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管理栄養士課程における 
栄養教育プログラム作成のスキル習得の検討 

～栄養教育論実習を通して～

Consideration of the Skill to Prepare Nutrition Education Program during 
Registered Dietitian Course 

─ Through practice of the nutrition education theory ─
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要　約

　厚生労働省は，管理栄養士の業務が明確化されて以降，管理栄養士国家試験出題基準ガイドラインを3回改定し

ている．管理栄養士養成課程の専門科目の一つである「栄養教育論」は平成27年の改定で，行動科学の概念，行動変

容技法および栄養教育マネジメントなど，行動科学に基づく栄養教育に比重が置かれるようになった．栄養教育論

実習においては，対象者の食行動を望ましい行動変容へと導くための教育プログラムを立案・実施・評価・改善する

ことが重要視されている．そこで，栄養教育論で習得した知識を定着させ，本実習において管理栄養士に必要なス

キルを習得する実習方法を検討することを目的とする．

キーワード：栄養教育マネジメント，管理栄養士スキル，栄養教育プログラム，実習方法

はじめに

　1947年の栄養士規則の廃止に伴い，同年に栄養士法

が制定され，栄養士に係わる内容の法的根拠である栄

養士法が制定された1）．幾度かの改正が行われ，1962
年に管理栄養士資格（国家資格）を創設，2002年の栄

養士法一部改正で管理栄養士の業務が明確化され，管

理栄養士養成課程における教育内容が示された．その

背景には，わが国は諸外国に例を見ない超高齢化社会

が進行し，それに対応するため，地域包括ケアシス

テムの推進，保健と福祉の連携強化など保健医療福

祉サービスの整備が推進されてきたことがあげられ

る2）．栄養士法の改正による管理栄養士の業務は，従

来の「複雑で多岐にわたる業務」から「傷病者に対す

る療養のため必要な栄養指導」「個人の身体状況，栄

養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する

健康の保持増進のための栄養の指導」「特定多数人に

対して継続的に食事を供給する施設における利用者の

身体の状況，栄養状態，利用の状況等に応じた特別の

配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する

栄養改善上必要な指導等」となった．

　管理栄養士養成課程においては，2002年から新カリ

キュラムに基づく養成が始まり，従来の「栄養指導

論」から教科名も「栄養教育論」に変わり，行動変容

理論・モデル，カウンセリング技法や PDCA サイク

ルによるマネジメントなどの教育内容が示された3）．

このように栄養教育の目的を達成するために目標に向

けて人を動かすマネジメント能力を必要とする栄養教

育が重要視されている．

　管理栄養士養成課程の専門科目である「栄養教育

論」は，栄養士法施行規則の別表第四（第十一条関

係）専門分野の教育内容4）にあり，同専門分野である

臨床栄養学，公衆栄養学，給食経営管理論へ繋げる重

要な位置づけにある．

　また，管理栄養士の業務が明確化されて以降，平成

17年には，改定試験に向けて「管理栄養士国家試験出

題基準ガイドライン」を平成22年5）と平成27年6）に示

している．この10年で「栄養教育論」の理論的基礎の

項目に「行動科学の理論とモデル」や「行動変容技法

と概念」が加わり，さらに大項目に「栄養教育マネジ
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メント」が確立7）8）された．

