
診療報酬改定に伴う研修会一覧　平成28（2016）年3月29日時点

グレー色塗りは開催終了

都道府県名 研修会名 開催期日 開催場所 会場名称 問合せ先 問合せ方法 リンク先
開催終了
or受付終了

北海道
平成28年度診療報酬改定に伴う研修会（伝達講
習）

平成28年3月26日(土) 札幌市 北海道自治労会館 （公社）北海道栄養士会 TEL:011-251-7071
http://hoku-
ei.sakura.ne.jp/occupation_branch/med
icine/h28-dentatsu

開催終了

青森 平成28年度　診療報酬改定に伴う伝達研修会 平成28年3月26日(土) 青森市
青森県観光物産館ｱｽﾊﾟﾑ
5階 ｢あすなろ｣

（公社）青森県栄養士会
TEL:017-735-7003
FAX:017-735-7005

http://www11.ocn.ne.jp/~aoeiyou/ 開催終了

岩手 平成28年度診療報酬改定に伴う伝達講習会
平成28年3月12日(土)
14:00～
終了予定時刻15:30

盛岡市
いわて県民情報交流ｾﾝﾀｰ
ｱｲｰﾅ
8階 804A

（公社）
岩手県栄養士会  事務局

TEL:019-625-3706 http://iwate-eiyoshikai.or.jp/?p=1820 開催終了

宮城 宮城県栄養士会総会 平成28年6月5日(日) 仙台市 ﾌｫﾚｽﾄ仙台 （公社）宮城県栄養士会 TEL:022-265-8007

秋田 秋田県認知症ケア研修会 平成28年3月13日(日) 秋田市 秋田県総合保健ｾﾝﾀｰ （公社）秋田県栄養士会
TEL:018-800-6708
FAX:018-800-6717

http://www.akita-eiyou.or.jp/ 開催終了

福島 会津地区病院研究会 平成28年4月21日(木) 会津若松市 竹田綜合病院  竹田ﾎｰﾙ 竹田綜合病院　　室井弘子

福島 県北地区病院給食研究会（双相地区含） 平成28年4月22日(金) 福島市 保険福祉ｾﾝﾀｰ 福島赤十字病院　　佐藤る美子

福島 県南地区病院給食研究会 平成28年4月22日(金) 郡山市 郡山市中央公民館 総合南東北病院　中牟田成美

福島 いわき集団栄養給食研究会 平成28年4月18日(月) いわき平市 正月荘
公益財団法人磐城済世会
舞子浜病院　　鈴木桂子

茨城
 (公社)茨城県栄養士会　医療専門研究会
ブロック合同研修会

平成28年3月21日(月) 水戸市 茨城県開発公社
茨城県立こども病院
栄養科
加藤かな江

TEL:029-254-1151
Email:eiyou@ibaraki-
kodomo.com

http://www.ibarakiken-
eiyoushikai.or.jp/

開催終了

群馬 地域医療連携支援と栄養管理情報 平成28年3月26日(土) 前橋市
群馬中央病院
大会議場

医療事業部長
群馬中央病院　栄養管理
室
塚越　淳

Email:junayana@jcom.home.ne.jhttp://gunma-eiyou.jp/ 開催終了
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東京 医療事業部企画運営委員会報告会・研修会 平成28年3月10日(木) 御茶ノ水
東京医科歯科大学 3号館2階 医学
科講義室1

（公社）東京都栄養士会 ﾒｰﾙのみ - 開催終了

東京 ブロック会 未定 未定 未定 （公社）東京都栄養士会 ﾒｰﾙのみの予定 -

神奈川
神奈川県栄養士会医療事業部会栄養管理セミ
ナー・京浜ブロック合同研修会

平成28年2月20日(土) 横浜市
神奈川県総合薬事
保健ｾﾝﾀｰ

 
川崎市立川崎病院食養科
亀山 亜希夫

TEL:044-233-5521 http://www.kana-eiyo.or.jp/ 開催終了

神奈川 事業報告会及び伝達講習会 平成28年4月9日(土) 海老名市 海老名市文化会館

 
川崎市立川崎病院食養科
亀山 亜希夫

TEL:044-233-5521 http://www.kana-eiyo.or.jp/

新潟 平成28年度 診療報酬改定に伴なう研修会 平成28年3月19日(土) 新潟市 新潟ﾃﾙｻ （公社）新潟県栄養士会
TEL:025-2224-5966
Email:n.eiyou@axel.ocn.ne.jp

