
平成 22 年 5 月 27 日 

会員各位 

(社)日本医業経営コンサルタント協会 

平成 22 年度 6 月/月例研修実施のご案内【再：中継支部追加】 

本部継続研修(月例)の開催要領が次の通り決定しましたので、ご案内致します。 

なお、当研修はテレビ会議システムを利用し、東京本部で行う講義を同日同時間に以下の支部

に中継する予定です。中継先支部において中継画面での受講が可能です。 

◆日 程： 平成 22 年 6 月 23 日（水）10:00～17:10 3 講義 

・会場、資料の準備等の都合上、原則、事前申込をお願いいたします。 

・事前申込の方には、研修日の約一週間前に、各受講予定支部から会場案内をお送りします。 

◆ 事前申込のお申込・受講料お支払先(全会場対象)：本部事務局＜6月 9日（水）迄＞ 

・事前申込のお申込方法： Web 申込または FAX にて、本部事務局までお申込ください。 

・事前申込の受講料お支払先： 申込書等にある本部事務局の指定口座にお振込ください。 

◆ 研修(中継)会場と当日申込に関する問合せ先：下記の各支部にお問合せください。 
 

支部等 予定会場・住所(変更もあり得ます) 会場・当日申込に関するお問合せ先 

東京本部 
当協会事務局 研修室 

(中央区東日本橋 1-1-7 3 階) 

当協会事務局 事業部事業第一課（ﾌﾘｰｺｰﾙ

0088-21-6996/TEL 03-5822-6996） 

岩手 
ザ・会計事務所 研修室 

(盛岡市本宮 2-5-1) 
(株)ザ･会計事務所（TEL 019-635-3155）

群馬 
税理士法人湧志会計 会議室 

(前橋市天川大島町 103-2) 
税理士法人湧志会計（TEL 027-263-8102）

新潟 
新潟中央会計税理士法人 

(新潟市中央区愛宕 1-3-4) 
(有)相田会計（TEL 0256-98-2301） 

富山 
高岡商工ﾋﾞﾙ 5 階 505 号室 

(高岡市丸の内 1-40) 

田中英雄税理士事務所 

（TEL 0766-91-1700） 

石川・福井連合 
ホテル日航金沢 

(金沢市本町 2-15-1) 

(株)木村経営ブレーン 

（TEL 076-260-1666） 

山梨 
上野ビジネスコンサルタンツ 

(甲府市上今井町 684-6) 
東邦薬品(株)（TEL 055-228-7211） 

岐阜 
高井直樹会計事務所 

(岐阜市三歳町 4-2-10) 

(株)MMPC 松井総合経営事務所 

（TEL 0577-34-2424） 

愛知(追加) 
名南経営本館 2F 

(名古屋市熱田区神宮 2-3-18) 
名南税理士法人（TEL 052-683-9105） 

三重 
税理士法人中央総研 1 階会議室 

(桑名市大福 406-1) 
税理士法人中央総研（TEL 0594-23-2448）

奈良 
支部事務所 

(大宮町 1-1-20) 

会場と当日申込に関する問合せは電子メ

ールでお願いいたします。 

（s.igarashi@world.email.ne.jp） 

広島 
ホテルサンルート広島 

(広島市中区大手町 3-3-1) 
(株)元木総合会計（TEL 082-288-4972） 

愛媛 
松山市総合コミュニティセンター 

(松山市湊町 7-5) 
愛媛県支部事務局（TEL 089-965-0100） 

高知 
鍵山税理士事務所 

(高知市大川筋 2-8-3)  
鍵山税理士事務所（TEL 088-822-8503） 

長崎 
石井税理士事務所 3 階研修室 

(長崎市恵美須町 7-21-301) 
石井税理士事務所（TEL 095-825-1130） 

熊本 
服部胃腸科 2 階ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ 

(熊本市新町 2-12-35/駐車場無) 
(株)ディー・ブレーン（TEL 096-352-4781）

沖縄 
Ｍ・サポートセンター 

(浦添市字大平 499-8) 

