第1号議案

令和２年度事業報告および正味財産増減決算書並びに貸借対照表・財産目録・
監査報告に関する件
公益目的事業１

府民に栄養・食生活に関する知識や技術を啓発、提供すること、および府
内の管理栄養士・栄養士などの資質向上を図ることにより、健康増進、疾
病予防のための食生活改善を行い、公衆衛生の向上に資する事業

Ａ. 管理栄養士・栄養士など栄養・食生活に関係する専門職に対し、資質向上を目指した事業
1. 生涯教育研修会
9月13日（必須）オリエンテーション

生涯教育制度について

（実務1）21-110.行動経済学の基本とナッジ

（受講者：会員45名）
（受講者：会員54名、非会員1名）

〜それとなく健康的な行動へと促す仕組みとは〜
（実務1）23-116.目指せ！健康“腸”寿〜食習慣の留意点〜
11月 1日（基本1・必須）2-1.国民の健康の増進の総合的な推進
（実務1）46-107.妊娠糖尿病の管理〜栄養指導中心に〜
1月24日（実務1）412-101.栄養指導に活かせる医薬品の知識
（基本1）3-5.実施献立（調理・盛付・配膳・食材料管理）

（受講者：会員56名）
（受講者：会員38名）
（受講数：会員47名）
（受講者：会員51名、非会員1名）
（受講者：会員38名、非会員1名）

および治療食への展開
2月14日（実務1）43-102.令和2年度診療報酬
医療・介護改定

（受講者：会員35名、非会員1名）
〜現場からの報告〜

（実務1）23-103.呼吸器疾患と栄養

（受講者：会員40名）

（実務2）25-101.消化と吸収（代謝）

（受講者：会員48名）

ビタミンⅠ：必要不可欠な水溶性ビタミン代謝

2. 職域別研修会
（1）地域活動部会・福祉部会合同研修会
1）10月 3日（土）

（受講者：会員52名、非会員1名）

講義「食べ方と食べ物でかむちからを育てる乳幼児の食事
～かめない子・かむのがヘタな子にしないために～」
（2）研究教育部会・公衆衛生部会合同研修会（WEB開催）
１）11月 6日（土）
大阪がん循環器予防センター主催(大阪府委託)「行動変容推進事業フォローアップ研修会」連携
(申込人数：会場22名(市町村17名、国保連5名)、Web127名(会員3名、市町村104名、健保20名))
講演「行動変容につながる保健指導の実践について
〜コロナ禍における生活習慣病予防を踏まえて〜」
（3）令和2年度大阪府地域活動栄養士情報交換会
１） 5月13日（水）〜 6月30日（火）
メールによるアンケート実施
（4）地域活動部会研修会
１） 2月 6日（土）

（受講者：会員23名）

講演「在宅ケアでの言語聴覚士の仕事と管理栄養士・栄養士に望むこと」
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3. スキルアップ研修会
10月17日（土）

（受講者：会員27名、非会員1名）

講演「リフィーディング症候群を知ろう！〜メカニズムと栄養士の対応～」
講演「栄養士会と栄養士の役割」
7つの職域部会より各職域部会からのアドバイス

4. 第9回 JDA－DAT大阪スタッフ養成研修会
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から実施しなかった。

5. 特定給食講演会
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を見合わせた。

6. TNT-Geriatric for Dietitian（老年栄養学教育プログラム） eラーニング
（協力：アボットジャパン合同会社）
第1回

10月1日（木）～11月30日（月）

（受講者：会員118名）

第2回

12月1日（火）～ 1月31日（日）

（受講者：会員49名）

第3回

2月1日（月）～ 3月31日（水）

（受講者：会員24名、会員外1名）

7. 令和2年度大阪府介護予防の推進に資する指導者養成事業「多職種合同実践研修会」
（主

催：大阪府栄養士会・大阪府歯科衛生士会・大阪府言語聴覚士会・
大阪府作業療法士会・大阪府理学療法士会・大阪府）

（受講者：88名：栄養士会20名､歯科衛生士会18名､言語聴覚士会6名､
作業療法士会17名､理学療法士会27名）
2月27日（土）（オンライン(ZOOM)開催）
（1）講演「地域ケア会議の良い助言・悪い助言」
（2）模擬地域ケア会議
（3）グループプワーク（事例検討）

8. 近畿ブロック合同研修会「2020年診療報酬改定の概要とポイント」
4月12日に予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止とした。

Ｂ．府民の健康増進と疾病予防を図るため、府民および栄養・食生活改善に関係する専門職の
資質向上を目指した受託事業
1. 健康づくり提唱のつどい（協賛：ヤクルトグループ）
12月 5日（土）

