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オーソモレキュラー・ニュートリション・
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増加しており、様々な資格を

お持ちの方が参加なさっています。 
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埼玉県 北本市 大友外科整形外科の
栄養療法実践整形外科医の今日の独り言です。
ONP 7名。ONE 3名。

大友外科整形外科には
オーソモレキュラーをしっかり学んで、
認定を受けたスタッフが沢山います。

ONPとは、オーソモレキュラー ニュートリションプ
ロフェッショナルの事で、医療系の国家資格を持つ
スタッフです。

当院では、看護師、理学療法士、がそれに該当します。

ONEとは、オーソモレキュラー ニュートリションエ
キスパートの事で、国家資格を持たないスタッフです。

当院では、事務スタッフ、スポーツトレーナー、が
それに該当します。

実は4月1日は、第1期ONE、第4期ONPのディ
プロマ授与式でした。

当院スタッフのうち3名が第1期ONE、2名が第4
期ONPとして新たに認定を受けた結果、

4月1日よりONP 7名、ONE 3名ていう知る人ぞ
知る医療機関になりました。

栄養療法を実践している私としては、スタッフが栄
養療法を理解してくれて、しかも学んでくれた事に対
して、
最大の敬意を表したいと思います。

私もまだまだ勉強の身ですが、これからは一人では
なくスタッフと共に勉強をしていこうと思います。

スタッフは、院内セミナーをやろう！とか、栄養につ
いてもっと詳しく知りたい！とか、患者さんに聞かれ
ても答えられるように、サプリメントの製品につい
ても勉強したいので、勉強会をして下さい！とか、凄ー
く貪欲になってきたように感じます。

それにつられるように、患者さん達の健康に対する
意識が高まっていると感じてます。

食事や栄養について、考えるようになってきたよう
です。

具体的には、肉を食べるのが増えた更には鳥や豚
だけじゃなく牛肉やレバーとかです。

うちの患者さん達は大したものです。

大友外科整形外科の理念は、

" 自分の体は自分で守るもの "
なんですが、
スタッフも患者さん達も
それを体感し始めた感じがします。

"オーソモレキュラーは必ず広がり、
   広く受け入れられるにちがいない！"
って、今日、感じました。

blogの読者の中にも、
ONE,ONPがいらっしゃると思います。

私がしてきたことは、結局いい方向に向かったよう
です。

" これから栄養療法を実践して行くから私と一緒に
働くならオーソモレキュラーを学んでくれ！"
って、 医師である私が命がけで主導して、オーソモ
レキュラーを治療の軸にすれば、スタッフにも患者
にもオーソモレキュラーの凄さが伝わって、なんと
なーく、いい感じになっちゃいました。

離れたスタッフも、離れた患者さんも当然いらっしゃ
いましたが、逆に"大友外科整形外科を受診したい
"と言う患者さんは増えてきましたし、"大友外科整
形外科で働きたい"と言うありがたい声も頂けるよ
うにもなりました。

私がセミナーに行っては新しい治療を始め、  そのた
め新しい仕事が増えていくため、スタッフは大変だっ
たと思います。

しかも、忙しい中、オーソモレキュラーを勉強して
くれた事に、感謝し、敬意を払いたいと思います。

しかし、勉強には まだまだ終わりがないわけで、

スタッフの皆さんこれからは一緒に勉強できる訳で
すから もっと頑張りましょう！

読者のONE、ONPの皆さんも
これからはドクターと共に学べる訳です。

セミナーに出て、自分を磨いて、自分をアピールして、
オーソモレキュラーを学びに来るドクターに自分を
売り込んだりして、

私がそうしたように、
なりたい自分に
       なってみてはどうでしょうか？
自分が働くべき場所を
               見つけてみませんか？

皆さん、セミナーでお会いしましょう！

質問もジャンジャンして下さい。
私も答えられない質問なら、私の勉強にもなります
から！

今日のblogは、
栄養療法実践整形外科医からの
     合格祝いの言葉としたいと思います。

では、また。
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講座を修了し認定ONPとなられた方は全国に405名（2018年4月）。
受講して良かった！との嬉しい声が続々と集まっています。
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自分の身体は自分で守る。そして自分が学んだこと
を社会に還していきたいと思うようになった
朴　明子さん　看護師　兵庫県　第4期

体調を崩して働けなくなった時に様々調べてこの講座に出会いました。通学講座
では、同じ仲間がいることで最後まで頑張れたが気がします。食事と栄養を学ん
だことから実践した結果、仕事に復帰し更に意欲も出てきました。『予防の段階
から大事だよ』と患者さんに説明できるようになりました。

