令和元年 7 月 23 日
（公社）日本医業経営コンサルタント協会
会長 永山 正人

会員各位

歯科経営専修講座（9・10 月/東京） 開催のご案内
この度、当協会の歯科経営専門分科会の委員を講師として、歯科医院の経営に特化した専門的な医業経
営コンサルタントの育成を目的とした医業経営セミナーを開催いたします。是非、この機会に奮ってご受
講いただきますようお願い申し上げます。
●日程

歯科経営専修講座
［2 講義 各 2 時間]

［2 講義 各 3 時間]

令和元年 9 月 13 日（金） 13：00〜15：00
15：00〜17：00

令和元年 9 月 14 日（土）

9：00〜12：00
13：00〜16：00

［1 講義 3 時間］
［1 講義 4 時間］
令和元年 10 月 11 日（金） 13：00〜17：00

令和元年 10 月 12 日（土） 9：00〜12：00
［2 講義 各 1.5 時間]
13：00〜14：30
14：30〜16：00

●会場

ホスピタルプラザビル 5 階
〒102-0075 東京都千代田区三番町 9-15 TEL：03-5275-6994

●その他

対象者

個人正会員、個人正会員より紹介を受けた方

受講料
履修認定

4 時間履修認定講義：12,000 円（税込）
3 時間履修認定講義：各 9,000 円（税込）
2 時間履修認定講義：各 6,000 円（税込）
1.5 時間履修認定講義：各 4,500 円（税込）
※令和元年度の本部主催研修分となります。

受講確認

医業経営コンサルタント証票（会員カード）をご持参ください。

締切日

9 月開催分
10 月開催分

令和元年 9 月 3 日（火）まで
令和元年 10 月 1 日（火）まで

各講義 25 名
定員

申込み方法

（定員を超えた場合は、お断りすることがございますので、予めご了承ください。なお、全講
義の受講を希望される方を優先させていただきます。
）
①会員専用ページからの Web 申込、または「研修申込書」の必要事項をご記入の上、FAX でお送り
ください。
②研修開催日の約 1 週間前に受講票をご登録先住所にお送りいたします。
③事前キャンセルのご連絡を頂いた場合のみ、受講料をご返金いたします。

【お問い合せ先】
（公社）日本医業経営コンサルタント協会 事務局
事業第二課
〒102-0075 東京都千代田区三番町 9-15 ホスピタルプラザビル 5F
ＴＥＬ：03-5275-6994 (事業第二課直通) 03-5275-6996
(代表)フリーコール：0088-21-6996 ＦＡＸ：03-5275-6991

歯科経営専修講座
日程

講義名

○講義Ⅰ

/ 講師（敬称略）

/

講義概要

/

「歯科経営に関する環境と歯科治療の基礎知識」

①歯科医療の基本知識と特徴

９月
日（金）

13

9 月開催分プログラム
時間

13：00〜15：00

②歯科医療提供体制等について
（公社）日本歯科医師会 日本歯科総合研究機構
主任研究員 恒石 美登里

【概 要】
①歯科疾患の変遷や歯科医療機関に求められる役割等、歯科医療の基本知識と特徴について解説します。
②歯科医療を提供する歯科医療機関の体制や、医療費のなかの歯科医療費の特徴、歯科診療報酬改定の
変遷、歯科診療行為などについて解説します。

○講義Ⅱ

「会計・税務の対策」

①決算診断の手法

15：00〜17：00

②事業計画の立て方 ③節税対策のポイント
(株)ネクサスパートナーズ 代表取締役社長
認定登録 医業経営コンサルタント 角田 祥子

【概 要】
◯当協会が出している経営指標を使って決算診断の仕方を考えます。
◯経営計画の立て方、特に売上げ計画の立て方の元になる収入計画について考えます。
◯節税対策のポイント、特に医療法人の活用について考えます。

○講義Ⅲ

「歯科診療報酬と医業経営」

9：00〜12：00

①保険診療報酬の基本的な考え方 ②指導監査
(株)M&D 医業経営研究所 代表取締役社長
認定登録 医業経営コンサルタント 木村 泰久

９月
日（土）

14

【概 要】
①歯科診療報酬の現状と将来予測、か強診の施設基準とＳＰＴなど、歯科経営において重要な歯科診療
報酬の知識を解説します。
②保険医停止になった事例、指導監査の概要、個別指導、監査、保険医療機関停止、保険医停止の件数
の推移、個別指導の都道府県別発生率の比較、さらにカルテ記載のポイントなどを分かりやすく解説し
ます。

○講義Ⅳ

「経営と経営改善」

①歯科医院の経営戦略の策定

13：00〜16：00

②マーケティング戦略 ③SWOT 分析の手法 ④SWOT 分析事例
(株)M&D 医業経営研究所 代表取締役社長
認定登録 医業経営コンサルタント 木村 泰久

【概 要】
歯科医院の経営戦略の策定について、外部環境分析、内部環境分析として SWOT 分析、基本戦略のまとめ
方と事例、そして機能別戦略について解説します。また歯科医院のマーケティング戦略について、経営
理論と実例を分かりやすく解説します。