　管理栄養士に求められるスキルとして，①栄養教

育（指導）の能力，②マネジメント能力，③コミュニ

ケーション能力がある．②のマネジメント能力は管理

栄養士として重要なスキルの一つである．なぜなら，

栄養教育を展開するには，対象者の実態を把握し，課

題改善計画を立て，栄養教育を実施し，結果を評価す

るというプロセスを計画的に行う必要があり，つま

り，PDCA サイクルを回したマネジメントが重要とな

る．

　本実習において，栄養教育の知識を定着させ，実践

力が問われる栄養教育プログラムの作成を主体的に学

び，管理栄養士に必要なスキルを習得する実習方法を

検討することを目的とする．

方　法

　管理栄養士養成課程専門科目「栄養教育論実習Ⅱ」

において，栄養学科4年生を対象に栄養教育マネジメ

ントにおける栄養教育プログラムを作成する授業内容

を検討した．栄養教育マネジメントは，PDCA サイク

ルを回して行う対象者のアセスメントから始まり，

アセスメント結果から課題を抽出し計画（Plan）を立

案，その後実施（Do），評価（Check）し，改善を行

うものである（図1）．本実習では，学生一人ひとりが

管理栄養士として栄養教育マネジメントを行う学習内

容とした．その流れとして，アセスメント（身体計

測，栄養・食事調査，臨床診査）を実施し，その結果

から健康課題を抽出し，栄養教育全体計画（表1）（以

下，全体計画）から諸計画（栄養教育プログラム予算

計画書，栄養・食生活デザイン提示案等）を立案す

る．課題解決に必要な情報の収集は，目標設定にも関

連のあるアセスメント結果を栄養情報（以下，二次

データ）として，国や都道府県が公表している健康・

栄養調査結果などのデータを活用した．用いる栄養教

育教材は，メジャーな食事バランスガイド，食生活指

針など科学的根拠のあるツールを選択させた．二次

データをもとに，教育プログラム名，プログラム設定

理由，目標設定（実施目標，結果目標，学習目標，行

動目標，環境目標），対象者，期間，場所，予算，プ

ログラム具体案（回数・主題・学習内容）などを設定

した．なお，研究目的を明確にするために課題抽出：

複数，対象者：高校生以上60歳未満，期間：3か月以

上，プログラム具体案：4回以上をプログラム設定の

条件とした．

　栄養教育マネジメントの評価は，個人が作成した全

体計画案を配布し，プレゼンテーションの評価資料と

した．その際の評価を全体計画案の改善に向けて修正

を加え，計画に反映させる過程を PDCA サイクルと

して習得する機会とした．

図1． 栄養教育マネジメント
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表1． 栄養教育全体計画案 （例）

【栄養教育全体計画案】

【栄養教育教材作成案】
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結果及び考察

（1）健康課題抽出

　栄養教育マネジメントは，栄養アセスメントに基づ

き，対象者の健康課題を明確化することが重要であ

る．そこで，栄養学科4年生を対象に実施したアセス

メント結果を分析し，さらに二次データなどの情報を

用いて実態を把握し健康課題を抽出した．また，その

課題は一つとは限らず複数を抽出し，喫緊の改善課題

を見極めて優先順位をつけた．

　健康課題の抽出は「野菜の摂取量が少ない」が最も

多く，次いで「菓子・嗜好飲料の摂取量が多い」「魚

の摂取量が少ない」「副菜の摂取量が少ない」など多

岐にわたる課題を抽出した．その内容は，わが国の

抱える現状が伺える結果となった．また，「主食・主

菜・副菜を組み合わせた食事の割合が低い」，「20代か

ら30代女性の鉄の摂取量が少ない」，「20代の午後9時
以降に食事を食べる割合が高い」など，二次データか

ら抽出し，課題にあげている者もいた．

　しかし，中には「菓子類と穀類が負の相関」とあげ

表3． プレゼンテーション計画書 （例）

田中敬子，前田佳予子編：栄養教育論第2版，朝倉書店，p.77，2017

表2． 栄養教育を行う施設と会場， 対象者
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るなど，分析結果などから何が課題なのかを関連づけ

