
 

 

全老健第 3－176 号 
2021 年 11 月 22 日 

会 員 各 位 
公益社団法人全国老人保健施設協会 

会 長 東  憲太郎 
（公印省略） 

研修委員会 
委員長 福田 六花 

 

2021 年度 認知症短期集中リハビリテーション研修（医師対象） 
【Ｗｅｂによる研修】の開催について（ご案内） 

 

本研修会は、老健施設等において「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」を算定するために必要となる研修会

です。精神科医師若しくは神経内科医師以外の医師は、当該リハビリテーション実施加算を算定するにあたり「認知症に

対するリハビリテーションに関する研修」を修了することが必要です。また、本研修会は保険医療機関が算定出来る「認知

症患者リハビリテーション料」の施設基準の一つに掲げられている「認知症患者のリハビリテーションに関し適切な研修」として

も認められています。昨年度に引き続き、2021 年度もＷｅｂ形式により、以下の要領で開催することと致しました。 

老健施設に勤務する医師だけでなく、保険医療機関に勤務する医師も対象となっておりますので、是非ご参加ください。 

申 込 期 間 2021 年 11 月 22 日（月）～12 月 22 日（水）まで 

視聴可能期間 

受講料の入金確認後～2022 年 1 月 31 日（月） 

※期間中は何度でも視聴できるオンデマンド形式（録画された講義を視聴して頂く形式）になります。 

※受講料をご入金頂いてから、原則、1 週間程度で研修受講のための URL をメールで通知いたします。 

※12 月 28 日（火）～1 月 3 日（月）にご入金いただいた場合、1 月 4 日（火）以降に入金を確認させていただき

ますのであらかじめご了承ください 

受 講 料 全老健会員施設の医師：13,200 円  非会員施設の医師：24,200円 （消費税込） 

受講対象者 医師（介護老人保健施設の勤務問わず） ※定員上限なし 

申 込 方 法 全老健研修申込サイト http://training.zenroken.net/ からお申込みください。 

申込み上の

注意 

※研修申込みサイトでのお申込みについて、「申込完了」画面が表示されるまでは申込み途中ですので、必
ず最後までお進みください。 

※申込みが出来ておらず研修会が受講できない場合、それに伴う一切の責任・損害は負いかねますので、ご
了承ください。 

※ご入金後の受講料の返金はできかねますので予めご了承ください。 

修了証の 

発行 

全課程を修了された方に修了証を Web にて交付いたします。 

なお、全課程を受講されなかった場合、修了証の交付は致しかねますのでご了承ください。 

受講 の流 れ 別紙「Web 研修受講の流れ」、「受講上の注意点」をご確認ください。 

共催／協力 共催：公益社団法人日本医師会 協力：国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 

個人情報の

取扱い 
お申込みいただいた個人情報については、本研修会の運営のためにのみ利用いたします。 

そ の 他 申込期間・視聴可能期間は予告無く、変更（延長）することがあります。 

問い合わせ先 公益社団法人全国老人保健施設協会 業務部業務第二課 TEL：03-3432-4165 
 

プログラム 

時間 研修テーマ 講師 

約 60分 今後の認知症施策の方向性について 
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

認知症対策専門官 田中 稔久 

約 90分 
認知症の診断と非薬物性治療につい
て 

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 
理事長 鳥羽 研二 

約 90分 認知症の理解とケア(Ⅰ)（Ⅱ） 
全老健  

常務理事 大河内 二郎 

各 30分程度 
（計90分程度） 

事例研究 
「認知症短期集中リハビリテーシ
ョンのアセスメントとプログラム」 

座長： 全老健 常務理事 大河内 二郎 
演者： せんだんの丘 OT 小野 咲子 

 清雅苑  OT  西 聡太 
大誠苑 OT 入澤 瑞穂、PT  鈴木 海 約 30分 ディスカッション 

※本研修会は所定疾患施設療養費（Ⅱ）の算定要件となる研修会ではございませんのでご注意ください。 

加算算定 
要件研修 



 

 

【別紙 1】 

2021 年度 認知症短期集中リハビリテーション研修（医師対象） 

Web 研修受講の流れ 

 