自分の為にも家族の為にも大切な知識が身につく
講座。より多くの人の幸せにつながる
赤須　知美さん　看護師　千葉県　第1期

私が信じている「エレガントエイジング8ヶ条」、きれいに愉しく歳を重ねる方法
なのですが、まさにONPとなったことで自分自身での若返りが体感でき、愉し
く歳を重ねています。
仕事でも、カウンセリング業務を通して、患者さんのみならずスタッフも笑顔に
なってくれる喜びを感じています。

お子様の不調・不妊・不定愁訴・皮膚疾患・がん
の方・・・様々な患者さんの改善を実感する毎日
高橋　真弓さん　看護師　長野県　第1期

「何とかしてほしい！」と願い来院された方へ最適な治療方法を提案できるように
なりました。常に最新の考え方を学び続け、全国により広がってゆく手助けをし
たいですし、同じ船に乗れる仲間が増えるといいな、と思っております。ドクター
と同じことが学べる本講座、この機会を逃しませんように。

在宅医療の現場での食事や栄養の知識の需要が非
常に高いので講座の知識を活かしていけると実感
篠原　麻依野さん　看護師・精神保健福祉士・社会福祉士
第4期

大学病院の救命救急センターで働いています。臨床での経管栄養や嚥下といっ
たところでも役立つ分野だと思います。学んだことを食生活に取り入れて実践し
たところ身体の不調もリカバリーできました。看護師として患者さんと一緒にい
るからこそ栄養面にも気を配れるのでは、と思っています。

私たちの身体は食事でできていると痛感。有効な
カウンセリングができ、受講して本当に良かった
岩下　由加里さん　看護師　茨城県　第2期

自社のフィットネスジムで栄養カウンセラーとしてダイエット目的の方や体調不良
の方をサポートしています。多くの方がダイエットにも成功し、体調の改善も見
られています。一般の病院に通っても全然よくならなかった方が食事を変えるだ
けでどんどん体調が良くなることに感動を覚えます。

触診や舌診に併せて、栄養と食事の観点から身体
の状態が確認できることは大きなメリット
生方 静香　鍼灸師・柔道整復師　神奈川県　第3期

不妊鍼灸の専門治療院で勤務しています。妊活中の患者さんにクリニックと連携
した栄養解析を勧めています。より具体的な栄養状態・代謝・消化・体内の炎
症の状態などが確認でき、それに対し栄養摂取と食事の改善をしたことで、無
事に妊娠し卒業される患者さんが増えました。

ドクターへの紹介システムは、患者さんの喜びと治
療院の信頼向上につながると実感
粟木原　出さん　鍼灸師・柔道整復師　神奈川県　第3期

私の専門分野である不妊治療の体質改善において素晴らしい効果を上げており
ます。妊活を頑張られている47歳の方がサプリメントを有効活用し、妊娠され
ました。小児の領域でも学習障害や不登校の子に対して劇的な改善を認めてお
り、今後はさらに東洋医学との連携を深めて行きたいと考えております。

ONPとして栄養指導に関わることで、一人でも多
く救われる方をつくっていきたい
小高　翼様　鍼灸師・柔道整復師　新潟県　第4期

不妊症の鍼灸施術を行っています。今、世の中には『不妊症にはこの食べもの
がいい』といった情報が溢れています。患者さんにとって本当に何がいいのか、
この講座を受講したことで、その理由をきちんと説明できたり、取捨選択をして
あげたりなど、患者さんへのアプローチが広がってきたと思います。

私自身が健康を取り戻した経験から受講。管理栄
養士として正しい栄養のあり方を伝えたい
島野　眞澄さん　管理栄養士　神奈川県　第1期

オーソモレキュラー栄養医学に出会い、私自身が劇的に健康を取り戻した経験
から、体系的にきちんと学びたいと思っていました。ONPの学びのおかげで、
仕事上でのお客様との信頼関係もさらに深くなりました。身体の代謝から見た正
しい栄養のあり方をこれからも個々に合わせてお伝えしていきたいです。

試験に合格し認定されるとお仕事をもらえるのもメ
リット。今後はONPとしても仕事をしたい
吉川　圭美さん　栄養士　東京都　第2期

教科書で学んだ断片的な栄養の知識が、講座を通し線でつながった気がします。
栄養解析レポートに基づいて食生活を変えたところ、持病の検査データが改善
し薬が減りました。お仕事を紹介していただけるマッチングシステムを利用して、
今後はONPとしても仕事ができればと思っています。