て導き出すことができていない者もみられた．

　課題を抽出する際に複数の健康課題を栄養教育マネ

ジメントの設定条件（以下，条件）としたことで，半

数程度の学生が5課題以上あげていた．反面，残りの

半数は4課題以下という結果になり，データから課題

を読み取る能力を栄養情報の分析関連教科と連動した

教育が重要であると考える．

（2）栄養教育全体計画案

①教育プログラム名

　前述の健康課題を複数抽出し，改善すべき優先順位

をつけ，達成可能な目標を全体計画に反映させた．学

生が考えたオリジナルの教育プログラム名で多かった

のは，「生活習慣病予防」や「バランスのよい食事」

であった．「○○のための食生活セミナー」や「女性

のための健康な体づくり」といったタイトル名もあっ

た．しかし，「減塩」「野菜」「間食」「貧血」「骨」な

ど，小さな主題で捉えたものもあり，大きな枠で捉え

たプログラム名を考えることの理解が不十分であっ

た．教育プログラム名は全体計画を端的に表現するも

のであり，また，対象者をターゲットとする要因にも

なる重要な項目であることを理解する教育内容・方法

を組み入れることが必要である．

②対象者

　対象者は高校生以上60歳未満を条件とした．会社員

の20～30歳男性あるいは女性を設定した学生が多く，

中には「20～25歳男性会社員・新入社員・一人暮ら

し」「20代女性会社員・デスクワーク」と具体的に設

定している者もいた．対象者がより具体的である方が

イメージしやすく，プログラムの具体案や場所の設定

も計画しやすいと思われる．しかし，条件を設定した

にもかかわらず，施設に通所している高齢者の家族や

中学生，60代などと設定している者もいたことは，マ

ネジメントの意図が十分に理解できていないものと思

われる．

③期間・時期・頻度・時間の設定

　栄養教育を実施する目標や内容によって，期間は異

なるが，今回，期間は3か月以上を条件とした．3か月

が一番多く，4か月，6か月，長いのは1年だった．概

ね1か月に1回という頻度で行う傾向にあった．また，

プログラム回数については，3回以上を条件としたと

ころ，3回が最も多く，次いで4回，5回と続いた．今

回，時期については条件をつけなかったが，回数につ

いては，ターゲットとする対象者のライフスタイルや

対象者が参加しやすい時期を考慮し，プログラム設定

の際の留意事項などを学習項目に入れていくことが必

要と考える．

④場所選択と設定

　栄養教育を実施する場所は，対象者のライフステー

ジ，ライフスタイルなどを考慮して設定する必要が

ある9）．しかし，学生は知識と経験の少なさからかイ

メージができず，安易に設定していることが多かっ

た．このことから栄養教育を行う施設と会場，対象者

が具体的にイメージしやすいように提示を検討した

い（表2）．対象者の参加しやすい場所・スペースや設

備，アクセスのしやすさなどについても考慮できるよ

う，マネジメント力として養っていく必要がある．

（3）プレゼンテーション

　本実習のプレゼンテーションは，管理栄養士の立場

で栄養マネジメント企画書を職場の上司あるいはス

タッフ等に説明するという設定で行った．時間を一人

5分とし，筋道を立てて効果的なプレゼンテーション

ができるよう計画書（表3）を作成し，導入・展開・

まとめの流れを習得できるようにするとともに，評価

観点を示し，5段階評価とした（表4）．
　全体計画案においては，概ね平均して高評価であっ

た（図2）．低評価であった者は，目標設定や対象者，

期間など，プログラム内容の具体性に欠けていたもの

であった．また，高評価であった者は，アセスメント

表4． 栄養教育マネジメントにおけるプレゼンテーションの評価項目
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を踏まえ，具体的なプログラムが立案されたもので

あった．評価の差は全体計画の内容もさることなが

ら，伝える内容の明確さの差であった．つまり，プレ

ゼンテーション計画書にまとめる力が重要であること

が明らかになった．

　プレゼンテーションの評価においては，全体的に

「強調」と「準備物」で低い評価だった（図3）．原稿

を見すぎるあまり棒読みになり，抑揚のない発表に

なっていた．また，「言葉」と「時間」の評価に開き

が見られたのは，緊張のあまり声が小さく早口にな

り，持ち時間を有効に使用せず，終了してしまったと

いう悪循環が重なった結果である．

　本研究において，プレゼンテーション技法と栄養教

育マネジメントを同時に評価する方法をとった．その

ため，諸計画を見ながら全ての項目を評価する難しさ

があったようで，プレゼンテーション評価点を事前に

十分理解させておく必要があった．

　その例として，持ち時間がオーバーあるいは短いな

ど有効に活用していない，プレゼンテーションを助け

る準備物がない者に対しても高評価をつける者もいる

など課題が残った．

　評価は5段階としたが，評価法についてはプレゼン

テーション力習得のためにも，今後検討する予定であ

る．

今後の課題

　栄養教育プログラムを作成するにあたり，どのよう

な流れで進めていくのかをフローチャートで提示した

が，その理解は不十分であった．さらに栄養教育マネ

ジメントには，6W，1H，1B10）の要素を基本として計

画することを理解させ，PDCA サイクルの理論から実

践へ統合できるスキル習得をさらに目指す必要がある．

　本実習では，プログラムの作成までにとどまった

が，模擬栄養教育を実施し，目標達成度を確認し，評

価・改善する必要がある．

　しかし，平光11）は，対象者が実在しないため PDCA
サイクルの実施（Do）の部分ができず，学内実習で

は模擬授業に留まるとしている．栄養教育プログラム

の有効性・効果・効率を「企画評価」「経過評価」「影

響評価」「結果評価」で評価することも重要であるこ

とから，今後は，実施（Do）から評価（Check），見

直し・改善（Action）までの授業方法を検討していく．

　本授業内容は，管理栄養士国家試験の応用力問題に

もつながるマネジメント力を習得する重要な場であ

る．このことから更なる効果をあげる授業内容を検討

していく予定である．
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─ Through practice of the nutrition education theory ─
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Abstract

　Since the clarification of the duties of a registered dietitian, the Ministry of Health, Labor and Welfare has revised the Guide-
lines for the National Examination for Registered Dietitians three times.　The “nutrition education theory”， which is a spe-
cialized subject within the registered dietitian course, was revised in 2015 to focus on nutrition education based on behavioral 
sciences, such as the behavioral science concept, behavior modification techniques, and nutrition education management.　In 
nutrition education theory practice, emphasis is placed on planning, implementing and evaluating a nutrition education program 
which can promote desirable behavioral changes in the subject's eating behavior.　Consequently, the purpose of this paper is 
to establish practical knowledge (theory) learned through the Nutrition Education Theory and to consider a method to practice 
learning skills in nutrition education theory.
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