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会社概要
商 号 株式会社エム・ジー・コンサルティング
本 社 東京都中央区銀座６－１３－９

GIRAC GINZA ９階
設 立 ２０１２年４月２０日
代表者 村上 元
取引銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行 銀座通支店
事業内容 医業経営コンサルティング

医療機器・材料の事業化に関するコンサル
ティング

教育研修
コンピュータソフトの開発販売
M&Aに関するコンサルティング



ＭＧＣグループコンサルタント
“様々なテーマにグループコンサルタントが対応します”

Ａ：医療材料の購買効率化コンサルタント
ＳＰＤの構築、購買分析、材料マスター整備
など第一線での豊富な実績を持つ

Ｂ：ＳＰＤ構築支援コンサルタント
ＳＰＤソフトの開発や導入（約２００病院）に豊富な
実績を持つ

Ｃ：薬事関連コンサルタント（理学博士）
大手総合化学メーカーや外資系医療機器メーカーで
薬事申請その他の豊富な実績を持つ

Ｄ：業務委託・アライアンスコンサルタント
滅菌消毒業務・オペ室業務・ＳＰＤ業務などの改善及

び業務委託、Ｍ＆Ａなどに関する豊富な実績を持つ



医療機関の皆様へ

滅菌業務・手術業務の改善コンサルティング

医療の安全や院内感染防止に大きく関わる中央
滅菌材料室や手術室の業務を改善します

ＳＰＤ業務の改善コンサルティング

医業経営効率化の為の大きなテーマである医
療機器・材料の購買効率化

のお手伝いをします



中央滅菌材料室・手術室業務改善

滅菌バリデーション、使用済み医療器具の一次洗浄
中央化、滅菌設備の最適化、人員の最適配置などの
様々な課題解決とそれを支える人材の育成・評価のシ
ステム構築をトータルで実現するためのコンサルティン
グを実践します

滅菌バリデーション

設備最適化

一次洗浄中
央化

人員最適配置

人材育成・評
価システム
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中央滅菌材料室・手術室業務改善

ＳＴＥＰ－１
業務分析・配員分析・設備レイアウト（動線）評価
コスト分析を行い効率化の基本提案を行います

ＳＴＥＰ－２
院内での合意形成の後、実行計画提案を行います

ＳＴＥＰ－３
改善実施の詳細計画とフォローアップ、実施後の効果
測定を行い次のステップへの課題を明確化します
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中央滅菌材料室・手術室業務委託改善

“現在業務委託しておられる病院様についても現状調
査を実施して、業務委託の品質と効果がより一層アップ
するようお手伝いします”