開催終了

石川
スキルアップ研修会
診療報酬改定の情報提供と意見交換会

平成28年3月11日(金) 白山市
白山市民交流ｾﾝﾀｰ
4階 研修室B

（公社）石川県栄養士会 TEL:076-259-5061 http://www.ishikawa-eiyoushi.com/ 開催終了

石川 能登支部研修会 平成28年3月18日(金) 公立穴水総合病院 透析2階 講堂 （公社）石川県栄養士会 TEL:076-259-5061 http://www.ishikawa-eiyoushi.com/ 開催終了

石川
スキルアップ研修会
診療報酬改定の情報提供と意見交換会

平成28年3月20日(日) 金沢市
金沢市ものづくり会館
2階 研修室

（公社）石川県栄養士会 TEL:076-259-5061 http://www.ishikawa-eiyoushi.com/ 開催終了

石川
スキルアップ研修会
診療報酬改定の情報提供と意見交換会

平成28年3月26日(土) 小松市 小松市第一地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ(予定) （公社）石川県栄養士会 TEL:076-259-5061 http://www.ishikawa-eiyoushi.com/ 開催終了

山梨
（公社）山梨県栄養士会医療事業部
平成27年度研修会

平成28年3月12日(土)
14:00～16:00

甲府市 ぴゅあ総合　2F小研修室1
山梨大学医学部附属病院
栄養管理部　小林貴子

TEL:055-225-3141 takakok@yamanashi.ac.jp 開催終了

長野 医療事業部研修会 平成28年4月2日(土) 長野市 長野県農協ﾋﾞﾙ （公社）長野県栄養士会

岐阜 医療事業部研修会 平成28年3月13日 岐阜市 岐阜県ふれあい会館 医療事業部 大垣市民病院 開催終了

岐阜 東濃圏域研修会 平成28年3月16日 瑞浪市 瑞浪市総合文化ｾﾝﾀｰ
東濃圏域・栄養ｹｱコーディ
ネーター

栄養ｹｱｾﾝﾀｰ
TEL:058-278-5230

開催終了

http://www.kana-eiyo.or.jp/
http://www.kana-eiyo.or.jp/
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岐阜 飛騨圏域研修会 平成28年3月26日 高山市 高山文化ｾﾝﾀｰ
飛騨圏域・栄養ｹｱコーディ
ネーター

栄養ｹｱｾﾝﾀｰ
TEL:058-278-5230

開催終了

岐阜 西濃圏域研修会 平成28年3月26日 大垣市 大垣市子育て総合支援ｾﾝﾀｰ
西濃圏域・栄養ｹｱコーディ
ネーター

栄養ｹｱｾﾝﾀｰ
TEL:058-278-5230

開催終了

岐阜 岐阜圏域研修会 平成28年3月27日 岐阜市 岐阜県図書館
岐阜圏域・栄養ｹｱコーディ
ネーター

栄養ｹｱｾﾝﾀｰ
TEL:058-278-5230

開催終了

岐阜 中濃圏域研修会 平成28年3月29日 美濃市 中濃総合庁舎
中濃圏域・栄養ｹｱコーディ
ネーター

栄養ｹｱｾﾝﾀｰ
TEL:058-278-5230

開催終了

三重 三重県栄養士会　研究発表会 平成28年3月12(土) 三重県津市
三重県勤労者
福祉会館

（公社）三重県栄養士会
田島

mie-eiyo@axel.ocn.ne.jp 開催終了

三重 三重県臨床栄養研究会　研究業績発表会 平成28年4月9日(土) 三重県津市
三重大学
ﾒﾃﾞｨｱﾎｰﾙ

（公社）三重県栄養士会
田島

mie-eiyo@axel.ocn.ne.jp

滋賀 平成２８年度診療報酬改定に伴う研修会 平成28年3月25日(金) 守山市 守山駅前ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾎｰﾙ （公社）滋賀県栄養士会 TEL & FAX:077-581-1366 http://www.shiga-ad.or.jp/ 開催終了

