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研修会のご案内 

 

                            管理士会会長 長岡 康夫 

 

（一社）日本食品安全協会では、厚生労働省と消費者庁が直面している食品（健康食品を含む）

の様々な問題とそのリスクコミュニケーションに対して、会員の皆様がよりスムーズに対応でき

る体制の構築を目指しております。そこで、改めて基礎的な事項から学び直すための研修会を行

うことにし、４月１８日に第１回を開催しそのスタートを切りました。 

 今回は、その第６回の研修会を下記のように行うことになりました。皆様の振るってのご参加

をおまちしています。なお、本研修会は、会員以外の方を含めて、オンデマンド形式でもご聴講

いただける形としております。 

 

記 

 

日時 令和 3 年 7 月 25 日（日） 13：00 ～ 16：20 

方法 オンライン（Zoom）および期間限定オンデマンド（9 月 15 日まで公開予定） 

講義中にキーワードを 4 つ申しあげます。講義終了後、ご案内しております Google フォームよ

り入力をお願いいたします。こちらの入力をもって参加確認とさせていただきます。 

 

 

１．研修会次第(敬称略) 

 

（１）司会のご挨拶（13：00 ～ 13：05） 

               （一社）日本食品安全協会副理事長  北市清幸 

 

（２）演題１ （13：05～14：35 10 分の質疑を含む) 

演題「健康食品問題の現状を学びなおそう」 

 

機能性表示食品制度が発足して 7 年目に入り届け出総数は 4 千件を超え、昨年 4 月から施行

された「指定成分」の安全管理者として「食の安全管理士」が注目され始めている現状を踏まえ

改めて日本の健康食品問題を基礎から見直してみます。 

 

（一社）日本食品安全協会理事長 長村洋一 

 

（３）休憩（15 分） 
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（４）演題２ （14：50～16：20 10 分の質疑を含む） 

    演題「健康食品相談の留意点～専門家と消費者のギャップ～」 

                                 

健康食品管理士の一つの役割として、一般消費者の健康食品相談を受けるということ

があると思います。専門家の皆さんと消費者の知識量や情報量の違いによるギャップが

あること理解する必要があります。 

今回は、健康食品相談に応じる上で、アドバイザリースタッフとして理解しておかね

ばならないことを、具体的な事例を織り交ぜ説明いたします。また、健康食品の表示の

見方についても、少し解説いたします。 

 

アドバイザリースタッフ研究会 代表世話人  

国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 協力研究員 

千葉一敏 

 

２．オンライン（Ｚｏｏｍ）による参加申込方法 

・定員：100 名 

・参加対象者および参加費 

健康食品管理士：無料 

アドバイザリースタッフ：２０００円 

NR・サプリメントアドバイザーまたは食品保健指導士の単位申請を必要とされる健康食

品管理士の方はアドバイザリースタッフとしてお申込みください。 

その他一般：３０００円 

 

（１）健康食品管理士の方 

  参加当日の Zoom へのサインインは不要です。 

認定単位 【5 単位】認定 

参加費 無料 

申込締め切り 7 月 20 日（火） 

申込方法 協会事務局メールアドレス info@jafsra.or.jp 宛てに「7 月 25 日研修会

オンライン参加希望」のタイトルで申込み下さい。メール本文に「氏

名」、「会員番号」、「メールアドレス」を記載してください。 

当日の URL、パスコードをご案内いたします。 

単位認定方法 出欠は協会から研修会参加用 URL と一緒に送られる Google フォーム

により管理を行います。回答した方から順次単位を認定します。 

（※システムの都合上、単位認定日付はオンデマンド配信終了日とし

ますのでご容赦ください。） 
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（２）NR・サプリメントアドバイザー及び食品保健指導士の方 

本研修会はアドバイザリースタッフ（NR・サプリメントアドバイザー及び食品保健指導士)の単

位を認定することが決まりました。 

認定単位 NR・サプリメントアドバイザー更新単位【5 単位】認定 

食品保健指導士更新単位【1 単位】認定 

参加費 2000 円（※健康食品管理士の方であっても NR・サプリメントアドバ

イザーまたは食品保健指導士の単位申請のための受講は有料とさせて

いただきますのでご注意ください。） 

振込先 ※「認定番号」「氏名」をご入力願います。 

【ゆうちょ銀行からお振込みの場合】 

振込先：ゆうちょ銀行  口座記号：12210  口座番号：22516221 

名義：一般社団法人日本食品安全協会 

【ゆうちょ銀行以外からお振込みの場合】 

振込先：ゆうちょ銀行  店名：二二八（読み ニニハチ）  店番：228 

預金科目：普通預金  口座番号：2251622 

名義：一般社団法人日本食品安全協会 

申込方法 協会事務局メールアドレス info@jafsra.or.jp 宛てに「7 月 25 日研修会

オンライン参加希望（アドバイザリースタッフ）」のタイトルで申込用

紙を添付してお申込み下さい。 

入金確認後、当日の URL、パスコードをご案内いたします。 

申込締め切り 7 月 20 日（火） 

単位認定方法 出欠は協会から研修会参加用 URL と一緒に送られる Google フォーム

により管理を行います。回答した方へ単位を認定します。 

 

