
⑫講師派遣　　　　　　・・・収益事業の柱として成長させる。対象:法人中心

　　「基礎研修」「訪問看護実技研修」「介護予防体操インストラクター養成」

　　「訪問看護プレミアムセミナー松竹梅」「訪看経営プレミアムセミナー松竹梅」

　　「訪問看護経営コンサルティング」「訪問看護営業コンサルティング」等企画

基礎研修 ① 在宅における接遇とマナー 

② 基本の記録の書き方 

③ クレーム・事故対応の基本 

④ 間違いやすい制度、条例セミナー 

⑤ 誰でもわかるメンタルヘルス 

など 

※リスト作成の上、宣伝。 

(教育研修課中心に全社員対象での選定) 

・定額３時間 ６万円（税込） 

ただし定員 20名まで。 

以降５名につき+２万円 

・23区内交通費込み 

訪問看護 

技術研修 

① 各種手技・実技研修 

② 介護予防体操インストラクター養成

講座 

③ 各種訪問技術研修 

・在宅におけるＮｓリハビリ 

セラピスト向け吸引技術 

・セラピスト向け吸引技術 

・ナースリハビリテーション 

・注射・中心静脈栄養法 

・ほか 

 

先方の課題にあった研修内容を作成し、

内部講師で実施。 

(教育研修課中心に全社員対象での選定) 

・定額 1.5 時間 ６万円（税込） 

ただし定員 10名まで。 

以降５名につき+３万円 

・23区内交通費込み 

訪問看護 

プレミアム 

セミナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪看経営 

プレミアム 

セミナー 

① 訪問看護スペシャリストコース 

・社長「人間学」セミナー 

・訪問看護師 基礎セミナー 

・訪問セラピスト 基礎セミナー 

・訪問看護師 応用セミナー 

・訪問セラピスト 応用セミナー 

 

② 訪問看護ビギナーコース 

・訪問看護統括セミナー 

・訪問看護師 基礎セミナー 

・訪問セラピスト 基礎セミナー 

 

③ 訪問看護スペシャリストコース 

・社長経営セミナー 

・人事・営業戦略セミナー  ・ 

・訪問看護師 技術セミナー 

・セラピスト 技術セミナー 

 

 

④ 訪問看護ゼネラリストコース<上級> 

・社長経営セミナーⅠ 

・人事戦略セミナー  ・ 

・営業戦略セミナー 

・訪問看護統括セミナー 

・社長経営セミナーⅡ 

 

⑤ 訪問看護ゼネラリストコース<中級> 

・社長「人間学」セミナー 

・人事戦略セミナー  ・ 

・営業戦略セミナー 

・訪問看護統括セミナー 

 

⑥ 訪問看護ゼネラリストコース<初級> 

・社長「人間学」セミナー 

・人事・営業戦略セミナー 

・訪問看護統括セミナー 

 

⑦ 医療・介護経営コンサルティング 

<訪問看護編> 講師:社長 

 

⑧ 医療・介護営業コンサルティング 

<訪問看護実践編> 担当:営業課長 

 

先方の課題をヒアリングの上、研修内容

を作成し、総合職講師を中心に担当。 

(技術セミナーは、全社員対象での選定) 

① ６０万円 

(３時間×５回講義) 

ただし定員 20名まで。 

以降５名につき+５万円 

 

 

 

② ３０万円 

(３時間×３回講義) 

ただし定員 20名まで。 

以降５名につき+５万円 

 

③ ５０万円 

(３時間×４回講義) 

定員制限無し 

・23区内交通費込み 

 

 

 

④ ７０万円 

(３時間×５回講義) 

定員制限無し 

・23区内交通費込み 

 

 

 

⑤ ５０万円 

(３時間×４回講義) 

定員制限無し 

・23区内交通費込み 

 

 

⑥ ４０万円 

(３時間×３回講義) 

定員制限無し 

・23区内交通費込み 

 

⑦ １００万円 

３時間×４回/半年 

 

⑧ １２０万円 

１回(２h)/隔週×１２回/半年 

 