京都 平成２７年度スキルアップ研修会 平成28年3月26日(土) 京都市 ｷｬﾝﾊﾟｽﾌﾟﾗｻﾞ京都  第四会議室 （公社）京都府栄養士会 TEL:075-642-7568 http://www.kyoto-eiyoshikai.or.jp/ 開催終了

兵庫
「平成28年度診療報酬改定について」伝達講習
会

平成28年3月14日(月) 神戸市 ひょうご女性交流館 501号 （公社）兵庫県栄養士会
TEL:078-251-5311
FAX:078-262-6645

http://www.eiyou-
hyogo.or.jp/publics/index/52/

開催終了

奈良 医療法改正説明会 平成28年4月26日(火)(予定) 奈良市 奈良県文化会館 2F会議室 （公社）奈良県栄養士会事務局
Email:n-eiyou@m4.kcn.ne.jp
TEL:0744-33-2166 http://www4.kcn.ne.jp/~n-eiyou/

和歌山 平成２８年度診療報酬改定に伴う研修会 平成28年3月19日(土) 和歌山市
県民交流ﾌﾟﾗｻﾞ･和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛6階
603室

（公社）和歌山県栄養士会 0734-26-4617 開催終了

鳥取
平成28年度診療報酬改定に係る講習会（栄養部
門）

平成28年3月12日(土) 鳥取県倉吉市 鳥取県立厚生病院 谷口病院　担当：井上

TEL:0858-26-1211
FAX:0858-26-1216

開催終了

島根 「診療報酬改定に関する情報提供」の伝達講習 平成28年3月12日(土) 出雲市
島根県立中央病院(出雲市)
3階 会議室1

松江赤十字病院栄養課　引野 TEL:0852-32-6946 開催終了

mailto:mie-eiyo@axel.ocn.ne.jp
http://www.kyoto-eiyoshikai.or.jp/
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島根 「診療報酬改定に関する情報提供」の伝達講習 平成28年3月27日(日) 浜田市 いわみｰる(浜田市) 301会議室 松江赤十字病院栄養課　引野 TEL:0852-32-6946 開催終了

広島 第4回広島県栄養士会医療事業部研修会 平成28年3月26日 広島市 広島県健康福祉ｾﾝﾀｰ （公社）広島県栄養士会事務局 TEL:082-261-0885 http://www.eiyou-hiroshima.or.jp/ 開催終了

山口
平成２８年度診療報酬改定に伴う栄養部門伝達
講習会

平成28年3月27日(日) 宇部市
山口大学医学部
総合研究棟1階
S-1教室

山口大学医学部附属病院
栄養治療部　有冨早苗

TEL:0836-22-2119 http://www.yama-ei.com/ 開催終了

香川
平成28年度診療報酬改定に関する医療職域研
修会

平成28年3月20日(日) 高松市 香川県立中央病院 1階講堂 （公社）香川県栄養士会 TEL:087-811-2858 開催終了

徳島
（公社）徳島県栄養士会研修会～平成28年度診
療報酬改定について～

平成28年3月21日(月・祝) 徳島市
徳島県立中央ﾃｸﾉｽｸｰﾙ ろうきんﾎｰ

ﾙ
（公社）徳島県栄養士会 TEL:088-626-0166 開催終了

高知 診療報酬改定研修会 平成28年3月28日(月) 高知市 高知市総合あんしんｾﾝﾀｰ （公社）高知県栄養士会
TEL:088-872-9411
FAX:088-855-5754
Email:info@eiyotosa.jp

開催終了

福岡

平成28年診療報酬改定対応伝達講習　管理栄
養士の専門性を高める
栄養管理・栄養指導力スキルアップセミナー

平成28年3月26日(土) 福岡市
九州ﾋﾞﾙ9F大ﾎｰﾙ
(博多区博多駅南1-8-31)

