
平成 22 年 4 月 

会員各位       

(社)日本医業経営コンサルタント協会 

医業経営コンサルタント教育研修所 

                          所長  松 田  朗 

 

上級ビジネスコース【5 月継続研修コース】のご案内 

厚  

上級ビジネスコースに設けました継続研修コースの講義日程が、下記の通り決定しましたのでご案

内致します。全ての会員の方を対象にしていますが、準備の都合がありますので、事前申込みをお

願いします。 

 

今回の講義には、健康管理施設代表者（同友会 会長）の講義を予定

しておりますので、是非ご参加ください。 

 

★ビジネスコースは、継続研修の履修認定研修となりますので、是非ご検討ください。 

金曜日２講義受講：４時間履修認定、土曜日５講義受講：１０時間履修認定 

 

◆日程：平成 22 年 5 月 

 

◆会場と問合せ／申込み先（会場、資料の準備等の都合上、事前申込みをお願い致します。） 

会場 問い合わせ先 

東京（当協会研修室） 当協会事務局 医業経営コンサルタント教育研修所 

（ﾌﾘｰｺｰﾙ 0088-21-6996/TEL 03-5822-6996） 

お振込みのうえ、申込書（4月）を FAX 送信して下さい。 

研修日の約一週間前に会場案内をお送り致します。 

◆プログラム：各講義９０分・６，０００円 

◆対象者：当協会会員 

◆履修時間：各講義２時間履修認定 

◆定員：各講義７０名（定員を超えた場合は､締切り前でも止むを得ずお断りすることがございま

すので､あらかじめご了承下さい｡） 

◆締め切り：各講義開催日前（申込書の日程欄を参照して下さい。） 

◆講義日時：金曜日２講義（18：00～21：10）、土曜日５講義（9：00～17：50） 

 

※講義の内容上、原則として講師毎に一括受講を選択していただくようお願いいたします。 

※講座は、一般の方も受講可能です。受講希望の方は、上記事務局迄お問い合わせ下さい。 

 

 

 

 



5 月【各講義履修認定時間：２時間】 

 

5/7 

(金) 

4/23  

締切 

 

① 

18:00～

19:30 

35-001 歯科診療所の経営改善（木村 泰久 1/2）㈱M&D 医業経営研究所 代

表取締役 

(講義概要) 歯科医院の増患のマーケティング対策とその実際を具体例で解説

する。※001 と 002 のセット受講をお勧めします。 

② 

19:40～ 

21:10 

35-002 歯科診療所の経営改善（木村 泰久 2/2） 

(講義概要) 歯科医院の自費増大対策を理論と、考え方、そして実際のツールな

どを具体例で解説する。※001 と 002 のセット受講をお勧めします。 

※PFI 支援の講義は４講義セットで受講されることをお勧めします。 

5/8 

(土) 

4/23 

締切 

 

 

 

① 

10:40～ 

12:10 

 

19-001 ＰＦＩ支援（石田 信之 1/4）アイテック㈱ 常務取締役 

(講義概要) ＰＦＩ手法の導入についての基礎知識、コンサルティング の内

容、留意点について講義する。【病院ＰＦＩ基礎知識：①病院ＰＦＩの概要 

②先行事例の実際】 

② 

13:00～

14:30 

19-002 ＰＦＩ支援（石田 信之 2/4） 

(講義概要) 同 上  

【医業経営コンサルタントの主な役割：③病院ＰＦＩの事業範囲④ＶＦＭの算

定と留意点⑤事業者募集選定のスキーム】 

③ 

14:40～ 

16:10 

19-003 ＰＦＩ支援（前田 博 3/4）西村あさひ法律事務所 弁護士 

(講義概要）同 上  

【ＰＦＩ事業全般：⑤ＰＦＩの経緯⑥内閣府ＰＦＩ推進委員会の役割⑦ＰＦＩ

事業のスキーム】 

④ 

16:20～ 

17:50 

19-004 ＰＦＩ支援（前田 博 4/4） 

(講義概要)同 上  

【病院ＰＦＩの契約スキーム：⑧ＰＦＩ事業契約の構造⑨事業契約までのプロ

セス】 

 

