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神奈川県立保健福祉大学 教育研究活動報告書

田中 和美（大学院研究科兼務）
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著書
1)

田中和美. 杉山みち子、三浦公嗣、高田健人、梶井文子、宇田淳、藤谷朝実、加藤昌彦、
小山秀夫、大和田浩子、古明地夕佳、日名子まき他(2022) :栄養ケア・マネジメントの実
装 P58-59,106-107.ヘルスケアテクノ株式会社
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学術論文
1)

長谷川 未帆子,高田 健人,長瀬 香織,浅見 桃子,濱田 秋平,遠又 靖丈,田中 和美,苅部 康
子,堤 亮介,谷中 景子,加藤 すみ子,松山 沙奈江, 古明地 夕佳,榎 裕美,高田 和子,加藤
昌彦,小山 秀夫,杉山 みち子,三浦 公嗣.（2021）.

介護保険施設における栄養ケア・マ

ネジメントの在り方と「低栄養リスク」「誤嚥性肺炎による入院」「経口維持の看取り」
「在宅復帰」との関連：2019 年度全国施設横断調査から. 日本健康・栄養システム学会
誌.20(2).p.10-22.
2)

湯野 真理子,田中 和美.(2021). 一般地域住民におけるフレイルと死亡との関係-年齢区
分別検証. 日本臨床栄養学会雑誌.accepted.

3)

遠又 靖丈,高田 健人,田中 和美. どのような認知症グループホームが、利用者の低栄養
状態のリスクを把握しているのか？：認知症グループホームの施設特性と栄養スクリー
ニング加算算定との関連に関する施設単位の横断研究. 厚生の指標. 2022;69(2):31-38.

4)

K.Nakajima,M.Yuno,K.Tanaka,T.Nakamura
High

Aspartate
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Aminotransferase

Ratio

may

be

Associated with All-cause Mortality in the Elderly: A Retrospective Cohort Study
using Artificial Intelligence and Conventional Analysis。Healthcare. 2021.
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その他の著作
1) 研究報告書：由田克士、田中和美、串田修、澁谷いづみ、荒井裕介、小山達也、磯部澄 枝、
諸岡歩、飯田綾香（2022 年）. 令和 3 年度厚生労働科学研究費 循環器疾患糖尿病等生
活習慣病外作総合研究事業 「公衆衛生領域を中心とした自治体栄養士育成プログラム開
発のための研究」分担研究（2 報）
・
「目指職位により市町村に勤務する管理栄養士・栄養士としてのスキルアップに関する
ことや 10 年後に目指すべき姿は異なっているのか」
・
「健康づくりの経験年数別にみた自治体栄養士の学習ニード」
2)

研究報告書：田中 和美、遠又 靖丈（2022 年）.令和 3 年度厚生労働科学研究費 政策科
学総合研究事業「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施推進に係る検証のための研
究」分担研究 （2 報）
・健康状態不明者の把握事業における実施体制の構築
・低栄養高齢者における栄養相談の効果検証

3)

研究報告書：厚生労働省老人保健事業 榎裕美,田中和美、遠又靖丈、長瀬香織、高田健
人、古明地夕佳、堤亮介、岡本節子、大原里子、苅部康子、谷中景子、長谷川未帆子、加
藤すみ子「R3 年度老人保健事業推進費等補助金 介護保険施設等における栄養ケア・マ
ネジメントの実態に関する調査研究事業」

2021.4.1～2022.3.31

4)

神奈川県立保健福祉大学 教育研究活動報告書

研究報告書：：谷戸地区でくらす住民の健康増進に向けた支援の検討-健康増進における
課題抽出と地域住民の内発的動機付けの促進

5)

日本栄養士会雑誌

2022.2 月号：『高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン第 2

版』の策定 2022.2 発行
6)

公衆衛生情報みやぎ 2022 4 月号：100 歳まで美味しく食べる～生涯にわたり自分らし
く食べるには～ 2021.3 発行
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学会，協会，公的団体の委員など令和 3 年~4 年
1)

厚生労働省 健康局、保険局、老健局 座長及び有識者・委員

「栄養ケア活動支援整備事業評価委員会」、「民間事業者が収集する栄養情報の利活用に係る
調査」、「管理栄養士国家試験」、
「第４期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会」、
「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン」、
「高齢者の保健事業ガイドライン改訂版
作成」
、
「エビデンスを踏まえた介護予防マニュアル改訂に関する研究事業」
2)

