
整骨院交通事故研究会

2020

Osteopathic Clinic
TA Innovation

交通事故治療のスタンダードを創造する



Osteopathic Clinic
TA Innovation

全 国 の 最 新 事 例 を 学 び 共 有 し 、 実 践 す る

交通事故分野の

スタンダードを創造する

我々は日々の現場で目の前の交通事故患者様を救うことはできません。
しかし、本気でそこに向き合おうとする整骨院を命掛けでサポートすることはできます。
交通事故治療分野における収益性・教育性・社会性の３つの柱の実現のため、
柔道整復師の本業を通じた被害者救済への取組みを当研究会会員の方々に
より推し進めて頂くことで、世の中をより良くしていきたいと考えております。



Vision
Our 夢のその先へ

私たちのビジョン

1.症状の早期改善を実現できる技術・知識の向上／施術
交通事故患者の症状の早期改善こそが、最も重要な救済であり、

地域一番院に必要とされるものです。我々はその実現を目指します。

2.最高峰の知識と経験を共有する／実務・対応
高度なスキルと実績を持つ、プロフェッショナル同士が

共有・共闘し新たなものを生み出します。

3.集患に必要とされる最新の戦略・事例の共有／集患
被害者を取り巻く、身体的・経済的・社会的・精神的苦痛を
あらゆる角度から理解・分析し、最善の集患施策を実行する

ことができる整骨院の創出を目指します。

身体的苦痛 経済的苦痛 精神的苦痛

治療技術
レベルアップ

実務・対応
スキルの向上

知識・経験
事例の共有



当日スケジュール

全国各地の最新成功事例が集結！
Osteopathic Clinic TA Innovation

11:00 ~ 12:00 12:00 ~ 13:00 13:00 ~ 15:30 15:30 ~ 17:00

各テーマ別
情報交換会

船井講師による
最新事例

お昼休憩
ゲスト講師による
業界動向・事例

6時間 !
充実の 豪華ゲスト講師招待

最新業界の動向
＆

競争が激化する整骨院業界の中で、成功している先進事例を学ぶ、全国の有志経営者様のための勉強会です。

やる気と熱意を持った方に参加していただき、前向きな経営者集団の中で切磋琢磨し、業界の健全な発展を

目指します。院長先生一人だけでは長期的な発展が難しい業界ですが、この勉強会では経営者の方だけでなく、

奥様などのサポーターや次世代を担う二代目・三代目の方、優秀なスタッフさんにもご参加いただきたいと

願っています。是非、そのような方にもご参加いただき、自院の財産にしてみてはいかがでしょうか。

業界の時流を掴んだ情報お届け

整骨院業界に“今”

イノベーションを

全国トップレベルの交通事
故対応力のある整骨院様や、
整形外科医、弁護士の講師
をお招きし、患者対応、医
師対応、損保対応の3面にお
いて、レベルの高い情報を
お届けします。
交通事故患者を長期的に救
済していくためのノウハウ
を得ることができます。

情報交換会では、事例や情報
の交流をして頂きます。
全国の整骨院様、医師の視点、
弁護士の視点での意見交換に
より、アドバイスや様々な視
点での気付きを得る時間とな
ります。
コンサルタントがファシリ
テーターとなり、様々な事例
とノウハウを交換する場を作
ります。

毎回のお昼休憩にはお弁当を用
意させていただいております。
昼食は他の先生方や船井総研の
コンサルタントと一緒ですので、
昼食時間中もざっくばらんな情
報交換を行って頂けます。昼食
時間とはいえ、情報インプット
の場として活用いただけますの
で、気付きや学びに繋がるヒン
トとなることと思っております。

新しい情報・事例や注目の院
など、業界の時流は一刻一刻
と変化しています。目の前の
変化はもちろん、3年後や5
年後といった中長期的な変化
の兆しを捉えることも大切で
す。そのようなマクロからミ
クロに渡る「旬」の情報を捉
えるためにも、毎回講師から
「最新時流・事例」をお話し
します。



Specialist Guests

豪華ゲスト講師陣

交通事故分野のスペシャリストが集結！

代表 中山雄太氏

開業約４年にして、自賠責売上月間平均２８０万円、自賠責新規数月間平
均９人を達成。全体売上は約４００万円で治療家は２．５人（常時稼動）で
高生産性を維持。２０１７年、株式会社船井総合研究所の整骨院経営イノ
ベーション研究会にて、交通事故患者救済大賞を受賞。特に交通事故分
野に関しては患者様の一番身近な存在として最適な治療提案をすること
を常に心がけている。

独立後、わずか９年程度で弁護士４４名を含む社員１５名体制を構築。
保険会社側で交通事故事件を扱う中で、被害者に交通事故に詳しい
弁護士が付くか否かで賠償金が２倍以上違うこともあることに疑問を持ち、
被害者側の弁護士に転身。被害者救済を行う中で、被害者の真の
望みが「早く治る」ことにあると感じ、１２００院超の治療院と協力しながら、
賠償金・治療の両面から交通事故被害者の救済にあたっている。
損害保険料率算出機構や、損害保険会社の職員をヘッドハンティング
するなどして品質向上に努めている点が先進的である。

代表 西尾有司氏

代表 望月亘氏

2015年は月商300万円規模だった自賠責売上が、徹底した取り組みに
より、 2017年には、月商720万円規模にまで伸ばす。全体売上は約1,100
万円で治療家は 9人（常時稼動）で高生産性を維持。 2017年、2018年株
式会社船井総合研究所の整骨院経営イノベーション研究会・整骨院交
通事故研究会にて、MVPを２年連続受賞。特に交通事故分野に関しては
患者様の一番身近な存在として最適な施術・接客を行うことを常に心が
けている。

