
令和 3 年 5 月 吉日 

一般社団法人日本在宅栄養管理学会 

会員 各位 

一般社団法人日本在宅栄養管理学会 

理事長 前田 佳予子 

（公印略） 

「日本在宅栄養管理学会 学会員限定 合同ブロック大会」開催について 

 

新緑の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素より本学会の運営・事業推進に付きまして、格段のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度、下記の通り学会員限定の研修会を開催いたしますので、業務ご多忙の折、誠に恐縮とは存じますが、

ぜひご参加いただきますようご案内致します。なお、新型コロナウイルスの影響から、zoom によるオンライ

ン開催とさせて頂きます。 

記 

1. 日 時：令和 3 年 7 月 24 日（土） 12 時 50 分～１6 時 50 分（受付開始：12 時 00 分から） 

2．内 容 

12：00～12：50 受 付 

12：50～13：00 開会の挨拶  

東北ブロック長 塩野崎 淳子 氏 

 13：00～16：40 シンポジウム 

    テーマ「介護報酬の改定による介護保険施設からの在宅訪問栄養食事指導と連携」 

 座長：日本在宅栄養管理学会 理事長 前田 佳予子 氏 

座長：日本在宅栄養管理学会 副理事長 中村 育子 氏 

    13：00～13：10  座長挨拶・シンポジウムの趣旨説明 

 13：10～13：40 「介護保険施設管理栄養士の立場から」 

 医療法人社団 うら梅の郷会介護老人保健施設 城山荘 栄養科長 柳 町子 氏  

13：40～14：10 「歯科医師の立場から」 

日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック院長 教授 菊谷 武 先生 

14：10～14：40 「リハビリ医の立場から」 

東京女子医科大学病院 リハビリテーション科 診療部長 教授 若林 秀隆 先生 

14：40～15：00 休憩（賛助企業による情報提供 8 社×2 分） 

   15：00～15：30 「ケアマネジャーの立場から」 

医療法人社団福寿会 相談部部長 弓狩 幸生 先生 



    15：30～16：00  「栄養ケアステーションの立場から」 

緑風荘病院 栄養室主任 藤原 恵子 氏 

 16：00～16：40 討論 

 16：40～16：50 閉会の挨拶  

東海・北陸ブロック長 馬場 正美 氏  

 

3．会 費：会員・賛助会員 2,000 円（別途手数料、コンビニ決済・カード決済 200 円＋税） 

4．定員 495 人（定員になり次第締め切ります。キャンセル待ちは行いません。） 

北海道ブロック：定員 35 人 

東北ブロック：定員 40 人 

関東・甲信越ブロック：定員 170 人 

東海・北陸ブロック：定員 80 人 

関西・中国・四国ブロック：100 人 

九州・沖縄ブロック：70 人 

 

5. 申し込み方法：  

令和 3 年 6 月 1 日（火）～7 月 16 日（金）の期間にイベントペイのサイトにアクセス、予約システムにて

受付、事前決済を行って頂き、予約完了となります。その後、イベントペイから予約内容について確認のメー

ルが参ります。各ブロックで申し込み制限を設けさせて頂きます。 

 

 

北海道ブロック：定員 35 人 

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9178592627611664&EventCode=5110121811 
 

 

 

 

 

 

 

 

東北ブロック：定員 40 人 

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9178592627611664&EventCode=0380064159 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9178592627611664&EventCode=5110121811
https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9178592627611664&EventCode=0380064159


関東・甲信越ブロック：定員 170 人 

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9178592627611664&EventCode=2705816131 
 

 

 

 

 

 

 

 

東海・北陸ブロック：定員 80 人 

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9178592627611664&EventCode=8969417098 
 

 

 

 

 

 

 

 

関西・中国・四国ブロック：100 人 

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9178592627611664&EventCode=5818692897 
 

 

 

 

 

 

 

 

九州・沖縄ブロック：70 人 

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9178592627611664&EventCode=3336968704  
 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本研修会は、（公社）日本栄養士会特定分野制度･日本在宅栄養管理学会認定「在宅訪問管理栄養士」 

の更新単位 1 単位が取得できます。 

 

※ 申し込みに関する注意事項（よくお読み頂いてから、お申し込みください） 

(1) 当日視聴されるデバイスをよく検討し、アドレス変更しないようお願い致します。 

(2) イベントペイで申し込みをされる際のアドレス間違いが大変多いため、何度もご確認ください。 

(3) PC 等でメールを受け取らない設定になっていないか、ご確認ください。 

(4) zoom 入室の際に、名前が確認できないと入室できない場合があります。必ず名前を登録ください。 

(5) 他人にパスワードを絶対に教えないでください。不正に入室された場合は、退場して頂きます。 

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9178592627611664&EventCode=2705816131
https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9178592627611664&EventCode=8969417098
https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9178592627611664&EventCode=5818692897
https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9178592627611664&EventCode=3336968704