国保中央会「高齢者の保健事業ワーキンググループ」委員

3)

神奈川県高齢福祉課 「かながわ高齢者保健福祉計画評価推進委員会」
「介護予防事業市
町村支援委員会」部会長・委員

4)

大和市 栄養活動アドバイザー

5)

横須賀市 健康推進計画・食育推進計画専門部会員

6)

日本栄養ケア・システム学会 理事
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社会貢献

1) 行政栄養士に関わる勉強会の支援（川崎市、大和市、横須賀市）通年

2) 国民健康保険中央会 高齢者の保健事業ワーキング・グループ 令和 6 年度まで
3) 神奈川県高齢福祉課 市町村伴走支援 令和 3 年度
4）三浦市地域活性化交流事業
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講演，放送
1)

高齢者の保健事業に関する講演：日本栄養士会・宮城・大分県栄養士会、国保連合会（島
根県・福岡県・岡山県・和歌山県・佐賀県）、後期高齢者医療広域連合（東京都・神奈川
県）
、神奈川県庁、東京都特別区・宮城県庁・長崎県庁、国保中央会、千葉県印旛郡市、
日本健康・栄養システム学会総会 （令和 3 年 4 月~令和 4 年 3 月）

2)
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東京栄養サミット 令和 3 年 12 月
学会等での活動

1)

発表 シンポジスト
・第 80 回日本公衆衛生学会総会 「10 年後を見据えた新しい自治体管理栄養士養成プ
ログラムの提案」
「低栄養予防のコツは楽しく食べてつながる」2021.12.
・日本総合健診医学会第 50 回大会 「次世代のフレイル・ロコモ・栄養への展望」2022.1.
・日本健康・栄養システム学会 シンポジスト 1 件総会地域連携について 発表 3 件、
コロナ禍における通いの場利用高齢者の栄養状態と社会的フレイルの関連. 介護保険施
設入所者における入所前の居所（他の介護保険施設・一般病床・居宅）との栄養情報連携.

2021.4.1～2022.3.31

神奈川県立保健福祉大学 教育研究活動報告書

要支援高齢者の「食事準備状況」と要介護度悪化・死亡の関係. 2021.7.26
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学内教育活動 通年

1） 栄養管理概論、保健医療福祉論Ⅰ、栄養教育各論Ⅰ・Ⅱ、公衆衛生学Ⅰ、公衆栄養学Ⅰ・
Ⅱ、栄養教育実習、栄養政策論、栄養ケア･マネジメント特論、ヒューマンサービス特
論、外書講読、栄養ケア･マネジメント課程、地域栄養診断と計画つくり研修
2)
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論文指導：ゼミ生 4 名、修士 1 名
学内各種委員会活動

1)

地域貢献研センター副センター長

2)

地域貢献部門長

10 科学研究費補助金，その他の補助金などの受託
1)

令和 3 年度厚生労働科学研究費：政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）高齢
者の保健事業と介護予防の一体的実施推進に係る検証のための研究. 2021.4-2022.3. 研
究分担者

2)

令和 3 年度厚生労働科学研究費：循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 公
衆衛生領域を中心とした自治体栄養士育成プログラム開発のための研究.2021.4-2022.3.
研究分担者

3)

日本公衆衛生協会：令和 3 年度地域保健総合推進事業 将来を見据えた、地域における
栄養政策の企画・立案手法に関する研修 2021.4-2022.3. 助言者.
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1)

学内研究助成金の受託
研究助成 A（協働研究）助成金：谷戸地区でくらす住民の健康増進に向けた支援の検討健康増進における課題抽出と地域住民の内発的動機付けの促進- 2021.6.1-2022.3.31.研
究分担者

2)

学科研究費：低栄養リスクのある在宅高齢者の社会的処方についての研究

3)

SHI 共同：予防医療教育プログラムの開発と評価. 2021.11-2026.3. 研究分担者.

12 受賞
1)

神奈川県公衆衛生協会 研究奨励表彰 「青木賞」受賞, 喫煙を伴う特定保健指導該当者の
生活習慣に関する検討. 2021.11.17.

