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令和 3年度介護報酬改定関連「各種加算のとり方等」研修会

・オンデマンド配信の開催について (参加勧奨方依頼)

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素から本会の運営に対しまして、格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、介護保険施設及びその他福祉施設等に勤務する管理栄養士・栄養士を対象

に、標記研修会を別添開催要領により開催することになりました。

つきましては、公務ご繁にのところ誠に恐縮でございますが、参加勧奨についてご協力いただ

きますようお願い申し上げます。

敬白



令和 3年度介護報酬改定関連 「各種加算のとり方等」研修会
・オンデマンド配信 開催要領

令和 3年度介護報酬改定にあたつては、これまでの栄養ケア・マネジメン トの実績が評

価され基本サービスに含まれることとなりました。これによつて私たち管理栄養士は、

今まで以上に質の高い丁寧な栄養ケア・マネジメン トを実施 し、成果を残すという責任

狩担 うこれたなり手klン た。~人ひ》りの対象者に対 1/、 管理栄養十・栄養十が食を通 Lィ

て栄養状態の締持 。改善を押 う言とにより、QOL`が 向上 とィその人らとィい生活を送るこ

とができるものであり、それらを実施 した場合の評価 として各種力日算が設けられていま

す。介護報酬としての各種力日算の意味を十分に理解 し、管理栄養士・栄養士の仕事の実

績を見える化することを目的に、各種加算等のとり方研修会を実施することとしました。

つきましては、本研修の趣旨を十分にご理解の上、ご参加いただけますようお願いいた

します。

※本オンデマン ド配信の内容は、7月 17日 にオンラインで開催 された研修内容 と同等

となりますが講演資料は参加者のご意見等をもとに修正 したもので講演 してお ります。

(公社)日 本栄養士会

2021年 9月 1日 (水)よ り毎月 1か月間の受講期間

オンデマンド配信

パソコン・スマー トフォン・タブレットをご用意の上、お支払い完了後にお送 りする

入室 URLよ りご参力日ください。

介護保険施設 (介護老人福祉施設、介護老人保健施設)及びその他福祉施設に勤務す

る管理栄養士・栄養士

「介護報酬改定における栄養関連力日算のあり方について」

(公社)日 本栄養士会福祉職域担当理事 加藤 すみ子

■各種加算について講義 260分

趣   旨

主  催

日  時

配信方法

入室方法

対 象 者

内  容

■講義 30分

(1)施設サービスにおける加算の算定について 講師 :福祉事業推進委員会委員

講義 30分 ① 栄養マネジメント強化加算 介護老人保健施設 鷲巣苑 石川 仁子

講義 30分 ② 経口移行・経口維持加算 特別養護老人ホーム 椿寿園 橋本美紀子

講義 30分 ③ 再入所時栄養連携加算 特別養護老人ホーム 柏こひつじ園 中村 典子

講義 30分 ④ 療養食加算 特別養護老人ホーム 柏こひつじ園 中村 典子

(2)通所・居宅系サービスにおける加算の算定について 講師 :福祉事業推進委員会委員

講義 80分

① 口腔・栄養スクジーニングカロ算 介護老人保健施設 希望の館 元家 玲子

② 栄養アセスメント加算 介護老人保健施設 希望の館 元家 玲子

③ 栄養改善加算 介護老人保健施設 希望の館 元家 玲子

講義 40分
④ 栄養管理体制加算 介護老人保健施設 希望の館 元家 玲子

⑤居宅療養管理指導 介護老人保健施設 希望の館 元家 玲 子

講義 20分 ⑥認定栄養ケア・ステーションの立ち上げ方 介護老人保健施設 太陽 林 公也



参加資格

受 講 料

申込締切

視聴月 申込締切 支払締切 URL送付 申込の翌月 1日 より視聴可能

9月 8月 23日 25 日 8月 末 日 9/1-1か 月

10月 9月 20日 23 日 9月 末 日 10/1～ 1か月

11月 10月 20日 25日 10月 末 日 ■/1～ 1か月

12月 ■ 月 20日 24日 11月 末 日 12/1～ 1か月

1月 12月 20日 23 日 12月 27日 1/1～ 1か月

2月 1月 20日 23日 1月 末 日 2/1～ 1か月

申込方法  (公社)日 本栄養士会ホームページ httpW/www.dietitianoo4jp/よ り、お申し込みくだ

さい。

※お申し込み後、「申込受け付け」メールが届かない場合は、登録メールア ドレス (会

員の方はマイページ)を ご確認の上、下記問合せまでご連絡ください。

支払方法 受講料の支払いは、Webコ ンビニ支払いまたはクレジット支払いとさせていただきます。

受講確定後、支払情報メールをお送 りしますのでご確認の上、お支払ください。

申込に関する注意事項

・既納の受講料は、原則としてお返 しいたしません。

視聴における注意事項

・ログインURLを事前にお送 りします。
。公益社団法人 日本栄養士会プライバシーポリシーhttps7/www.dietiti皇 4.Or.lpわ 壁とYa叫/

および利用規約 https:〃www.dietitianoorjp/terms/を ご確認のうえ、視聴してくださ

い 。

・映像、掲載資料、文章、イラス ト、ロゴ、写真、その他の著作物の著作権その他の権

利は、当会又は第二者に帰属 します。著作権法によって認められる場合を除き、著作

権者の事前の許可なく、動画及び資料の一部または全部を、無断で複製 (録画・録音・

撮影・ダウンロー ドなど)し、それを転載転用・改変・配布・販売など、不正に利用

することを固く禁止 します。

・視聴には大量のデータ (パケット)通信を行 うため、携帯・通信キャリア各社にて通

信料が発生します。データ通信量が一定の基準に達 した時点で通信会社での通信速度

制限が行われることがあります。スマー トフォンやタブレットでご視聴の場合は、Wi…

Fi環境でのご利用を推奨 します。 (推奨動作環境をご確認 ください。)なお、発生し

たデータ通信費用について日本栄養士会は一切の責任を負いかねます。予めご了承く

ださい。

・同一者の複数同時接続はご遠慮ください。本研修会は、受講者のみの視聴を前提と

していますので、受講者以外の方と一緒に視聴されたり、配信用ア ドレスを第二者

に提供 したりすることは厳にお控えください。

・視聴に問題が生 じた場合は、必ずログアウトを行つて、別の環境 (デバイス、ブラウ

ザ、回線等)でのご視聴をお試 しください。

介護報酬に関わる管理栄養士・栄養士

20,000円 (税込)、 〔(公社)日 本栄養士会会員割引価格 5,000円 (税込)〕



。視聴にあたり生じたいかなる損害について、日本栄養士会は一切の責任を負いかねま

す。

受講までの流れ

Webにて

申し込み 吟 ◆
オンデマン

ド配信受講

生涯教育単位 実務研修 80‐ 103栄養関連法規 福祉関連法規、制度の理解 講義 3単位

お問合わせ先 〒105‐ 0004東京者呂港区新橋 5‐ 13‐ 5新橋 MCVビル 6階

公益社団法人 日本栄養士 福祉職域研修担当係

TEL:03‐ 5425‐ 6555

E‐ ma量 :fukushi‐jigyobu@dieitian.o4jp

研修費用支

払い

ログイン
URLを

メールで通知