溝口先生の講演を聴き、これからの医療が変わる
かも！と直感で思ったことが受講のきっかけ
矢部　まり子さん　管理栄養士　千葉県　第3期

目の前の患者さんの状態を予測することができ、必要な食事指導やサプリメント
を用いた栄養摂取のアドバイスをできるようになったことで、会うたびに体調が
改善していく患者さんを見ると、やっと管理栄養士としての役目を果たせるよう
になったと喜びややりがいを感じずにはいられません。

腸内環境や栄養の大切さを再認識。予防医学とし
ての栄養療法の重要性を感じました
氏家　衣美子さん　薬剤師　香川県　第2期

家族がこのオーソモレキュラー栄養医学で体調改善したことをきっかけに受講し
ました。いかに腸内環境や栄養が身体にとって大切であるか、また予防医学とし
ての栄養療法の重要性も感じました。薬だけでなく栄養面からも患者さんのお役
に立てればと思っています。

かかりつけ薬剤師として、患者さんの栄養状態の
観点から服薬指導をすることも必要と考えます
村田　雄紀さん　薬剤師　香川県　第2期

薬を服用しても良くならない患者さんに対して、栄養医学を治療の選択肢として
伝えることができれば、より患者さんの立場に立てると考えました。この講座を
受講して、栄養素について深く知ることができ、新たに薬剤師としての引き出し
が増えたと感じます。

様々な病態に正しい栄養アドバイスをすることで、
患者さんからの感謝の言葉が多くなりました
佐藤三恵子　薬剤師　千葉県　第1期

窓口での患者さんへのアドバイスが劇的に変わりました。薬の説明以外に生活
習慣や食生活改善方法にＯＮＰとして学んだ具体的な栄養学、生化学的情報を
一緒にお話しする事で、減薬や病態の改善に繋がる事があります。
この学びは、未来の医療のあり方を変えていくものだと思っております。

地域や職種を超えたONPの交流は刺激的で、全
国にお仲間がいる心強さも実感しています
松本　葉子さん　薬剤師　静岡県　第3期

栄養の大切さやオーソモレキュラーの素晴らしさを知ってもらいたいとの想いが
強くなり、定期的に講座を開催しています。薬局でも、栄養やお食事の提案をす
ることがあります。お食事に関して知識のある専門家に相談してみたいというニー
ズに、自信を持って応えられるようになりました。

服薬指導・窓口での相談の時、より具体的な食事
やサプリメントのアドバイスができるように！
山内 麻美さん　薬剤師　神奈川県　第3期

食材を選ぶところから食事内容を変え、サプリメントも使うことでより健康にな
り自分を大切にすることもできるようになりました。在宅ドクターへ、オーソモレ
キュラーの知識・観点からの処方提案をすることができ、患者さんの症状改善
に貢献することができました。

患者さんの全身疾患のリスク軽減、QOL向上など、
素晴らしい可能性を歯科治療に与えてくれる講座
木下　雅恵さん　歯科医師　兵庫県　第1期

オーソモレキュラーはこれから医療従事者が持っていなくてはならない知識だと
思います。衛生士さんやスタッフがこの知識を持ってくれることはその歯科医院
にとっても大きな戦力になると思います。

患者さんのお口の健康を守る為、本当に正しい知
識を習得。自信を持って実践できる充実した日々に
井上　珠代さん　歯科衛生士　東京都　第1期

口腔ケアと同時に栄養指導が大変重要であることが分かりました。認定ONPと
いう資格を得られたことは、自信と誇りになっています！

通学講座で同じ志の仲間に会えること、また違う
職種の方とお会いできることはとても刺激に
藤巻　理也さん　歯科医師　東京都　第4期

顎変形症などの手術をしていますが、今までは手術をできるかできないか、◯か
×かで判定していたようなことが、栄養医学を知って無限に広がっていったよう
なイメージです。学んだことを生かして、患者さんに食事指導をし、サプリメン
トを処方することで、患者さんの傷の治りも全く違ってくる手応えはあります。

今は念願の栄養カウンセラーとして、クリニックに
来られる患者さんに向き合っています
田代　素子さん　歯科衛生士　神奈川県　第1期

この講座では、自己流で勉強していた時とは異なり系統立てて学べる為、点と点
が結びついていくのが実感できました。また知識のみならず、カウンセリング手
法や食事などカウンセラーとして必要な事をバランス良く学べるところも非常に
有用です。この知識を有することは、今後の人生にとって宝物になると思います。