(6) 単位認定は当日の出席を事務局が確認し、イベントペイの領収書をもって行います。最初から最後まで

必ずご参加ください。＊イベントペイからの領収書は更新認定の際に必要ですので、ご自身の責任で必

ず保管ください。 

(7) 講義資料を無断で SNS 等で共有、別のサイトにアップロードすることは禁止です。また、録音、録画、

スクリーンショット等も禁止です。 

 

 

◆この研修に関する問い合わせ先（所属するブロックにご連絡ください） 

◆北海道ブロック  

eiyouka@kuriyama.jrc.or.jp ＊問い合わせの際は研修会名表記ください 

◆東北ブロック 

tohoku.homehealthcare.nutrition@gmail.com ＊問い合わせの際は研修会名表記ください 

◆関東・甲信越ブロック  

houeikenkanto@gmail.com ＊問い合わせの際は研修会名表記ください 

◆東海・北陸ブロック 

toukai.hokuriku2021@gmail.com ＊問い合わせの際は研修会名表記ください 

◆関西ブロック  

jhnms.kcs@gmail.com ＊問い合わせの際は研修会名表記ください 

◆九州・沖縄ブロック  

houeiken.k.o.b@gmail.com  ＊問い合わせの際は研修会名表記ください 

 

 

◆イベントペイに関するお問合せ 

株式会社コンパス 

TEL: 03-5840-6131（大竹、濱、高橋） 

e-mail: jhnms-seminar@e-compass.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和 3 年 5 月 吉日 

施設長 各位 

一般社団法人日本在宅栄養管理学会 

理事長 前田 佳予子 

（公印略） 

「日本在宅栄養管理学会 学会員限定 合同ブロック大会」開催について 

 

新緑の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素より本学会の運営・事業推進に付きまして、格段のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度、下記の通り学会員限定の研修会を開催いたしますので、業務ご多忙の折、誠に恐縮とは存じますが、

ぜひご参加いただきますようご案内致します。なお、新型コロナウイルスの影響から、zoom によるオンライ

ン開催とさせて頂きます。 

記 

1．日時：令和 3 年 7 月 24 日（土） 12 時 50 分～１6 時 50 分（受付開始：12 時 00 分から） 

2．内 容 

12：00～12：50 受 付 

12：50～13：00 開会の挨拶  

東北ブロック長 塩野崎 淳子 氏 

 13：00～16：40 シンポジウム 

    テーマ「介護報酬の改定による介護保険施設からの在宅訪問栄養食事指導について」 

 座長：日本在宅栄養管理学会 理事長 前田 佳予子 氏 

座長：日本在宅栄養管理学会 副理事長 中村 育子 氏 

    13：00～13：10  座長挨拶・シンポジウムの趣旨説明 

 13：10～13：40 「介護保険施設管理栄養士の立場から」 

 医療法人社団 うら梅の郷会介護老人保健施設 城山荘 栄養科長 柳 町子 氏 先生 

13：40～14：10 「歯科医師の立場から」 

日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック院長 教授 菊谷 武 先生 

14：10～14：40 「リハビリ医の立場から」 

東京女子医科大学病院 リハビリテーション科 診療部長 教授 若林 秀隆 先生 

14：40～15：00 休憩（賛助企業による情報提供 8 社×2 分） 

   15：00～15：30 「ケアマネジャーの立場から」 



医療法人社団福寿会 相談部部長 弓狩 幸生 先生 

    15：30～16：00  「「栄養ケアステーションの立場から」 

緑風荘病院 栄養室主任 藤原 恵子 氏 

 16：00～16：40 討論 

 16：40～16：50 閉会の挨拶  

東海・北陸ブロック長 馬場 正美 氏  

 

3．会 費：会員・賛助会員 2,000 円（別途手数料、コンビニ決済・カード決済 200 円＋税） 

4．定員 495 人（定員になり次第締め切ります。キャンセル待ちは行いません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

一般社団法人日本在宅栄養管理学会 

賛助会員 各位 

一般社団法人日本在宅栄養管理学会 

理事長 前田佳予子 

（公印略） 

賛助会員様への展示（情報提供）のご案内 

 

本講演の協賛企業による展示（情報提供）を 8 社募集させて頂きます。 

賛助会員様には、会場で展示をして頂くことができないため、情報提供（有料）を企画致しました。 

賛助企業による情報提供は企業様で作成された動画を使用致します。ご希望される企業はイベントペイで申

し込みを行った後、お問合せ先に情報提供希望の旨を、お知らせください。 

動画は事前に録画した内容を配信致します。展示（情報提供）の動画配信につきましては、別途 10,000 円

（2 分間）が必要となります。 

 

◆合同ブロック大会の協賛、情報提供に関するお問合せ、申込み 

学際企画 

TEL: 03-3981-7281  

e-mail:  houeiken@gakusai.co.jp 

 

◆イベントペイに関するお問合せ 

株式会社コンパス 

TEL: 03-5840-6131（大竹、濱、高橋） 

e-mail: jhnms-seminar@e-compass.jp 