訪問看護事業運営に興味のある方へ

先方の課題にあった研修内容を作成し、内部講師で実施。
(教育研修課中心に全社員対象での選定) ・定額1.5時間　６万円（税込）
ただし定員10名まで。
以降５名につき+３万円
・23区内交通費込み
① 訪問看護スペシャリストコース
・社長「人間学」セミナー
・訪問看護師　基礎セミナー
・訪問セラピスト　基礎セミナー
・訪問看護師　応用セミナー
・訪問セラピスト　応用セミナー

② 訪問看護ビギナーコース
・訪問看護統括セミナー
・訪問看護師　基礎セミナー
・訪問セラピスト　基礎セミナー

③ 訪問看護スペシャリストコース
・社長経営セミナー
・人事・営業戦略セミナー　　・
・訪問看護師　技術セミナー
・セラピスト　技術セミナー

④ 訪問看護ゼネラリストコース<上級>
・社長経営セミナーⅠ
・人事戦略セミナー　　・
・営業戦略セミナー
・訪問看護統括セミナー
・社長経営セミナーⅡ

⑤ 訪問看護ゼネラリストコース<中級>
・社長「人間学」セミナー
・人事戦略セミナー　　・
・営業戦略セミナー
・訪問看護統括セミナー

⑥ 訪問看護ゼネラリストコース<初級>
・社長「人間学」セミナー
・人事・営業戦略セミナー
・訪問看護統括セミナー

⑦ 医療・介護経営コンサルティング
<訪問看護編>　講師:社長

⑧ 医療・介護営業コンサルティング
<訪問看護実践編>　担当:営業課長

先方の課題をヒアリングの上、研修内容を作成し、総合職講師を中心に担当。
(技術セミナーは、全社員対象での選定) ① ６０万円
(３時間×５回講義)
ただし定員20名まで。
以降５名につき+５万円

② ３０万円
(３時間×３回講義)
ただし定員20名まで。
以降５名につき+５万円

③ ５０万円
(３時間×４回講義)
定員制限無し
・23区内交通費込み

④ ７０万円
(３時間×５回講義)
定員制限無し
・23区内交通費込み

⑤ ５０万円
(３時間×４回講義)
定員制限無し
・23区内交通費込み

⑥ ４０万円
(３時間×３回講義)
定員制限無し
・23区内交通費込み

⑦ １００万円
３時間×４回/半年

⑧ １２０万円
１回(２h)/隔週×１２回/半年

⑨ 医療・介護経営コンサルティング
<訪問看護編>　講師:社長

⑩ 医療・介護営業コンサルティング
<訪問看護実践編>　担当:営業課長

先方の課題をヒアリングの上、研修内容を作成し、総合職講師を中心に担当。
(技術セミナーは、全社員対象での選定) 
⑨ １００万円
３時間×４回/半年

⑩ １２０万円
１回(２h)/隔週×１２回/半年

訪看運営のノウハウ講義・経営エッセンス講義・営業コンサルティング

１　　　　２　　　　３　　　　４　　　　５　　　　６　　　　７　　

８　　　　９　　　　10 -a)　　　　10 -b)　　　　10 -c)

 

氏   名

フリガナ担
当
者

上記セミナー・講義・コンサルティングをご希望の事業所・法人の方は、下記ご記入の上、
ＦＡＸにて資料請求をしてください。担当より折り返しご連絡いたします。

事業所・法人名

住所

( 郵便　　-　　)

電   話　　　（　　　　）

ＦＡＸ　　　（　　　　）

E-mail

資料請求を希望されるコースに〇をつけてください。

訪問看護スペシャリストコース　　訪問看護ビギナーコース　　訪問看護ゼネラリストコース

訪看経営コンサルティング　　訪看営業コンサルティング　

FAX : 03-5794-3641資料請求

経営者・事業運営者向け

訪問看護ステーションの
健全経営・実務運営を支援します

先方の課題にあった研修内容を作成し、内部講師で実施。
(教育研修課中心に全社員対象での選定) ・定額1.5時間　６万円（税込）
ただし定員10名まで。
以降５名につき+３万円
・23区内交通費込み
① 訪問看護スペシャリストコース
・社長「人間学」セミナー
・訪問看護師　基礎セミナー
・訪問セラピスト　基礎セミナー
・訪問看護師　応用セミナー
・訪問セラピスト　応用セミナー

