
本当に開業して大丈夫？  
～開業判断のモノサシを知る～

本当に開業して大丈夫？  
～開業判断のモノサシを知る～

11:00~16:30 軽食付

東京・大阪・福岡会場　同日開催

ご参加費　3,000円（税込）
ご夫婦でのご参加の場合
   お二人で　5,000円（税込）

申込締切　6/23（木）

協賛主催

開業の現実　コロナで何が変わったのか？
　   株式会社ドクター総合支援センター  代表取締役  近藤　隆二 氏

新規開業の現実   逆風下の開業体験談  
　         はしもと内科・消化器内科クリニック  院長  橋本　宏明 氏

第 1部     11:00~11:50

第２部     12:00~13:00

地域の現実

第３部     13:30~14:10

15:50~16:30 個別相談会ご希望の方のみ

東京会場

東京会場より生中継

大阪会場より生中継

第 4 部     14:20~15:00 東京会場より生中継

パネルデスカッション  　　各回講師
第 5部     15:10~15:40

開業をお考えの先生方が、「コロナ禍の影響をどうとらえたらよいのか」と多くの先生方がお悩みです。 いまは
何となく開業しても成功する、という時代ではありません。またコロナ禍で人の価値観も大きく変わっています。
このような時代のなか、「どのような状況であれば開業して大丈夫なのか」、基準（モノサシ）を持つことによっ
て、ご自身で開業の是非を判断いただくことができるよう、最近の開業の現実（リアル）に焦点を当てたセミナー
を開催します。講師には各分野の専門家と実際にコロナ禍で開業され成功途中にあるドクターにご登壇いただ
きます。情報の伝達が一方向となるWEBセミナーではなく、経験豊富な講師陣の生の声が聴ける双方向のセミ
ナーとなりますので、ふるってご参加ください。
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株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー
東京都品川区東品川 2-2-20　天王洲オーシャンスクエア 5F
TEL：03-5782-8522　　FAX：03-5782-8536

東京会場　秋葉原UDXカンファレンスRoom D　

大阪会場　阪急グランドビル会議室 26F

福岡会場　JR博多シティ会議室 10F　　
福岡市博多区博多駅中央街 1-1（博多駅直結）

ドクターズライフプランシリーズ2022 開業セミナー

ご来場特典
KUSUハンドクリーム
ハーゲンダッツギフト券
をプレゼント

首都圏の開業事情と "ビル診 " の事業計画の在り方
        　　　　　　  税理士法人シリウス  代表税理士 米山 憲子 氏                  

大阪会場 実数字公開！ パンデミックから学べた損益分岐と未来会計
        　　　　　　                河村会計事務所 代表 河村 好夫 氏                  

福岡会場 郊外型戸建て開業の事業計画の在り方
             税理士法人野田税務会計事務所  代表税理士 山嶋 寿人 氏                  

※ 参加者特典 
　  後日、第２部全ての講演を動画でご覧いただけます

アイセイ薬局
リスクマネジメント・ラボラトリー

～休憩　（軽食）～ 

感染拡大防止対策を心掛けてご用意いたします

東京都千代田区外神田 4-14-1

リアル

リアル

リアル

Program

開業の様々なご相談
診療権調査 /承継・物件情報のご案内

定員 42名→感染対策 20名限定

定員 60名→感染対策 30名限定

定員 60名→感染対策 30名限定

大阪市北区角田町 8 番 47 号

承継のウソ・ホント  
                    一般社団法人日本医業承継機構　理事　池田　武彦 氏



QRコードをスマホなどで読み取りご入力ください。

【申込フォーム】

開催場所について

お
問
合
せ
先

主催企業：株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリーでは、全国 31都道府県の医師会・歯科医師会様との業務提携を展開させていただき、各地でのセミナー、経営塾、個別相
談等を通じて、先生方の医業経営支援や資産形成をお手伝いさせていただいております。

WEB申込フォームに、必要情報をご入力ください。
受付後、数日以内にメールにて受講の詳細をご案内させていただきます。

QRコードを読み取りできない場合は、お手数ですが下記のお問合せ先までご連絡ください。

株式会社ドクター総合支援センター  
代表取締役  近藤 隆二 氏

税理士法人野田税務会計事務所  
代表税理士 山嶋 寿人 氏

2008 年創業、2010 年株式会社ドクター総合支援センターと
して法人を設立。これまでに 200 件以上のコンサルティング
と、50院以上の顧問契約を締結。クリニックのお金の問題や
増患対策など、実践的なノウハウを中心とした内容に定評が
ある。2016 年、共著にて『税理士のための医業顧客獲得法』（中央経済社）を出版。

