未病医療を通して健康で生き生きとした長寿社会に貢献する
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栄養医学指導師 養成講座
（メディカルサプリメント指導士カウンセラー）

第12期受講者募集
期 間 ： 2019年4月21日
（日）〜11月3日
（日）
会 場 ： BIZ 新宿 東京都新宿区西新宿区6−8−2
主 催 ： 特定非営利活動法人 日本メディカルサプリメント協会
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※講師の先生は変更になる場合もございます。

健康

未病

病気

栄養医学指導師は、未病の状態から病気にすすまない、心身の一
連の変化の過程において、特定の疾患の予防や治療に止まらず、心
と体全体の状態を整え改善することを目指します。時代に適応した

未病とは、健康と病気を「二分論」の概念で捉えるのではなく、
心身の状態は健康と病気の間を連続的に変化するものとして
捉え、この全ての変化の過程を表す概念である。
（国の「健康・医療戦略」より）

知識と技術を生かし、分子整合医学から生化学と薬剤学も含む最
新の栄養学のアプローチで、
「未病を治す」未病の改善で健康に貢
献する活動を推進します。

栄養医学指導師 養成講座（メディカルサプリメント指導士カウンセラー）
募集要項

実践的知識を習得する講座
日程

■ 受講対象者
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、保健師、看護師、助産師、
管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、はり師、きゅう師、理学
療法士、作業療法士、柔道整復師、臨床心理士、臨床検査

講義内容および担当講師（敬称略）

オリエンテーション

第1回
4月21日
（日）

① 医療の常識の真実と未病について／田中秀一
② Choosing Wisely 他人任せにしない賢い医療選択／小泉俊三
③ 分子整合医学から生化学と最新の栄養学／畠山昌樹

技師、クリニックスタッフ、その他（大学院、大学、短期大学、
専門学校）
を卒業した者。

④ 細胞分子生物学・細胞構成分子／畠山昌樹

第2回

■ 募集人数：30名
■ お申込みについて
ホームページのお申込みフォームをご利用ください。

URL http://npojmsa.com/

5月19日
（日）

⑤ 血液検査データの読み方（Ⅰ）／満尾 正

第3回

⑦ 栄養学とその問題点〜薬剤学の視点から〜／内海 聡

6月16日
（日）

⑧ 症例から学ぶメデイカルカウンセリング／水木さとみ

第4回

⑩ 精神医学の実態／内海 聡

お申込み受付後、返信メールで受講費のお振込先とクレジッ
ト決済の方法をお知らせ致します。
受講費のお支払いで、お申込み完了とさせていただきます。
※お振込み手数料はご負担をお願い致します。

⑪ 炎症とマイクロバイオーム／有馬よう子

第5回

⑬ 腸内フローラと免疫力〜腸健康法〜／藤田紘一郎

8月4日
（日）

⑭ 便秘症を治す／水上 健

第6回

⑯ 融合医学と養生／中田英之

●受講費は一括払い、または2回払いをお選びいただけます。
（下記表参照）
●受講費には、テキスト代、修了試験料が含まれます。
●お支払いは、一括の場合はお振込みのみ。2回払いの場合は

⑨ ビタミン類・ミネラル類／畠山昌樹

7月14日
（日）

※リボ払いは、クレジット会社にお問い合わせください。

■ 受講費について

⑥ 血液検査データに読み方（Ⅱ）／満尾 正

9月15日
（日）

⑫ Detox（解毒）／有馬よう子

⑮ 生活習慣病の指導法／畠山昌樹

⑰ がん制圧の法則と臨床について ／和田洋巳
⑱ がん、生活習慣病を撃退するいのちの食事／和田洋巳

お振込みとクレジットカード決済をお選びいただけます。
●キャンセルは、開催日1か月前までは全額返金いたします。
開催日2週間前までは、20％のキャンセル費用をご負担い
ただきます。なお、開催日2週間前から開催途中での返金に
は応じられませんので予めご了承ください。

一括払い

2回払い

250,000円（＋消費税20,000円）
入金期限／2019年 4月10日
（水）
まで
1回目：130,000円（＋消費税10,400円）
入金期限／2019年 4月10日
（水）
まで
2回目：130,000円（＋消費税10,400円）
入金期限／2019年7月10日
（水）
まで

第7回

⑲ 減薬・断薬の臨床について／内海 聡

第8回

修了試験

10月13日
（日） ⑳ 遅延型フードアレルギー検査と臨床治療／上符正志
㉑ 総合ホルモン検査と臨床治療〜副腎疲労症候群〜／上符正志

11月3日
（日）

合格発表
12月1日
（日）

※ご利用いただけるクレジットカード

10：00〜11：30（テキスト持ち込み可）

休憩
修了試験

Diploma

11：45〜13：15（テキスト持ち込み可）

10：30〜11：00

※開催日、講義内容および講師の先生が変更になる場合がございます。
※欠席された時の補講の予定はございません。予めご承知ください。

講義時間 ：10：00〜16：30（開場9：30）

各回共通時間割

ミニ情報

10：00〜10：20

午前の講義 ①

10：30〜12：00

昼食

午後の講義 ②
午後の講義 ③

会 場：B IZ 新宿

13：00〜14：30
14：50〜16：20

※時間割は変更になる場合もございます。

●交通アクセス
ＪＲ「新宿駅」西口 徒歩9分
東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」徒歩3分
都営地下鉄大江戸線「都庁前駅」徒歩5分

特定非営利活動法人

日本メディカルサプリメント協会
JMSA（Japan Medical Supplement Association）

〒252-0216

12：00〜13：00

神奈川県相模原市中央区清新5-15-7-301

お問合せ
◎TEL. 042 -774 -7588／FAX . 042-703-0568
◎受付時間 10：00〜18：00（土・日・祝日除く）

E-mail : npojmsa@sweet.ocn.ne.jp