長年、臨床検査技師として学んできた「正常値」の
解釈の仕方が、「目からウロコ」になる学びでした
小坂　誠一さん　臨床検査技師　東京都　第2期

口から入る栄養が、身体の機能を営むために"最も大切なこと” と気づかされま
した。現在は健康不安のある方達からの相談に対し「日常の食事・サプリメント・
生活習慣」を踏まえて、オーソモレキュラー的なアプローチを基本に、健康サポー
ト・栄養セミナーを実践しています。

臨床検査技師

歯科衛生士

管理栄養士

鍼灸マッサージ師・柔道整復師看護師 薬剤師 歯科医師
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自社のフィットネスジムで栄養カウンセラーとしてダイエット目的の方や体調不良
の方をサポートしています。多くの方がダイエットにも成功し、体調の改善も見
られています。一般の病院に通っても全然よくならなかった方が食事を変えるだ
けでどんどん体調が良くなることに感動を覚えます。

触診や舌診に併せて、栄養と食事の観点から身体
の状態が確認できることは大きなメリット
生方 静香　鍼灸師・柔道整復師　神奈川県　第3期

不妊鍼灸の専門治療院で勤務しています。妊活中の患者さんにクリニックと連携
した栄養解析を勧めています。より具体的な栄養状態・代謝・消化・体内の炎
症の状態などが確認でき、それに対し栄養摂取と食事の改善をしたことで、無
事に妊娠し卒業される患者さんが増えました。

ドクターへの紹介システムは、患者さんの喜びと治
療院の信頼向上につながると実感
粟木原　出さん　鍼灸師・柔道整復師　神奈川県　第3期

私の専門分野である不妊治療の体質改善において素晴らしい効果を上げており
ます。妊活を頑張られている47歳の方がサプリメントを有効活用し、妊娠され
ました。小児の領域でも学習障害や不登校の子に対して劇的な改善を認めてお
り、今後はさらに東洋医学との連携を深めて行きたいと考えております。

ONPとして栄養指導に関わることで、一人でも多
く救われる方をつくっていきたい
小高　翼様　鍼灸師・柔道整復師　新潟県　第4期

不妊症の鍼灸施術を行っています。今、世の中には『不妊症にはこの食べもの
がいい』といった情報が溢れています。患者さんにとって本当に何がいいのか、
この講座を受講したことで、その理由をきちんと説明できたり、取捨選択をして
あげたりなど、患者さんへのアプローチが広がってきたと思います。

私自身が健康を取り戻した経験から受講。管理栄
養士として正しい栄養のあり方を伝えたい
島野　眞澄さん　管理栄養士　神奈川県　第1期

オーソモレキュラー栄養医学に出会い、私自身が劇的に健康を取り戻した経験
から、体系的にきちんと学びたいと思っていました。ONPの学びのおかげで、
仕事上でのお客様との信頼関係もさらに深くなりました。身体の代謝から見た正
しい栄養のあり方をこれからも個々に合わせてお伝えしていきたいです。

試験に合格し認定されるとお仕事をもらえるのもメ
リット。今後はONPとしても仕事をしたい
吉川　圭美さん　栄養士　東京都　第2期

教科書で学んだ断片的な栄養の知識が、講座を通し線でつながった気がします。
栄養解析レポートに基づいて食生活を変えたところ、持病の検査データが改善
し薬が減りました。お仕事を紹介していただけるマッチングシステムを利用して、
今後はONPとしても仕事ができればと思っています。

溝口先生の講演を聴き、これからの医療が変わる
かも！と直感で思ったことが受講のきっかけ
矢部　まり子さん　管理栄養士　千葉県　第3期

目の前の患者さんの状態を予測することができ、必要な食事指導やサプリメント
を用いた栄養摂取のアドバイスをできるようになったことで、会うたびに体調が
改善していく患者さんを見ると、やっと管理栄養士としての役目を果たせるよう
になったと喜びややりがいを感じずにはいられません。

腸内環境や栄養の大切さを再認識。予防医学とし
ての栄養療法の重要性を感じました
氏家　衣美子さん　薬剤師　香川県　第2期

家族がこのオーソモレキュラー栄養医学で体調改善したことをきっかけに受講し
ました。いかに腸内環境や栄養が身体にとって大切であるか、また予防医学とし
ての栄養療法の重要性も感じました。薬だけでなく栄養面からも患者さんのお役
に立てればと思っています。

