
(株)船井総合研究所 医療支援部
部長 シニア経営コンサルタント
砂川大茂
慶応義塾大学大学院ソーシャルイノベーション学科卒業。(株)船井総合研究所に入社後は、
大手企業向けの戦略コンサルティング、および医療向けのコンサルティングに従事。医療コンサル
ティングにおいては即時事業アップのマーケティング、独自のビジネスモデル提案、WEBマーケティン
グ、スタッフマネジメント・教育に関して圧倒的な評価を得ている。医療・介護・福祉・教育コンサ
ルティング部門にて創業以来史上最速でグループマネージャーに昇格。現在は顧問契約25社。
国内最大級の医療向け経営研究会を主催している。

株式会社布川犬猫病院 ぬのかわ犬猫病院 院長
布川 康司 氏
1987年神奈川県横浜市に、ぬのかわ犬猫病院を開院。
開院後は一貫して 「常に医療・技術の進歩が起こる環境がある」 「経験・専門性を高めた従業員
が勤務の継続が可能(開業しなくてもよい)」 「世の中をHappyにする病院。患者様、従業員を始
め全ての関係者をHappyに」が可能な病院を理想とし、それを実現するための組織体制、従業員
教育体制を構築するために尽力。2014年には同市内に、ぬのかわ犬猫病院 中田分院を開院。
現在、獣医師、動物看護士、トリマー、事務スタッフ合わせて40名の従業員とともに、日々理想の
病院の実現を目指しながら診療に当たっている。

セミナー講座内容

講座 内容 講師

第１講座
動物病院業界の現状と
これからすべきこと

株式会社船井総合研究所
医療支援部

村田悠一

第２講座
私の目指す病院と
その実現に向けた取組
～高生産性と低離職率実現への示唆～

株式会社布川犬猫病院
ぬのかわ犬猫病院
院長

布川康司氏

第３講座
経営をうまく行っている
動物病院の最新事例とポイント

株式会社船井総合研究所
医療支援部

村田悠一

第４講座
明日から
すぐに取り組んでほしいこと

株式会社船井総合研究所
医療支援部
部長
シニア経営コンサルタント

砂川 大茂

講師紹介

(株)船井総合研究所 医療支援部
村田悠一
主に動物病院のWEBに特化したコンサルタント。「企業は永続することこそ社会貢献であ
る」をモットーに日々コンサルティングに励んでいる。現場の状況を正確に把握した上で、優先
順位の高いものを精査し、実現する。また、現場に近い目線を常に心掛けており、「スタッフ
が働きやすくい環境の中で売上を拡大する強い組織作り」の実現に日々尽力している。時
流の流れにしっかりと適応した永続できる動物病院の構築のお手伝いをするために、日々院
長、現場のスタッフ、来院してくださる飼主様に耳を傾ける。

※セミナー開始時間13:00～16:30

※諸事情により講師及び講座内容が変更となる場合がございますが、予めご了承ください。

※2日程のうちご都合の
良い日をお選びください

動物病院生産性向上セミナー

2019年3月3日(日) ＠(株)船井総合研究所 東京本社 のご案内



株式会社布川犬猫病院
ぬのかわ犬猫病院
院長

布川康司氏

従業員満足度を高めながら、実行力を高める！

「ぬのかわ犬猫病院」成功ストーリー
内科から外科、リハビリテーション、内視鏡を用いた
腹腔鏡や関節鏡などの低侵襲外科領域まで、
高い精度で一貫して対応

持続する
動物病院 従業員満足度と実行力を高め、院長先生に依存しない動物病院モデル

安定
成長 1987年に神奈川県横浜市にぬのかわ犬猫病院として開

業。2014年からは分院開院し、現在2院を運営している。

マンツーマンのシニア教室や、採用活動、戦略策定まで現
場の意見を反映し、常に顧客ニーズを反映している。

獣医師・看護師ともに教育体制も充実させており、長期雇
用のための人事戦略に取り組んでいる。

従業員が自分の興味に応じて、専門性を高めることができ
るため、意欲の高い従業員の確保に繋がっている。
院長先生は決断を行うことを主としており、従業員は
自分で考え、企画立案、実行まで責任を持って取り組んで
いる。