（受講者：会員112名、非会員8名）

講演Ⅰ「最近の糖尿病診療 〜ガイドラインを読み解く〜」
講演Ⅱ「腸管と免疫

〜重症病態の腸内細菌叢〜」

2.フォローアップ研修会（栄養ケアの実践に関する1日研修）
1回目

2月28日（日）

（受講者：会員22名）
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2回目

3月 7日（日）

（受講者：会員16名）

（1）在宅栄養管理の実際
①講演「在宅訪問栄養食事指導の実際」
②症例検討
③報告書の書き方
（2）嚥下食や介護食の説明

Ｃ．府民に対する栄養・食生活に関する正しい知識の啓発、指導および情報の普及に関する事業
1. 第16回 府民健康フォーラム

−私たちの暮らしと薬・検査・栄養−

令和2年9月27日（日）に開催を予定していたが、新型コロナウイルスの影響により、中止することになった。

2. ヘルシー外食フォーラム2020
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から実施しなかった。

3. 健康おおさか２１推進事業「令和2年度子ども料理教室」
テーマ

「野菜バリバリ

朝食モリモリ」

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から実施しなかった。

4. ホームページの運営
公益目的事業２

（年５回更新）

府民に対し栄養・食生活について直接、個別に相談・指導することで食生
活に対して正しい知識を啓発し、府民の健康の維持増進など公衆衛生に資
する事業

1. 栄養ケア･ステーション
（1）国の施策を受けた糖尿病･介護予防の推進を目途とした栄養・食事相談（相談 44件）
毎週 火・木曜日
（2）「栄養週間」栄養ケア・ステーション開設

（８/１～７）

（3）介護予防に資する専門職広域支援
①泉大津市介護予防・日常生活支援総合事業に係る訪問型サービスＣ事業
訪問回数：3月

1回

②吹田市フレイル等予防栄養相談業務
実施期間：令和2年4月～令和3年3月
相談人数：10名
③大阪狭山市いきいき百歳体操実施地区専門職訪問事業
講話「いきいきシニアライフ

―フレイルティ（虚弱）を予防する食生活」

実施期間：令和2年9月～令和3年3月
訪問回数：9月3回、3月2回

合計 ５回

（4）第1回認定栄養ケア・ステーション及び登録栄養ケアチーム情報交換会
3月3日（水）（オンライン(LiveOn)開催）

（受講者：会員18名）

①（公社）大阪府栄養士会栄養ケア・ステーションの現状と方向性について
②各認定栄養ケア・ステーション及び登録栄養ケアチームの活動についての情報交換
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（5）無料職業紹介
求人依頼：23社
求 職 者：13名（うち成立者：3名）

公益目的事業３

栄養・食生活に対する知見などを発表する学術研究発表会を実施すること
により、管理栄養士・栄養士および栄養・食生活に関係する専門職種の資
質の向上と最新の情報の共有化を図り公衆衛生の向上に資する事業

1. 第24回大阪府栄養士会研究発表会
3月13日（土）

(受講者：会員81名、非会員3名)

教育講演「日本人の食事摂取基準(2020年版)の実際」
研究発表（11題）
・「シームレスな栄養管理を通して見えてきたもの

～医療・在宅間の途絶えない食支援～」

・「歯科医院における小児在宅訪問栄養管理についての活動報告
～在宅医療における多職種連携により経管栄養から全量経口摂取に移行できた気管切開児の１例～」
・｢「枚方市介護予防・生活支援事業における栄養士派遣指導事業｣の活動報告」
・「地域活動栄養士会の存在意義を考える

～東大阪市における２５年の食育活動を振り返って～」

・「コロナ状況下における栄養士養成施設でのオンライン授業の事例報告
～G Suite for Educationを活用して～」
・「食欲不振食に対するアンケート調査について」
・「腸内細菌叢の変化が若年女性の睡眠障害におよぼす影響」
・「病棟担当栄養士の設置を目指して」
・「食生活に関するアンケート調査の結果について」
・「給食の時間における食に関する指導についての研究」
・「「３・１・２弁当箱法」を用いた栄養教育プログラムの実践と食事摂取状況との関連」

収益事業１

手数料等に関する事業

1. 機関誌「栄養大阪」へのチラシ封入

２１件

2. 外食アドバイザー栄養成分表示店訪問（東大阪）
3. 日本栄養士会会費徴収事務手数料

その他の事業１

２回

２,６９６名分

会員向け情報提供に関する事業

1. 機関誌「栄養大阪」の発行

年５回

2. 健康づくりの関連資料提供

その他の事業２

会員向け支援に関する事業

１. サークル活動支援
①透析食研究会
②スポーツ栄養研究会
２. 管理栄養士・栄養士業務相談
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２９５号～２９９号