かかりつけ薬剤師として、患者さんの栄養状態の
観点から服薬指導をすることも必要と考えます
村田　雄紀さん　薬剤師　香川県　第2期

薬を服用しても良くならない患者さんに対して、栄養医学を治療の選択肢として
伝えることができれば、より患者さんの立場に立てると考えました。この講座を
受講して、栄養素について深く知ることができ、新たに薬剤師としての引き出し
が増えたと感じます。

様々な病態に正しい栄養アドバイスをすることで、
患者さんからの感謝の言葉が多くなりました
佐藤三恵子　薬剤師　千葉県　第1期

窓口での患者さんへのアドバイスが劇的に変わりました。薬の説明以外に生活
習慣や食生活改善方法にＯＮＰとして学んだ具体的な栄養学、生化学的情報を
一緒にお話しする事で、減薬や病態の改善に繋がる事があります。
この学びは、未来の医療のあり方を変えていくものだと思っております。

地域や職種を超えたONPの交流は刺激的で、全
国にお仲間がいる心強さも実感しています
松本　葉子さん　薬剤師　静岡県　第3期

栄養の大切さやオーソモレキュラーの素晴らしさを知ってもらいたいとの想いが
強くなり、定期的に講座を開催しています。薬局でも、栄養やお食事の提案をす
ることがあります。お食事に関して知識のある専門家に相談してみたいというニー
ズに、自信を持って応えられるようになりました。

服薬指導・窓口での相談の時、より具体的な食事
やサプリメントのアドバイスができるように！
山内 麻美さん　薬剤師　神奈川県　第3期

食材を選ぶところから食事内容を変え、サプリメントも使うことでより健康にな
り自分を大切にすることもできるようになりました。在宅ドクターへ、オーソモレ
キュラーの知識・観点からの処方提案をすることができ、患者さんの症状改善
に貢献することができました。

患者さんの全身疾患のリスク軽減、QOL向上など、
素晴らしい可能性を歯科治療に与えてくれる講座
木下　雅恵さん　歯科医師　兵庫県　第1期

オーソモレキュラーはこれから医療従事者が持っていなくてはならない知識だと
思います。衛生士さんやスタッフがこの知識を持ってくれることはその歯科医院
にとっても大きな戦力になると思います。

患者さんのお口の健康を守る為、本当に正しい知
識を習得。自信を持って実践できる充実した日々に
井上　珠代さん　歯科衛生士　東京都　第1期

口腔ケアと同時に栄養指導が大変重要であることが分かりました。認定ONPと
いう資格を得られたことは、自信と誇りになっています！

通学講座で同じ志の仲間に会えること、また違う
職種の方とお会いできることはとても刺激に
藤巻　理也さん　歯科医師　東京都　第4期

顎変形症などの手術をしていますが、今までは手術をできるかできないか、◯か
×かで判定していたようなことが、栄養医学を知って無限に広がっていったよう
なイメージです。学んだことを生かして、患者さんに食事指導をし、サプリメン
トを処方することで、患者さんの傷の治りも全く違ってくる手応えはあります。

今は念願の栄養カウンセラーとして、クリニックに
来られる患者さんに向き合っています
田代　素子さん　歯科衛生士　神奈川県　第1期

この講座では、自己流で勉強していた時とは異なり系統立てて学べる為、点と点
が結びついていくのが実感できました。また知識のみならず、カウンセリング手
法や食事などカウンセラーとして必要な事をバランス良く学べるところも非常に
有用です。この知識を有することは、今後の人生にとって宝物になると思います。

長年、臨床検査技師として学んできた「正常値」の
解釈の仕方が、「目からウロコ」になる学びでした
小坂　誠一さん　臨床検査技師　東京都　第2期

口から入る栄養が、身体の機能を営むために"最も大切なこと” と気づかされま
した。現在は健康不安のある方達からの相談に対し「日常の食事・サプリメント・
生活習慣」を踏まえて、オーソモレキュラー的なアプローチを基本に、健康サポー
ト・栄養セミナーを実践しています。