歯科経営専修講座
日程

講義名

10 月開催分プログラム

/ 講師（敬称略）

○講義Ⅴ 「健全経営と戦略的マネジメント」

月

１０

日（金）

11

/

講義概要

/

時間

13：00〜17：00

開業からＣＳ向上・ＥＳ向上まで
株式会社 MMP 代表取締役
認定登録 医業経営コンサルタント 鈴木 竹仁
【概 要】
① 開業の基礎知識
診療方針・理念から立地選定、診療圏調査、事業計画・開業スケジュール、歯科経営指標の活用
② 患者満足度アップ 定着率のデータ化、ファン患者さんを増やすための費用事例
③ レセプトデータを活用した経営分析 レセデータは重要なマーケティングデータ
④ ＣＳ向上のための具体的事例紹介 待合室の工夫事例など
ＥＳ向上のための院内研修事例紹介 5 分でできる気づきのための院内研修

○講義Ⅵ

「歯科経営に関する生産性向上の戦略」

9：00〜12：00

①院長のリーダーシップと従業員のモチベーション向上に関する指導について
北海道医療大学 客員教授、医療法人ファミリー会 永山ファミリー歯科クリニック 名誉院長
認定登録 医業経営コンサルタント 永山 正人
【概 要】
医業経営コンサルタントとして、クライアント(clients)である院長にいかにして、リーダーシップを発
揮して生産性向上に導くかについて、基礎としての理論を修得し、その実施法について学んでいただき
たいと考えています。また、従業員のモチベーションには、内発的モチベーション、外発的モチベーシ
ョンのあることを理解し、その実施の方法論、事例等についてお話をいたします。

②成果を考えた人事管理就業規則策定のポイント
(株)M&D 医業経営研究所 代表取締役社長
認定登録 医業経営コンサルタント 木村 泰久

月

１０

日（土）

12

【概 要】
就業規則策定のポイントと、成果主義賞与制度、職能評価制度など賃金制度の仕組み、さらに人事評価
制度の導入方法など、スタッフのモチベーションアップを図り、労働生産性を高めるための人事施策を
分かりやすく解説します。

○講義Ⅶ

「リスクマネジメント」

13：00〜14：30

①歯科医院における医療機器・設備概要について ②歯科医院におけるリスク対策について
認定登録 医業経営コンサルタント 清水

正路

【概 要】
①医療機器概要、保守点検、クラス分類、医薬品医療機器法、医療機器の安全性、中古医療機器の取扱
いについて解説します。
②消毒、滅菌、感染管理対策、放射線、防犯、医療事故について解説します。

○講義Ⅷ

「事業承継」

14：30〜16：00

事業承継について
(株)ネクサスパートナーズ 代表取締役社長
認定登録 医業経営コンサルタント 角田 祥子
【概要】
歯科医院の経営環境の変化と事業承継の実態、親子承継成功のポイントと注意点、第三者承継成功のポ
イントと注意点、個人歯科医院の事業承継の手続きと注意点、医療法人の事業承継の手続きと注意点に
ついて解説します。

F A X 03-5275-6991

＜研修申込書＞

○締切日

「歯科経営専修講座」参加申込書
氏

名

9 月開催分：

9/3（火）

10 月開催分：

10/1（火）

会 員 番 号

連絡先（住所・所属等）
〒
−

※当協会の登録通信先と異なる場合のみお書きください。

※個人正会員より紹介を受けてお申込みされた方は、お手数ですが紹介会員名をご記入ください。

紹介会員名：
受講を希望する時間の□欄を選択してください。 （記入例：■13：00〜）

会場：ホスピタルプラザビル 5 階
歯科経営専修講座（9 月開催分）

歯科経営専修講座（10 月開催分）

【9 月 13 日（金）】受講料：各講義 6,000 円（税込）
□ 13：00〜「歯科経営に関する環境と歯科治療・・・」
□ 15：00〜「会計・税務の対策」
【9 月 14 日（土）】受講料：各講義 9,000 円（税込）
□
□

9：00〜「歯科診療報酬と医業経営」

【10 月 11 日（金）】受講料：12,000 円（税込）
□ 13：00〜「健全経営と戦略的マネジメント」
【10 月 12 日（土）】受講料：9,000 円（税込）
□

9：00〜「歯科経営に関する生産性向上の戦略」

【10 月 12 日（土）
】受講料：各講義 4,500 円（税込）
□ 13：00〜「リスクマネジメント」

13：00〜「経営と経営改善」

□ 14：30〜「事業承継」
合計受講料：

円

【受講料のお振込みについて】
・原則として、下記のいずれかの口座にお振込みのうえ、下記情報と共にお申込ください。
・振込済み受講料は、事前に受講キャンセルの連絡がある場合に限り、返金いたします。
・請求書や領収書をご希望の場合は、お手数ですが、当協会事務局担当部署までお知らせください。
・誠に勝手ながら、振込手数料はご負担くださいますようお願いいたします。
振込予定のいずれかの口座を〇で選んでください。
【必須】
お振込みの際は、通信欄で受講者の会員番号・お名前・研修月日をお知らせください。
Ａ 郵便振替口座

Ｂ ゆうちょ銀行

Ｃ 三菱ＵＦＪ銀行

００１４０−８−５４９６６９

０一九(ゼロイチキュウ)店
当座預金口座
０５４９６６９

市ヶ谷(イチガヤ)支店
普通預金口座
０５２４７６１

【口座名】公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会
振込日(予定)【必須】

令和

年

月

日

振込人名義【必須】
その他ご連絡事項
【個人情報の取り扱いについて】
個人情報は、当協会個人情報保護方針に基づき、安全かつ厳密に管理します。詳細は当協会ホームページのプライバシーポ
リシー（ http://www.jahmc.or.jp/cgi-bin/privacy/ ）をご確認ください。
・天災地変、会場・輸送機関のサービス停止、官公庁の指示等、不測の事態発生の場合は、当協会の方針に基づき対応します。