（公社）福岡県栄養士会
TEL:092-631-1160

http://fukuoka-dietitian.or.jp/326-
%e5%b9%b3%e6%88%9028%e5%b9%b4%e8
%a8%ba%e7%99%82%e5%a0%b1%e9%85%a
c%e6%94%b9%e5%ae%9a%e5%af%be%e5%
bf%9c%e4%bc%9d%e9%81%94%e8%ac%9b
%e7%bf%92/

開催終了

福岡

医療介護の方向性とこれからの管理栄養士・栄
養士業務
◆診療報酬改定情報と平成３０年の介護同時改
定にむけて
◆これからの栄養管理・栄養指導の充実

平成28年5月7日(土) 福岡市 ﾊﾟﾋﾟﾖﾝ24 ｶﾞｽﾎｰﾙ
(博多区千代 1-17-1)

（公社）福岡県栄養士会 TEL:092-631-1160

http://fukuoka-dietitian.or.jp/57-
%e8%a8%ba%e7%99%82%e5%a0%b1%e9%8
5%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e6%83%85%
e5%a0%b1%e3%81%a8%e5%b9%b3%e6%88
%9030%e5%b9%b4%e4%bb%8b%e8%ad%b7
%e5%90%8c%e6%99%82%e6%94%b9%e5%a
e%9a%e3%81%ab%e5%90%91%e3%81%91/

平成28年
4月22日（金）

佐賀
第6回医療事業部研修会「平成28年度診療報酬
改定について」

平成28年2月19日(金)  佐賀市
佐賀市文化会館
大会議室

佐賀県医療センター
好生館
担当：小根森

FAX:0952-28-1349
http://www.sagaeiyou.sakura.ne.jp/img
/2016.2.19iryo.pdf

開催終了

佐賀 診療報酬伝達講習会 平成28年3月18日(金) 佐賀市
佐賀県医療ｾﾝﾀｰ
好生館 2階
多目的ﾎｰﾙ

（公社）佐賀県栄養士会事
務局

3月11日締切
TEL:0952-26-2218
Email:sagakeneiyoushikai@luc
k.ocn.ne.jp

http://www.sagaeiyou.sakura.ne.jp/img
/2016.3.4sinryou.pdf

開催終了

長崎
「平成２８年度診療報酬改定に関する情報」
伝達講習会

平成28年3月12日(土) 諫早市 諫早文化会館
（公社）長崎県栄養士会
医療協議会
代表　冨工　由貴

TEL:0957-27-2123
http://www.nagasakiken-
eiyoushikai.or.jp/

開催終了

長崎
「平成２８年度診療報酬改定に関する情報」
伝達講習会

平成28年3月14日(月) 長崎市
長崎市立図書館
新興善
ﾒﾓﾘｱﾙﾎｰﾙ

（公社）長崎県栄養士会
医療協議会
代表　冨工　由貴

TEL:0957-27-2123
http://www.nagasakiken-
eiyoushikai.or.jp/

開催終了
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長崎
「平成２８年度診療報酬改定に関する情報」
伝達講習会

平成28年3月19日(土) 佐世保市 佐世保市中央公民館
（公社）長崎県栄養士会
医療協議会
代表　冨工　由貴

TEL:0957-27-2123
http://www.nagasakiken-
eiyoushikai.or.jp/

開催終了

宮崎 医療事業部研修会 平成28年3月19日(土) 宮崎市 宮崎県総合保健ｾﾝﾀｰ5階 大研修室 （公社）宮崎県栄養士会事務局 TEL:0985-22-6105 http://www61.tiki.ne.jp/^mz-eiyoushi/ 開催終了

沖縄 平成27年度　医療事業部研修会 平成28年3月20日(日)  宜野湾市 沖縄ﾔｸﾙﾄ会館 （公社）沖縄県栄養士会 TEL:098-942-5311 http://okinawa-eiyo.or.jp/ 開催終了
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