臨床検査技師

歯科衛生士

管理栄養士

鍼灸マッサージ師・柔道整復師看護師 薬剤師 歯科医師



ONP養成講座の詳細や
カリキュラム・受講者の声、
お申込フォームはこちらから！

〈〈〈www.orthomolecular.jp/onp/

2014年10月にスタートした

オーソモレキュラー・ニュートリション・

プロフェッショナル養成講座。

年々受講者・認定者数は

増加しており、様々な資格を

お持ちの方が参加なさっています。 

www.orthomolecular.jp/onp/

埼玉県 北本市 大友外科整形外科の
栄養療法実践整形外科医の今日の独り言です。
ONP 7名。ONE 3名。

大友外科整形外科には
オーソモレキュラーをしっかり学んで、
認定を受けたスタッフが沢山います。

ONPとは、オーソモレキュラー ニュートリションプ
ロフェッショナルの事で、医療系の国家資格を持つ
スタッフです。

当院では、看護師、理学療法士、がそれに該当します。

ONEとは、オーソモレキュラー ニュートリションエ
キスパートの事で、国家資格を持たないスタッフです。

当院では、事務スタッフ、スポーツトレーナー、が
それに該当します。

実は4月1日は、第1期ONE、第4期ONPのディ
プロマ授与式でした。

当院スタッフのうち3名が第1期ONE、2名が第4
期ONPとして新たに認定を受けた結果、

4月1日よりONP 7名、ONE 3名ていう知る人ぞ
知る医療機関になりました。

栄養療法を実践している私としては、スタッフが栄
養療法を理解してくれて、しかも学んでくれた事に対
して、
最大の敬意を表したいと思います。

私もまだまだ勉強の身ですが、これからは一人では
なくスタッフと共に勉強をしていこうと思います。

スタッフは、院内セミナーをやろう！とか、栄養につ
いてもっと詳しく知りたい！とか、患者さんに聞かれ
ても答えられるように、サプリメントの製品につい
ても勉強したいので、勉強会をして下さい！とか、凄ー
く貪欲になってきたように感じます。

それにつられるように、患者さん達の健康に対する
意識が高まっていると感じてます。

食事や栄養について、考えるようになってきたよう
です。

具体的には、肉を食べるのが増えた更には鳥や豚
だけじゃなく牛肉やレバーとかです。

うちの患者さん達は大したものです。

大友外科整形外科の理念は、

" 自分の体は自分で守るもの "
なんですが、
スタッフも患者さん達も
それを体感し始めた感じがします。

"オーソモレキュラーは必ず広がり、
   広く受け入れられるにちがいない！"
って、今日、感じました。

blogの読者の中にも、
ONE,ONPがいらっしゃると思います。

私がしてきたことは、結局いい方向に向かったよう
です。

" これから栄養療法を実践して行くから私と一緒に
働くならオーソモレキュラーを学んでくれ！"
って、 医師である私が命がけで主導して、オーソモ
レキュラーを治療の軸にすれば、スタッフにも患者
にもオーソモレキュラーの凄さが伝わって、なんと
なーく、いい感じになっちゃいました。

離れたスタッフも、離れた患者さんも当然いらっしゃ
いましたが、逆に"大友外科整形外科を受診したい
"と言う患者さんは増えてきましたし、"大友外科整
形外科で働きたい"と言うありがたい声も頂けるよ
うにもなりました。

私がセミナーに行っては新しい治療を始め、  そのた
め新しい仕事が増えていくため、スタッフは大変だっ
たと思います。

しかも、忙しい中、オーソモレキュラーを勉強して
くれた事に、感謝し、敬意を払いたいと思います。

しかし、勉強には まだまだ終わりがないわけで、

スタッフの皆さんこれからは一緒に勉強できる訳で
すから もっと頑張りましょう！

読者のONE、ONPの皆さんも
これからはドクターと共に学べる訳です。

セミナーに出て、自分を磨いて、自分をアピールして、
オーソモレキュラーを学びに来るドクターに自分を
売り込んだりして、

私がそうしたように、
なりたい自分に
       なってみてはどうでしょうか？
自分が働くべき場所を
               見つけてみませんか？

皆さん、セミナーでお会いしましょう！

質問もジャンジャンして下さい。
私も答えられない質問なら、私の勉強にもなります
から！

今日のblogは、
栄養療法実践整形外科医からの
     合格祝いの言葉としたいと思います。

では、また。
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講座を修了し認定ONPとなられた方は全国に405名（2018年4月）。
受講して良かった！との嬉しい声が続々と集まっています。

ＯＮＰ認定者数　推移

第４期ＯＮＰ国家資格別　受講者の割合

認定ＯＮＰ・認定ＯＮＥが多数活躍しているクリニック院長
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～栄養カウンセラー・アドバイザーへの応援メッセージ～
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