整骨院事案取り扱い件数日本トップクラス

2017年 交通事故患者救済大賞を受賞

2017年・2018年 2年連続ＭＶＰを受賞



年間スケジュール

明日から使える最新の成功事例を大公開！
集患・対応など、気になるテーマを公開します。

2020

3

6

9

第１回例会

３月２９日(日)

東京会場

第２回例会

６月２８日(日)

東京会場

第３回例会

９月２７日(日)

東京会場

経営戦略セミナー

８月１９（水）～２１日(金)
・場所：都内某所
上記3日間に内、2日間参加できます。

※整骨院経営イノベーション
研究会と合同開催

総会

１２月１３日(日)
・東京会場
※整骨院経営イノベーション
研究会と合同開催

8

12



グループマネージャー
シニア経営コンサルタント

松本 治

グループマネージャー
シニア経営コンサルタント

浜崎 允彦

チームリーダー
チーフ経営コンサルタント

米田 昌弘

チームリーダー
チーフ経営コンサルタント

宮澤 駿

村中 奨平 後藤 紘樹

平松 勇人

チームリーダー
チーフ経営コンサルタント

的場 翔吾

私たちのHPはこちら！

整骨院交通事故研究会の発展をサポート致します！

船井総研コンサルタント紹介

大脇 潤平 萱間 優斗

小川 裕樹

チームリーダー

竹留 将聖

チームリーダー

坂本 和喜



6つの特典
ご入会における

Benefit-1

Benefit-2

Benefit-3

Benefit-4

Benefit-5

Benefit-6

過去のテキストが
ダウンロードできる

経営戦略セミナーにご招待

最新の求人検索エンジン
（indeed）のページを無料で
作成可能

年間約20回開催している

整骨院向けのセミナーと

幅広く揃えている商品が

20％OFF で購入できます！

※対象外の商品もございます。

船井総研が開催するセミナー、
充実している商品が
20％OFF

船井総研のお付き合い先企業による

様々な成功事例や経営に役立つ情報

を提供している会員制WEB情報

サービスです。

幅広い業界からの情報コンテンツや

各種会員割引サービスで多方面から

サポートいたします。

年に1度、経営トップの方に

向けた船井総研最大級の

セミナーにご紹介します。

船井総研のトップクラス・全国

でも有名な経営者を中心とした

講師陣が登壇する総力歳！

2017年は日本全国から

約5,000名（3日間のべ人数）

の経営者の皆様に

ご参加いただきました。

大手求人検索エンジンのindeed

ダイレクトリクルーティングの

時代に合った採用媒体を無料で

作成させて頂きます。

※運用には費用が発生致します。

月に１回の無料電話
経営相談を実施

希望者の方に無料で電話での

経営相談を実施。現状のお悩み

や経営全般などについての

相談が可能です。

※1回あたり30分程度に成ります。

情報提供サービス

過去に開催された研究会でのテキスト・講

座動画を、入会してすぐにご覧いただけま

す。会員様の様々な取り組みや実績を知っ

てすぐに業績アップに役立てていただきま

す。



総額１００万円相当
整骨院交通事故研究会の特別特典！

集患対策①

集患対策②

患者様対応

マニュアル

対応動画

外部関係対応

交通事故の動画マニュアル！

オフライン（院内）集患で
重要な院内啓蒙ツール！

紙芝居ツール等を活用し
分かりやすく患者教育！

患者様を集患できるHPを作成

するためには、ポイントを

押さえる必要があります。

HP作成業者に依頼するときの

構成案等をプレゼント！

オンライン集患で重要な
HP対策ツールを１つに！

3方良しの関係性構築において、

医師・損保会社への配慮、

対応力は必須になります。

既存患者から交通事故患者の

ご紹介が生まれる仕組みを

すぐに構築できるツールを

一式プレゼント！

患者様の状態を正しく把握し、

治療・補償をしっかり受けて

いただくためには、十分な

説明と指導が重要。

即日入会限定特典！
対応動画をプレゼント！

ベストな受付対応、

電話対応、患者様対応

を見で見て学べる！

医師対応・損保対応で
すぐに使えるツール！

基礎知識や対応の考え方や

ノウハウを動画で

学んでいただけます。

【動画内容】

自賠責保険/慰謝料計算/

被害者請求/電話対応/

問診/物損・人身/人傷/

部位・期間/整形との連携



入会のご案内

入会金 年会費

50,000円 240,000円

55,000円 264,000円

税
抜

税
込

無料お試し参加

定例会に1院様1回のみ
無料でご参加いただけます。

※お試し参加後、必ず入会しなければならないということはありません。
※経営者研究会ですので、経営者の方のみご参加を基本としています。

株式会社船井総合研究所 ヘルスケア経営コンサルティングチーム

整骨院専門のコンサルティング部隊として全国を飛び回る。

社会性・教育性・収益性の追求を掲げ、”交通事故分野のスタンダードを創造する”

というスローガンのもと、全国の整骨院のコンサルティングを行っている。

Osteopathic Clinic TA  Innovation

お申込みに関するお問合わせ

〒541-0041 大阪市中央区北浜4-4-10
船井総研 大阪本社ビル

内容に関するお問い合わせ

Tel.06-6232-0188

Fax.06-6232-0194

平日9:30～17:30

24時間対応お問合せNo.K027874

株式会社船井総合研究所