結果として、常に顧客ニーズに対応した新しいサービスを
生み出している。

業界の常識に囚われない待遇（看護師のフレックス制度・
介護休職制度）なども導入している革新的な動物病院。

人手不足時代だからこそ、高生産性を維持しながら、低い離職率を継続させ、長く地域に貢献できる動物病院へ！

ゲスト講師

月3万円で応募者30名強！
費用対効果の高いダイレクトリクルーティング！

採用時のミスマッチを減らすための
面接オペレーション！

病院が求める人材を100％採用できる！
初期費用0円でできるハイブリッド採用モデル！

スタッフがやりがいを感じるための組織構築の仕組み！
スタッフ巻き込み型経営手法！

ぬのかわ犬猫病院が実践する
獣医師に早く成長し、長く働いてもらうための仕組み！

現場の声を経営に反映する！
従業員10名以上の場合の幹部体制！

初期投資0円でもできる来院数を3倍にできる
最新マーケティングモデルをお伝え致します。

6ヶ月で院長先生の仕事量が以前の1/2へ
スタッフが自発的に動いてしまう、プロジェクト推進ノウハウ！

月3万円で応募者30名強！
費用対効果の高いダイレクトリクルーティング！

ぬのかわ犬猫病院の「長期雇用」の実例

14年 13年

10年 8年

幹部獣医師 幹部看護師

7年 6年

幹部トリマー

5年

再現性の高い持続可能な動物病院のビジネスモデル

4

3

2

1 最新のWEBマーケティングを
経営に取り込んでいく

集客方法・採用手法を
そっくりそのまま使う

経営を行う上での必要な費用には、
積極的に投資を行う

組織力の高い動物病院の
取組事例を把握しておく



Copyright  2013 Funai Consulting  Incorporated  All  rights reserved
（禁無断複写複製） No0

ゲスト講師
株式会社布川犬猫病院
ぬのかわ犬猫病院
院長布川康司氏

担当講師
株式会社船井総合研究所 医療支援部
部長 シニア経営コンサルタント
砂川大茂

担当講師
株式会社船井総合研究所医療支援部
村田悠一

＜会場所在地＞
〒１００-０００５ 東京都千代田区丸の内１-６-６

日本生命丸の内ビル21階
［ＪＲ東京駅丸の内北口より徒歩１分］

動物病院生産性向上セミナー

セミナー講座内容 １３：００～１６：３０ （受付開始１２：３０～）

ご参加料金 １名様あたり（税込）

●受講料のお振込みは、お申込み後速やかにお願いいたします。
●ご入金確認後、受講票の案内をもってセミナー受付とさせていただきます。
●万一、開催４営業日前までに受講票の案内が届かない場合や、セミナー開催４営業日前までにお振込みできない場合は、裏面の申込み担当者へご連絡ください。なお、ご
入金が確認できない場合は、お申込みを取消させていただく場合がございます。
●ご参加を取り消される場合は、開催日より3営業日（土・日・祝除く）前の17時迄にお電話にて裏面の申し込み担当者までご連絡くださいますようお願いいたします。それ以後
のお取消しの場合は、受講料の50％、当日および無断欠席の場合は、100％をキャンセル料として申し受けますのでご注意ください。
●会員企業様とはFUNAIメンバーズPlus、各業種別研究会にご入会中の企業様です。

一般：２５，０００円（税込２７，０００円） 会員：２０，０００円（税込２１，６００円）

お振込先

三井住友銀行（0009）近畿第一支店（974） 普通 NO. 5785723 口座名義 ｶ)ﾌﾅｲｿｳｺﾞｳｹﾝｷﾕｳｼﾖ ｾﾐﾅｰｸﾞﾁ
お振込口座は、当セミナー専用の振込口座となっております。
※お振込み手数料はお客様のご負担とさせて頂きます。

お申し込み方法
【WEBからのお申込み】右記QRコードよりお申込みください。
クレジット決済が可能です。受講票はＷＥＢ上でご確認いただけます。
【FAXからのお申込み】入金確認後、受講票と地図を郵送いたします。
お振込いただいたにも関わらずお手元に届かない場合は、担当者までご連絡ください。

