個々の生活習慣に関して指導できる能力） 90 分 

【第７回】 
1) b-3 

演習 

保健指導方法の研究、困難事例の検討                             

①無関心期・繰り返し保健指導の対象となる者 

②ハイリスク者に対する保健指導 

③高齢者に対する保健指導 

(経験者：より良い保健指導を行うための能力) 

120 分 

【第８回】 
演習 評価 保健指導方法の見直しと改善                       

     (経験者：より良い保健指導を行うための能力) 
60 分 

演習 全体のまとめ（質疑・応答） 30 分 
111 月月 226 日日（（月月））  99：：220～～116：：330  

【第９回】 
2) -3 演習 保健指導事業企画研修                            

プレゼンテーション     （リーダー：マネジメント能力） 
150 分 

【第 10 回】 
2) -1 演習 PDCA サイクルを回した保健指導プログラムの企画立案 

データヘルス計画と保健指導 （リーダー：事業計画立案） 90 分 

【第 11 回】 
2) -2 演習 事業評価と改善方法     (リーダー：事業評価と改善方法) 90 分 

【第 12 回】 演習 全体のまとめ（質疑・応答） 30 分 

①参考書　厚生労働省「標準的な健診・保健指導プログラム（平成３０年度版）」の第１編、第３編

(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/seikatsu/dl/hoken-program1.pdf）

※「標準的な健診・保健指導プログラム」津下一代解説（社会保険出版社）として購入も可能。

詳しくは「特定健診・特定保健指導ガイド」（南山堂）は第三期に対応した内容となっている。

②教　材　保健指導事例、保健指導教材（特定保健指導用教材）、ロールプレイシート、

　　　　　支援計画作成シート、レジュメ等を配布する。

プログラム

参考書・教材