はしもと内科・消化器内科クリニック  
院長　橋本 宏明 氏
2001 年 愛媛大学医学部医学科卒業
2001 年 京都府立医大第三内科入局
京都府立医科大学付属病院消化器内科勤務などを経て大阪府
吹田市内のメディカルモールに開業。 階下は大型スーパーと
立地は良く、勢いのあるスタートを思い描くも、開業直後の
パンデミックで早々にピンチを迎える。創意工夫を重ねて現在に至る。不安を克服するモ
チベーションとは？などこれからのクリニック経営へのヒント満載。

河村会計事務所 
代表 河村 好夫 氏
同志社大学法学部卒業。税理士CFP日本医業経営コンサルタン
ト協会会員、全国地域研究会関西支部所属。
TAC・LECほかでﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾅｰ講師、民間生保会社中心に
講演。「FPケーススタディ」（共著）他出版。Dr. 専門HP「m3」で
は、税務相談を担当し、開業から継承まで医業をフルサポート。

金融業界の営業担当 /責任者として約 30年間、医療／福
祉分野を担当。500 軒以上のご開業やご開局、数多くの医
療モールの開発企画から運営、公的機関向け PFI/PPP 事
業にも携わり、2021 年 1月に当法人の立ち上げに参画。現
在、コンサルタント事業を営む会社代表や海外人材を手掛ける組合理事、大手医療機関の
理事等も歴任中。

税理士・上級経営会計専門家。2018 年 4月に４代目の所
長に就任。金融機関、各同業種団体などの講演実績多数。
福岡を中心に北海道から沖縄まで約 650 件のクライア
ントをサポートする創業 70 年の税理士事務所。時代の
変化と共に事業承継・組織再編・人材不足による業務改

善など様々なご相談に対応している。

税理士法人シリウス 
代表税理士 米山 憲子 氏 
中堅税理士法人において、国内企業に対する会計・税務
の総合的な業務に従事。その後、医療特化会計事務所の東
京支店長に就任。税理士法人シリウスにて医療事業部を
立ち上げ、女性ならではの視点でお客様のライフサイク
ルに踏み込んだコンサルティングを展開中。

一般社団法人 日本医業承継機構
理事　池田 武彦 氏

過去のセミナー
参加者の声

福岡会場　アクセス方法東京会場　アクセス方法 大阪会場　アクセス方法

遠方からお越しの方
・新大阪駅より約 4 分

　　(JR:大阪 - 新大阪間)

・大阪(伊丹)空港より約 40 分 

・関西国際空港より約 50 分

     　(リムジンバス利用)

遠方からお越しの方
・博多駅直結

・福岡空港より約5分

（地下鉄：博多-福岡空港間）

下記QRコードを読み取りご確認ください

・他の開業セミナーは、とにかく開業を強く勧められるが、このセミナーは騙されないための裏話もあり大変勉強になりました。
・開業後の経営目線での講義だったので、準備前に聞くことができ参考になった。
・先輩の開業医からの紹介で、評判が良かったので参加しました。資料もわかりやすく参加して良かったです。
・開業の体験話や専門家の本音などが参考になり、本などでは知り得ないことが聞けました。

注：WEB申込フォームですが、会場開催で行う「集合型セミナー」です。オンラインセミナーではございませんのでご注意ください。

遠方からお越しの方
・各新幹線東京駅より約4分

(JR:山手線 ・京浜東北線２駅)

・羽田空港より約40分

（モノレールにて浜松町経由

JR山手線・京浜東北線　利用）

https://mmm-rml.com

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー　福岡支店
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南 1-15-22 シノケン博多ビル 8F
TEL：092-432-3220（平日9時～17時）   FAX：092-432-3227

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー　大分支店
〒870-0913　大分県大分市松原町 3-1-11　大分鐵鋼ビルディング 6Ｆ
TEL：097-578-7922　FAX：097-578-6991

担当者名：小林弘幸株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー　埼玉支店
〒336-0025 さいたま市南区文蔵 2-4-7　朝日生命南浦和ビル 2F
TEL：048-762-9940　FAX：048-762-9941

担当者名：内田　弘
携帯 : 080-6543-1880
mail : h_uchida790@rml.co.jp

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー　埼玉支店
〒336-0025 さいたま市南区文蔵 2-4-7　朝日生命南浦和ビル 2F
TEL：048-762-9940　FAX：048-762-9941

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー　大阪支店
〒543-0018 大阪市天王寺区空清町 8-33　大阪府医師協同組合東館３A
TTEL:06-6766-1511　FAX:06-6766-1512

担当者名：米田  弘司