① 「全老健研修申込サイト」（http://training.zenroken.net/）より、お申込みください。 

※申込完了時に表示される「申込完了」画面を印刷するなどして保管してください。 

   お申込みから原則 1週間程度 

 
② 東武トップツアーズ株式会社からお振込みのご案内をメールいたします。受講料をお振込みください。 

「ドメイン指定受信」など、一部のアドレスからのメールを拒否する設定を行っている場合は、必要なメ

ールが届かない場合がありますので、必ず設定を変更してください。 

   ご入金頂いてから原則 1週間程度 

 

③ 入金確認でき次第、研修動画視聴ページの URLを再度メールで通知いたします。 

※ご入金後の受講料の返金はできかねますので、予めご了承ください。 

④ ③の研修動画視聴ページ URL にアクセスして、講義資料をダウンロードのうえ、視聴可能期間内に 

受講してください（期間内であれば何回でも視聴可）。 

 
⑤なりすましによる不正受講を防ぐため、顔認証機能を使用いたします。WEB カメラをご準備いただき、初
回ログイン時に受講者本人の顔写真のご登録をお願いいたします。初回以降のログイン時や、受講中に
ランダムで撮影を行い、受講を確認させていただきますので、ご了承ください（マスクを着用していると認識
されないため、マスクを外して登録・受講をお願いいたします）。尚、不正があった場合、修了証の交付は
致しかねます。 

 

 

⑥ 全ての講義動画を視聴、習熟問題・アンケート回答後、修了率が 100%になると、修了証がページに表示さ 

れますので、ダウンロードもしくは印刷して保管をお願いいたします。 

※修了証は郵送いたしませんのでご注意ください。 
    

 

 

 問合せ先  
公益社団法人 全国老人保健施設協会 業務部業務第二課 

〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-15 黒龍芝公園ビル 6 階 

Mail：kensyu@roken.or.jp    TEL:03-3432-4165 / FAX:03-3432-4172 

 

 

 



 

 

 
【別紙 2】 

 

※受講上の注意点 

 
①本研修の受講には、インターネットに接続できる環境、Web カメラが必須になります。Web カメラが標準装備さ

れていない PCの場合は、別途Webカメラをご準備ください。動作環境につきましては下記をご参照ください。 

 

②視聴端末やインターネット通信環境によっては、接続が不安定（映像や音声の乱れ、遅延等）になる場合がご

ざいます。予め通信環境をご確認くださいますようお願い申し上げます。またイヤフォンを使用して受講される

ことを推奨いたします。 
 

③修了証の宛名は、お申込み頂いた受講者氏名と同じになりますので、お間違えの無いようにお申込みください。 

 

④修了証は、お申込みされた受講者のみを対象として発行致します。同一施設から複数名の受講をご希望され

る場合は、それぞれお申込みください。 
 

 

動作環境(下記のブラウザをご使用ください)   

OS ブラウザ 

Windows 8.1、10 Microsoft Edge(最新版)、FireFox(最新版)、Google Chrome(最新版) 

Mac OS X 以降 Safari(最新版) 

iOS 10.0 以降 

iPadOS 14.0 以降 
Safari(最新版) 

Android 5.0 以降 Google Chrome(最新版) 

※インターネットエクスプローラーは、ご使用いただけません（事前確認をお願いいたします) 
 

   →× このマークのブラウザでは、Web研修を受講することはできません 
 

 

 

その他環境 

回線速度 下り：512kbps 以上  上り：256ｋｂps 以上 

CPU 
Celeron1GHz 以上、または CoreDuo1.66GHz 以上、 

または上記に相当以上の CPU 

 

※Androidは機種が非常に多いため完全な動作保証はしておりません。 

※ブラウザの JavaScript、Cookie、SSLの設定が有効である必要がございます。 

※セキュリティソフトウェアまたは、アンチウイルスソフトウェアのセキュリティ機能によって機能が正しく利用でき 

ない場合がございます。 

 

 

 問合せ先  
公益社団法人 全国老人保健施設協会 業務部業務第二課 

〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-15 黒龍芝公園ビル 6階 

Mail：kensyu@roken.or.jp    TEL:03-3432-4165 / FAX:03-3432-4172 

 