※スタッフのみの参加はできませんのでご了承ください。
※ご入金の際は、税込金額での振込みをお願いいたします。

セミナー開催概要

「動物病院業界の現状と
これからすべきこと」

ゲスト講座

第三講座

まとめ講座

第一講座
担当講師
株式会社船井総合研究所医療支援部
村田悠一

※諸事情により、やむを得ず会場を変更する場合がございますので、会場は受講票にてご確認ください。
また最少催行人数に満たない場合、中止させていただくことがございます。尚、中止の際、交通費の払戻し手数料等のお支払いはいたしかねますので、ご了承ください。

東京会場
㈱船井総合研究所 東京本社

２０１９年３月３日(日)

「私の目指す病院と
その実現に向けた取組
~高生産性と低離職率実現への示唆~」

「経営をうまく行っている
動物病院の最新事例とポイント」

「明日から
すぐ取り組んでほしいこと」

申込み締切日/３月１日(金)１７：００まで
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セミナー終了後、開催される無料個別経営相談会について

過去、多くの歯科医院様が以下のような目的で当サービスをご活用くださっています。 ※中には毎回ご利用される方もおられる人気サービスです！

お申し込みは超カンタン！今すぐ下記を記入してファックス送信するだけ！

FAXお申し込み用紙 FAX：0120‐964‐111 担当/星野

①セミナーで聞いた内容を実行するため ②自院の現状の認識や他院の現状把握のため ③自院の特有の悩みを相談し、今後の院経営に活かすため

その他ご希望に応じて個別で対応いたしますので、お気軽にお申し込み下さい。

今回のセミナーにご参加される方に限り、セミナー
後日無料個別経営相談会を行います。ご希望の
場合は、右記にチェックをつけてください

□無料個別経営相談を希望する。（１院様１時間程度）

フリガナ フリガナ 役職

代表者名医院名

会社
住所

〒

フリガナ 役職 メール
アドレス
（任意）

※お持ちの方のみで
結構です

ご連絡

ご担当者

TEL FAX

ご参加者
お名前

1

ﾌﾘｶﾞﾅ 役職

2

ﾌﾘｶﾞﾅ 役職

3
ﾌﾘｶﾞﾅ 役職

4
ﾌﾘｶﾞﾅ 役職

■ご記入方法：太枠内は必ずご記入ください。 ■ご入金確認後、受講票の案内をもってセミナー受付とさせていただきます。

弊社会員組織（ご入会中の弊社研究会があれば○印をお付け下さい）
●FUNAIメンバーズPlus ●その他各種研究会（ 研究会）

（24時間対応）

お問い合わせNO：S039704

【お問い合わせ先】
ＴＥＬ：0120-964-000

（平日9：30～17：30）
お申し込みについて 担当：ホシノ
セミナー内容について 担当：ムラタ
※ご連絡の際は、お問い合わせＮｏをお伝えください

【お申込期限：３/１（金）１７：００迄】

東京会場 ㈱船井総合研究所 東京本社

２０１９年３月３日(日)

※ネットからのお申込みはクレジット決済が可能です

お申し込みはこちらから

＜セミナー名＞「動物病院生産性向上セミナー」

06-6204-4666)

F2091
検



メールアドレス

貴社名

（貴院名）

電話番号 お名前

お問合せ ： 動物病院ユニット TEL：0120-958-270 （平日9：30～17：30）（直通）

フリガナ

フリガナ

無料メールマガジン
購読者募集！

【船井総研発！ペットビジネス活性化メールマガジン】

【無料メルマガお申込み用紙】

下記項目記入後、このままＦＡＸ送信してください

FAX : 03-6212-2201

下記基本事項記入後、このままＦＡＸ送信していただいても登録できます

最短・最速・最ローコストで業績アップを実現！
動物病院経営の“成功事例”をレポートするメルマガ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
動物病院グループが、日々のコンサルティング現場における成功事例や、業界
情報を配信いたします。最短・最速・最ローコストで業績アップを目指す

整骨院経営者様には、必読のメールマガジンです。

ぜひご登録ください。登録・購読は “無料”です。

※【ご記入の際はご注意ください】ローマ字 r v u n m a d 数字 1 7 5 6 数字9とローマ字q

※当サイトには『明日から使える無料レポート』もあります。

動物病院 経営 検索

※メルマガページに直接アドレスを入力していただくと簡単に登録できます。

ＱＲコードを読み取り
ご登録いただけます。

（24時間対応） 担当：動物病院ユニット