その他の事業３

会員表彰に関する事業

１. 日本栄養士会会長表彰（50年会員）

２名

２. 日本栄養士会会長表彰（25年会員）

６３名

３. 厚生労働大臣表彰

２名

４. 大阪府知事表彰

１０名

◎ 会の運営に関する活動
１. 公益社団法人大阪府栄養士会
5月30日（土）

第７回定時総会

（参加者：1,559名

本人出席17名、委任状915名、書面表決627名）

２. 定例理事会

１０回

３. 総務部担当理事会

４回

４. 事業部担当理事会

３回

５. ホームページ担当者会議

３回

６. 広報部担当編集委員会

５回

７. 地域活動部会強化委員会

３回

８. 医療部会強化委員会

２回

９. 大阪府栄養ケア・ステーション運営会議

２回

１０. 諮問会議

２回（WEB会議）

１１. 近畿会長会議

２回（WEB会議）

１３. 大阪府栄養ケア・ステーション運営会議

２回

◎ 会の組織強化活動
府内栄養士養成施設16校卒業生に対する入会案内並びに栄養士会研修活動等説明書配布

◎ 後援
（令和2年）

（開催日）

「第16回日本給食経営管理学会学術総会」〈日本給食経営管理学会〉

11/28～11/29→R3 11月に延期

「がん予防キャンペーン大阪2020」〈「がん予防キャンペーン大阪」実行委員会〉

10/3

「第18回日本小児栄養研究会」〈日本小児栄養研究会〉

3/27

「第62回味の素KK「食と健康セミナー」」〈味の素(株)〉オンデマンド配信
「第15回食育セミナー」〈大阪ガス(株)〉ライブ配信

R3/3/1～14
R3/2/27

「第23回日本医療マネジメント学会学術総会」

R3/6/25～6/26

〈第23回日本医療マネジメント学会学術総会〉
「バリアフリー2021」

R3/4/21～4/23

〈社会福祉法人大阪府社会福祉協議会・テレビ大阪・テレビ大阪エクスプロ〉
「看護未来展2021」

→R3/8/25～8/27に延期
R3/4/21～4/23

〈(公社)大阪府看護協会・(一社)大阪府訪問看護ステーション協会・

→R3/8/25～8/27に延期

テレビ大阪・テレビ大阪エクスプロ〉
「FOOD STYLE Kansai2021」〈FOOD STYLE Kansai実行委員会〉

R3/5/25～5/27

「第2回若さの栄養学Web講演会」〈(一財)若さの栄養学協会〉

R3/5/10～5/31

「油化学関連シンポジウムin大阪」〈(公社)日本油化学会 関西支部〉
「第8回日本在宅栄養管理学会学術集会」〈(一社)日本在宅栄養管理学会〉
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R3/6/19
R3/9/18～10/4

◎ 行政機関・団体との連携
健康おおさか２１推進府民会議委員
大阪府食育推進ネットワーク会議委員
大阪府食育推進計画評価審議会委員
大阪府地域職域連携推進協議会委員
大阪府生涯歯科保健推進審議会委員
介護予防に資する専門職広域支援調整連絡会委員
大阪ヘルシー外食推進協議会副会長
第3次大阪市食育推進連絡調整会議委員
すこやか大阪２１推進会議委員
泉州在宅医療懇活会委員
大阪府地域医療推進協議会
大阪市すこやかパートナー
大阪府保険者協議会オブザーバー
大阪府歯科医師会高齢者歯科保健部会オブザーバー

◎ 会員活動報告
１. 「介護予防教室」講師
・ 大阪市港区

令和2年5月～令和3年3月

9回

・ 大阪市淀川区

令和2年4月～令和3年2月

13回

・ 大阪市住吉区

令和2年5月～令和3年3月

19回

２. 大阪市ファミリー・サポートセンター事業
「子どもの栄養と食生活Ⅰ・Ⅱ」講師

8/3・9/26・11/6・2/3

３. 公益社団法人大阪府鍼灸マッサージ師会季刊誌「ええあんばいやOSAKA」
「健康レシピ」連載

2020春夏号vol.40（4月号)、秋号vol.41（10月号）、
2021

４．大阪府食肉事業協同組合連合会

冬号vol.42（1月号）
料理セミナー

11/19・12/15

５．令和2年度自立支援型地域ケア会議における助言者等推薦
豊中市・交野市・守口市・門真市・四條畷市・大阪市城東区・八尾市・羽曳野市・堺市・
大阪狭山市・富田林市・河南町・千早赤阪村・河内長野市・和泉市・岸和田市・泉佐野市・泉南市・岬町
合計19市町村

附属明細書
事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、事業報告の附属明細書は作成していない。
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