平成 22 年 12 月 15 日

会員各位
(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
ﾌﾘｰｺｰﾙ:0088-21-6996/TEL:03-5822-6996

平成 22 年度

1 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
19 支部に中継する予定です。所属支部に限らず、下記の中継先支部において中継画面での受講が
可能です。また、月例(中継)研修に限り、受講料は 1 講義 4,000 円です。

◆日 程：

平成 23 年 1 月 19 日（水）10:00～17:00

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する予定です。

◆ 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＜1 月 5 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。
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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

当協会事務局 研修室
(中央区東日本橋 1-1-7 3 階 TEL:同右)
(株)ムトウ 会議室(札幌市北区北 11 条
西 4-1 TEL:011-728-6114)
(株)ザ・会計事務所 研修室
(盛岡市本宮 2-5-1 TEL:同右)
秋田中央税理士法人
(秋田市山王 5-7-28 TEL:同右)
税理士法人湧志会計 会議室
(前橋市天川大島町 103-2 TEL:同右)
高岡商工ビル
(高岡市丸の内 1-40 TEL:0766-23-5000)
ホテル日航金沢
(金沢市本町 2-15-1 TEL:076-234-1111)
(有)上野 ビジネスコンサルタンツ(甲府
市上今井町 684-6 TEL:055-241-7522)
高井直樹会計事務所(岐阜市三歳町
4-2-10 TEL:058-253-5411)
(株)名南経営 本館
(名古屋市熱田区神宮 2-3-18 TEL:同右)
税理士法人中央総研 1 階会議室
(桑名市大福 406-1 TEL:同右)
奈良県支部 事務所(奈良市大宮町
1-1-20 TEL:090-1965-0363)
内藤会計事務所
(和歌山市道場町 51 TEL:同右)
ホ テルサ ンル ート広 島(広 島市中区 大手
町 3-3-1 TEL:082-249-3600)
中村公認会計士事務所 4 階会議室
(高松市鍛冶屋町 1-8 TEL:同右)

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)
永山ファミリー歯科クリニック
(TEL:011-783-5515)
(株)ザ･会計事務所
(TEL:019-635-3155)
秋田中央税理士法人
(TEL:018-864-8888)
税理士法人湧志会計
(TEL:027-263-8102)
田中英雄税理士事務所
(TEL:0766-91-1700)
(株)木村経営ブレーン
(TEL:076-260-1666)
東邦薬品(株)
(TEL:055-228-7211)
(株)MMPC 松井総合経営事務所
(TEL:0577-34-2424)
名南税理士法人
(TEL:052-683-9105)
税理士法人中央総研
(TEL:0594-23-2448)
奈良県支部
(E ﾒｰﾙ:s.igarashi@world.email.ne.jp)
内藤会計事務所
(TEL:073-431-3100)
(株)元木総合会計
(TEL:082-288-4972)
中村公認会計士事務所
(TEL:087-851-2334)

◆ 研修(中継)会場と当日申込に関する問合せ先（続き）
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松山市総合コミュニティセンター
(松山市湊町 7-5 TEL:089-921-8222)
鍵山税理士事務所 3 階研修室
(高知市大川筋 2-8-3 TEL:同右)
佐賀税理士会館 2 階大会議室
(佐賀市八幡小路 5-26 TEL:同右)

鹿児島
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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

服部胃腸科 5 階会議室（駐車場無）
(熊本市新町 2-12-35 TEL:096-325-2300)

愛媛県支部事務局
(TEL:089-965-0100)
鍵山税理士事務所
(TEL:088-822-8503)
税理士法人中川・森会計事務所
(TEL:0952-23-8168)
(株)ディー・ブレーン
(TEL:096-352-4781)

(株)吉田経営
(鹿児島市祇園之洲町 5TEL:同右)

(株)吉田経営
(TEL:099-247-5655)

各講義 2 時間

今後の歯科医療のあるべき姿
～歯科診療所経営の現状と展望を踏まえて～
永山ファミリー歯科クリニック 院長、北海道医療大学歯学部 臨床教授
認定登録 医業経営コンサルタント 永山 正人
歯科医師過剰問題、歯科疾患の減少、診療報酬の不採算等、歯科診療所の経営環境は
厳しい状況にある。このような環境を乗り切り、明るい未来を築く為には、今後の歯
科医療はこうチェンジすべきだという話を、客観的資料を示しながらお話しする。

歯科医院の事業承継の成功とそのポイント
～これからのハッピーリタイアメントと継承開業～
税理士法人ネクサス 代表社員
認定登録 医業経営コンサルタント 角田 祥子
診療所の歯科医師平均年齢が 50 歳を超えるようになってきた。廃業するか事業承継するか
は、リタイアメントに大きな影響を及ぼす。また、開業する側も継承のメリットは大きいと
いえる。コンサルタントは、どちらの側も理解しなければならない。

歯科医院の経営改善支援
～売上増大のためのマーケティング対策のすすめ方～
(株)М＆Ｄ医業経営研究所 代表取締役
認定登録 医業経営コンサルタント 木村 泰久
歯科経営は、厳しい環境のなかで二極化が進行している。経営改善のためには「患者
さまに選ばれる歯科医院」になること、「付加価値の高いよい治療法を選んでいただ
くこと」が重要である。歯科医院の増患対策、自費診療の増加対策を具体例を踏まえ
て解説する。

◆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４,０００円（内税）

◆ 各会場の
各講義
定員数
◆事前申込
締め切り

東京(本部):80 名、北海道:60 名、岩手:20 名、秋田:10 名、群馬:20 名、
富山:25 名、石川・福井：30 名、山梨:10 名、岐阜:36 名、愛知:45 名、
三重:15 名、奈良:10 名、和歌山:50 名、広島:30 名、香川:20 名、
愛媛:36 名、高知:20 名、佐賀:25 名、熊本:15 名、鹿児島:30 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
ご了承ください｡）

平成 23 年１月５日（水）

＜申込書＞ FAX ０３－５８２２－６９９１
ﾌﾘｰｺｰﾙ

0088-21-6996 /TEL

(社)日本医業経営コンサルタント協会

申込締切
１/５（水）

03-5822-6996

事務局 事業部事業第一課

平成 22 年度 1 月(1/19)月例研修

石原・田村行

参加申込書

※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。

受講会場

□東京本部

□中継支部（

会 員 №
氏

電

支部）

話

名
※当協会の登録通信先と異なる場合のみお書きください。

連絡先

〒

－

（住所・所属等）

【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：■10:00～12:00

□ 10:00～12:00

今後の歯科医療のあるべき姿

永山

正人

□ 13:00～15:00

歯科医院の事業承継の成功とそのポイント

角田

祥子

□ 15:00～17:00

歯科医院の経営改善支援

木村

泰久

受講料：1 講義４，０００円 (1 時間 2,000 円×2 時間 = 4,000 円)内税課税
合計受講料：

講義 ×

４,０００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登録通信先にお送りします。
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№ ( )』､『1 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。