(株)Ｍ・サポートセンター 

（TEL 098-879-6675） 
 



 
◆プログラム 各講義 2 時間 

10:00 

～ 

12:00 

【1】 医業経営者のための「介護経営マニュアル」解説 

～介護事業の実態と今後の展望に迫る～ 
医療総研株式会社 代表取締役

認定登録 医業経営コンサルタント 伊藤 哲雄

講義 

概要 

平成 22 年 4 月に当協会より刊行した「介護経営マニュアル」の解説を通じて、

医業経営における介護事業の実態と平成 24 年に行われる医療・介護のダブル報

酬改定を踏まえた今後の介護事業の展望を概説する。 

※受講される方は、「介護経営マニュアル」をご持参ください。 

13:00 

～ 

15:00 

【2】「誰もが住み慣れた地域で暮らすこと」を支援する 

  ～地域づくり、まちづくりを目指して～ 
地域ケア総合研究所 所長 竹重 俊文

講義 

概要 

1.はじめに「新たな社会のしくみをつくる」、2.これまでの社会保障制度とこれか

ら、3.「医療」「介護」事業の時代から、地域住民参加型の「医療・介護・住まい・

生活支援サービス」の複合型事業へ、4.「医療と介護サービス」を地域づくり・ま

ちづくりと組み合わせた新たな事業を開発する。 

15:10 

～ 

17:10 

【3】 診療所における診療報酬改定への対応策 

～届出から算定漏れ対策まで～ 
有限会社メディカルサポートシステムズ 代表取締役社長

認定登録 医業経営コンサルタント 細谷 邦夫

講義 
概要 

近年の診療報酬改定では改定時に届出が必要となる事が多いが、特に診療所に

おいては届出に不慣れなケースが多く、せっかくの算定の機会を失っている事

が多い。コンサルタントとして改定時に注意したい事例を検証する。 

  

◆対 象 者 当協会の会員（履修認定時間：各講義 2 時間） 

◆受 講 料 1 講義 6,000 円（内税課税） 

◆ 各会場の 

各講義 

定員数 

東京（本部）:各 80 名、岩手:各 20 名、群馬:各 20 名、新潟:各 20 名 

富山:各 28 名、石川・福井連合:各 60 名、山梨:各 10 名、岐阜:各 36 名、

愛知:各 45 名、三重:各 15 名、奈良:各 10 名、広島:各 50 名、 

愛媛:各 36 名、高知:各 20 名、長崎:各 30 名、熊本:各 25 名、 

沖縄:各 10 名 
（定員を超えた場合は､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｡） 

◆事前申込 

締め切り 
平成 22 年６月９日（水） 

◆ 連絡事項 
第 1 講義をご受講の方は、「介護経営マニュアル」をご持参ください。 
（会員の皆様には、5 月上旬にお届けしております。） 

 



 

＜申込書＞ FAX  ０３－５８２２－６９９１ 申込締切 

６/９（水）  ﾌﾘｰｺｰﾙ  0088-21-6996 /TEL 03-5822-6996 

(社)日本医業経営コンサルタント協会  事務局 事業部事業第一課  石原・田村行 

平成 22 年度 6 月(6/23)月例研修参加申込 

受講会場 

※受講希望会場を選択し、中継支部の場合は支部名をお書きください。 

 

□東京本部    □中継支部（        支部） 

会 員 №  電 話  

氏 名  

 

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。 

〒     － 

【注】受講を希望する講座の□欄を塗りつぶしてください｡   記入例：■①10:00～12:00 

□ ①10:00～12:00 
医業経営者のための「介護経営マニュアル」解説 

※『介護経営マニュアル』をご持参ください。 
伊藤哲雄 

□ ②13:00～15:00 「誰もが住み慣れた地域で暮らすこと」を支援する 竹重俊文 

□ ③15:10～17:10 診療所における診療報酬改定への対応策 細谷邦夫 

受講料：1 講義６，０００円 (1 時間 3,000 円×2 時間 = 6,000 円)内税課税 

合計受講料：           講義 × 6,000 円＝            円 

・郵便局にて､備付けの郵便振替用紙で下記の口座にお振込みください｡ 
（銀行振込をご希望の場合はお申出ください。） 

・受講料は､返金致しませんのでご注意ください。 

・お申込を確認後、研修日の約一週間前に会場案内を連絡(登録通信)先にお送り致します。

 

郵便振替払込金受領証を貼り付けてください。 

 

事前申込 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№
．．．

(  )』､『6
．
月
．
/
．
月例研修
．．．．

』とご記入ください。 
※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ください。 

 

【注】研修当日は、医業経営コンサルタント証票（磁気カード）により受付を 

   行いますので、必ずご持参ください。 

すでにご案内をしておりますが、協会および会員の事務の効率化を図るために、情報提供の方
法を FAX からメールに移行しております。 

メールの登録が未手続きの方は、協会ホームページの会員専用ページでメールアドレスの登録

をお願いいたします。 