（３）一般の方 

参加費 3000 円  

振込先 ※「氏名」をご入力願います。 

【ゆうちょ銀行からお振込みの場合】 

振込先：ゆうちょ銀行  口座記号：12210  口座番号：22516221 

名義：一般社団法人日本食品安全協会 

【ゆうちょ銀行以外からお振込みの場合】 

振込先：ゆうちょ銀行  店名：二二八（読み ニニハチ）  店番：228 

預金科目：普通預金  口座番号：2251622 

名義：一般社団法人日本食品安全協会 

申込方法 協会事務局メールアドレス info@jafsra.or.jp 宛てに「7 月 25 日研修会

オンライン参加希望（一般）」のタイトルで申込用紙を添付してお申込

み下さい。 

入金確認後、当日の URL、パスコードをご案内いたします。 

申込締め切り 7 月 20 日（火） 
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３．オンデマンド配信による参加申し込み方法 

・配信期間 令和３年 8 月 2 日（金）～令和 3 年 9 月 15 日（水） 

・方法 録画配信 

・参加対象者および参加費 

健康食品管理士：無料 

アドバイザリースタッフ：２０００円 

NR・サプリメントアドバイザーまたは食品保健指導士の単位申請を必要とされる健康食

品管理士の方はアドバイザリースタッフとしてお申込みください。 

その他一般：３０００円 

 

（１）健康食品管理士の方 

認定単位 【5 単位】認定 

参加費 無料 

参加方法 個人ページに入り、「研修会等の開催日と単位申請」の「2021/9/15（※）」

研修会詳細に記載された録画動画のリンクをクリックしてください。 

（※システムの都合上、単位認定日付はオンデマンド配信終了日とし

ますのでご容赦ください。） 

単位認定方法 出欠は詳細情報に掲載している Google フォームにより管理を行いま

す。回答した方から順次単位を認定します。 

 

 

（２）NR・サプリメントアドバイザー及び食品保健指導士の方 

本研修会はアドバイザリースタッフ（NR・サプリメントアドバイザー及び食品保健指導士)の単

位を認定することが決まりました。 

認定単位 NR・サプリメントアドバイザー更新単位【5 単位】認定 

食品保健指導士更新単位【1 単位】認定 

参加費 2000 円（※健康食品管理士の方であっても NR・サプリメントアドバ

イザーまたは食品保健指導士の単位申請のための受講は有料とさせて

いただきますのでご注意ください。） 

振込先 ※「認定番号」「氏名」をご入力願います。 

【ゆうちょ銀行からお振込みの場合】 

振込先：ゆうちょ銀行  口座記号：12210  口座番号：22516221 

名義：一般社団法人日本食品安全協会 

【ゆうちょ銀行以外からお振込みの場合】 

振込先：ゆうちょ銀行  店名：二二八（読み ニニハチ）  店番：228 

預金科目：普通預金  口座番号：2251622 

名義：一般社団法人日本食品安全協会 

申込方法 協会事務局メールアドレス info@jafsra.or.jp 宛てに「7 月 25 日研修会

オンデマンド配信希望（アドバイザリースタッフ）」のタイトルで申込
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用紙を添付してお申込み下さい。 

入金確認後、オンデマンド配信の URL をご連絡いたします。 

申込期間 7 月 26 日(月)~9 月 6 日（月） 

単位認定方法 出欠は協会から研修会参加用 URL と一緒に送られる Google フォーム

により管理を行います。回答した方から順次単位を認定します。 

 

（３）一般の方 

参加費 3000 円 

振込先 ※「氏名」をご入力願います。 

【ゆうちょ銀行からお振込みの場合】 

振込先：ゆうちょ銀行  口座記号：12210  口座番号：22516221 

名義：一般社団法人日本食品安全協会 

【ゆうちょ銀行以外からお振込みの場合】 

振込先：ゆうちょ銀行  店名：二二八（読み ニニハチ）  店番：228 

預金科目：普通預金  口座番号：2251622 

名義：一般社団法人日本食品安全協会 

申込方法 協会事務局メールアドレス info@jafsra.or.jp 宛てに「7 月 25 日研修会

オンデマンド配信希望（一般）」のタイトルで申込用紙を添付してお申

込み下さい。 

入金確認後、オンデマンド配信の URL をご連絡いたします。 

申込期間 7 月 26 日(月)~9 月 6 日（月） 

 

 

 

 

以上 