5/15 

(土) 

4/28 

締切 

① 

9:00 

～10:30 

48-001 健康管理事業の展開（高谷 雅史 1/2）同友会グループ 代表 

(講義概要) 一口に予防医学と言っても、事業化して利益を追求する目的で展開

することは、現状の医療を取り巻く環境においては、とりつき易い割に、目的

を達成することは、生易しいことではない。演者、健診事業４０年の経験を踏

まえて、多少のノウハウや展開のコツを中心に概説する 

② 

10:40～

12:10 

48-002 健康管理事業の展開（高谷 雅史 2/2） 

(講義概要)  同 上 ※001と同一内容の講義ではありませんので、001と 002

をセットお申込みください。 

③ 

13:00～

14:30 

17-003 物品管理体制の整備（鈴木 勝義 1/1）㈱メディカルトラスト 代表

取締役 

(講義概要) 医薬品ＳＰＤ：病院における物品管理において、医薬品ＳＰＤ独自

の特性や関係法規を踏まえた運用の構築について講義する。 

④ 14:40

～16:10 

20-004 事業承継支援の事例（佐々木 直隆 1/1）㈱佐々木総研 代表取締役

(講義概要)  事例を基に医療法人の評価、土地・建物の評価、事業承継対策の

必要性、事業承継の対策案、申請方法から承認後の状況等について概説する。



 

ＦＡＸ 03-5822-6991 医業経営コンサルタント教育研修所 山崎 行    5/7～5/15 分 

【上級ビジネスコース継続研修コース（5 月）申込書】 

氏 名  
会員

番号
 支部名  

申込締切： 

日程欄参照 

 

◆受講希望科目の日程欄□→■にしてください。（5/7（金）18：00～19：30 ■） 

※日程順ですので、科目をご確認の上お申込みください。各講義２時間の履修認定です。 

◆講義の内容上、原則として講師毎に一括受講を選択していただくようお願いいたします。 

 

日  程 科目ｺｰﾄﾞ 科目 講師名(回数/全コマ数） 

5/7（金） 

4/23 締切 

18：00～19：30 □ 35-001 歯科診療所の経営改善 (木村 泰久 1/2） 

19：40～21：10 □ 35-002 歯科診療所の経営改善 (木村 泰久 2/2） 

5/8（土）  

4/23 締切    

10：40～12：10 □ 19-001 PFI 支援（石田 信之 1/4） 

13：00～14：30 □ 19-002 PFI 支援（石田 信之 2/4） 

14：40～16：10 □ 19-003 PFI 支援（前田  博 3/4） 

16：20～17：50 □ 19-004 PFI 支援（前田  博 4/4） 

5/15(土) 

4/28 締切 

9：00～10：30 □ 48-001 健康管理事業の展開（高谷 雅史 1/2） 

10：40～12：10 □ 48-002 健康管理事業の展開（高谷 雅史 2/2） 

13：00～14：30 □ 17-003 物品管理体制の整備（鈴木 勝義 1/1） 

14：40～16：10 □ 20-004 事業承継支援の事例（佐々木 直隆 1/1） 

 

 

合計受講料：   科目 × 6,000 円（内税課税）＝        円 

・郵便局にて、備付けの郵便振替用紙で下記に口座にお振込みください。 

 

（銀行振り込みをご希望の場合はお申出ください。）･受講料は返金しませんのでご注意ください。・申込書および入金確認

後、研修日の約一週間前に会場案内を登録通信先にお送りいたします。 

郵便振替払込金受領証を貼り付けて下さい。 

受講料振込先  ■口座番号：００１４０－８－５４９６６９ 

■加入者名：(社)日本医業経営コンサルタント協会 

■通 信 欄：『会員№
．．．

(  )』､『ＢＣ研修
．．

 5
．
月
．
』とご記入下さい。 

         ※事業所名でお振込みになる際には、受講される方のお名前もご記入下さい。 

 