② 訪問看護ビギナーコース
・訪問看護統括セミナー
・訪問看護師　基礎セミナー
・訪問セラピスト　基礎セミナー

③ 訪問看護スペシャリストコース
・社長経営セミナー
・人事・営業戦略セミナー　　・
・訪問看護師　技術セミナー
・セラピスト　技術セミナー

④ 訪問看護ゼネラリストコース<上級>
・社長経営セミナーⅠ
・人事戦略セミナー　　・
・営業戦略セミナー
・訪問看護統括セミナー
・社長経営セミナーⅡ

⑤ 訪問看護ゼネラリストコース<中級>
・社長「人間学」セミナー
・人事戦略セミナー　　・
・営業戦略セミナー
・訪問看護統括セミナー

⑥ 訪問看護ゼネラリストコース<初級>
・社長「人間学」セミナー
・人事・営業戦略セミナー
・訪問看護統括セミナー

⑦ 医療・介護経営コンサルティング
<訪問看護編>　講師:社長

⑧ 医療・介護営業コンサルティング
<訪問看護実践編>　担当:営業課長

先方の課題をヒアリングの上、研修内容を作成し、総合職講師を中心に担当。
(技術セミナーは、全社員対象での選定) ① ６０万円
(３時間×５回講義)
ただし定員20名まで。
以降５名につき+５万円

② ３０万円
(３時間×３回講義)
ただし定員20名まで。
以降５名につき+５万円

③ ５０万円
(３時間×４回講義)
定員制限無し
・23区内交通費込み

④ ７０万円
(３時間×５回講義)
定員制限無し
・23区内交通費込み

⑤ ５０万円
(３時間×４回講義)
定員制限無し
・23区内交通費込み

⑥ ４０万円
(３時間×３回講義)
定員制限無し
・23区内交通費込み

⑦ １００万円
３時間×４回/半年

⑧ １２０万円
１回(２h)/隔週×１２回/半年

⑨ 医療・介護経営コンサルティング
<訪問看護編>　講師:社長

⑩ 医療・介護営業コンサルティング
<訪問看護実践編>　担当:営業課長

先方の課題をヒアリングの上、研修内容を作成し、総合職講師を中心に担当。
(技術セミナーは、全社員対象での選定) 
⑨ １００万円
３時間×４回/半年

⑩ １２０万円
１回(２h)/隔週×１２回/半年

訪看プレミアムセミナー

 訪看スペシャリストコース
 訪看ビギナーコース
訪看経営プレミアムセミナー

 訪看ゼネラリストコース

訪看経営コンサルティング

訪看営業コンサルティング

◆社長「人間学」セミナー
◆訪問看護師　基礎セミナー
◆訪問セラピスト　基礎セミナー
◆訪問看護師　応用セミナー
◆訪問セラピスト　応用セミナー

◆訪問看護統括セミナー
◆訪問看護師　基礎セミナー
◆訪問セラピスト　基礎セミナー

◆社長経営セミナーⅠ
◆人事戦略セミナー
◆営業戦略セミナー
◆訪問看護統括セミナー
◆社長経営セミナーⅡ

◆ソフィアメディ社長による
　　　ソフィア経営塾(半年)
◆ソフィアメディ社長による
　　　ソフィア経営塾(一年)

◆ソフィア営業課長級による
　　　営業コンサルティング
◆ソフィア営業課長級による
　　　　　　　営業業務委託

※ソフィアメディ訪問看護事業の経営のイロハ、実務(現場)のノウハウを伝授します。

※訪問看護事業の健全経営エッセンス、運営のノウハウを、丁寧に伝授します。

※上記、各セミナー・コンサルティング料金については、資料請求の上、ご確認ください。

問合せ : ソフィアメディ(株)　教育・研修課 : 上原
　　　　　　　　 (03-5794-3640)