○現状調査と報告（基本提案）

○委託仕様書・マニュアルの検討改善

○委託事業者への対応支援

○委託事業者選定支援

等を通じてより効果的な

業務委託の姿を実現します



SPD業務効率化

医業経営にとって、コスト比率の高い医薬品や
医療機器・材料のコストダウンは至上命題です。

そのためにＳＰＤシステム、ベンチマーク分析、
更にはシングルベンダーによる預託購買やＧＰＯ
（共同購買）など様々な手法が採用されておりま
す。

弊社は、病院様の実態に合った、現物と現場
中心の効率化のご提案、いわばオーダーメイドの
コンサルティングを実践します



SPD業務効率化

○購買業務調査

○採用品調査及び材料購買マスター整備

○コンピュータシステムの選定支援 などにより

現業現物の管理精度をアップさせて物品管理

本来の目的である

最少購買 最少在庫 最少ロス

最少レセプト漏れ を実現します



滅菌消毒業務従事者研修
滅菌消毒業務に従事しておられる従業員への

教育研修システムの構築と実際の研修もお任せ
下さい

教育研修システム

教育研修計画

教育研修
記録

新人（初級者）研修

中級者研修

上級者研修

理解度テスト

理解度テスト

理解度テスト



新人（初級者）研修基本カリキュラム

科 目 時間 内 容

１．病院とは？ ３０分 病院の組織や役割、院内で注意すること
など

２．滅菌消毒の意義と効果 ６０分 滅菌消毒の意味、清潔／不潔の区分な
ど

３．主な感染症と感染予防 ６０分
微生物の基礎、感染成立の仕組み、手
洗いの意義など

４．医療器材の名称と機能 ３０分 医療器材の基本的な扱い方や機能など

５．滅菌消毒機器の名称と使
用目的、操作と点検方法 ３０分 主要滅菌機器の構造や用途など

６．理解度テストとディスカッ
ション

６０分



中級者研修基本カリキュラム

科 目 時間 内 容

初級者研修科目 № ２～５
（業務委託に関する法令による

必須科目）

各科目
３０分 年間にわたって数回に分けて実施

洗浄・滅菌品質管理 １２０分 洗浄及び滅菌バリデーション、
洗浄・滅菌ガイドライン解説など

理解度テストとディスカッション 上記各科目実施の都度



上級者研修基本カリキュラム
科 目 時間 内 容

初級者研修科目 № ２～５
（業務委託に関する法令による

必須科目）
各３０分 年間にわたって数回に分けて実施

医療器材のリコール ６０分 リコール判定や回収、事後の処置な
ど

病院経営の課題 ３０分 診療報酬改定やＤＰＣなど時宜に応
じた内容

リーダーシップと労務管理 １２０分 組織のマネジメントや労働法令など

理解度テストとディスカッション 上記各科目実施の都度



現場の実情に合わせた研修プラン

中央滅菌材料室や手術室など、まとまって時間
をかけた研修の実施が困難なケースもありますの
で、終礼の時間などを利用した出張ミニ研修や
祝祭日を利用した研修など、現場の実態に合わ
せた研修プランをご提案します



医療機器・材料や医療関連事業への参入を検
討中の企業の皆さんへ

○医療機器・材料の事業化のお手伝い

薬事法関連の申請や法定文書の作成など

煩わしい手続きや、商品化後の物流などのご

相談にお応えします

○医療関連事業参入のお手伝い

マーケティングや法的規制の検討、他社との

協業関係作りなど幅広くお手伝いします



（参考）代表者の職歴・資格など
【主要職歴】

大手メーカー経営企画部門で新規事業立上げやＭ＆Ａを経験

医療関連サービス事業会社（滅菌サービス、ＳＰＤなど） 社長

日本滅菌業協議会 会長

（財）医療関連サービス振興会 評議員、理事

厚生労働省「医療関連サービス検討委員会滅菌消毒部会」 委員

【主要資格】

（社）日本医業経営コンサルタント協会 会員

（社）日本医療機器学会 会員

医療用具販売及び賃貸管理者

第１種圧力容器取扱作業主任者



医療機関の皆様へ

滅菌業務・手術業務の改善コンサルティング

医療の安全や院内感染防止に大きく関わる中央
滅菌材料室や手術室の業務を改善します

ＳＰＤ業務の改善コンサルティング

医業経営効率化の為の大きなテーマである医
療機器・材料の購買効率化

のお手伝いをします



中央滅菌材料室・手術室業務委託の改善

“現在業務委託しておられる病院様についても現状調
査を実施して、業務委託の品質と効果がより一層アップ
するようお手伝いします”

○現状調査と報告（基本提案）

○委託仕様書・マニュアルの検討改善

○委託事業者への対応支援

○委託事業者選定支援

等を通じてより効果的な

業務委託の姿を実現します



滅菌消毒業務従事者研修

滅菌消毒業務に従事しておられる従業員への

教育研修システムの構築と実際の研修もお任せ
下さい

教育研修システム

教育研修計画

教育研修
記録

新人（初級者）研修

中級者研修

上級者研修

理解度テスト

理解度テスト

理解度テスト



関連企業の皆さんへ

医療機器・材料の事業化のお手伝い
1. 薬事法関連の申請や法定文書の作成など、煩わしい手続き

や、商品化後の物流などのご相談にお応えします
2. 医療器具（レンタル手術器械など）の洗浄・消毒・滅菌・物流などトータ
ルシステムを構築します

医療関連事業参入のお手伝い
マーケティングや法的規制への対応策の検討、他社との協業関係作りな

ど、幅広くお手伝いします

滅菌消毒事業、SPD事業、その他院内業務受託事業、
自社開発の技術や商品の医療機関への応用・導入…など



滅菌消毒業務従事者研修
滅菌消毒業務に従事しておられる従業員への

教育研修システムの構築と実際の研修もお任せ
下さい

教育研修システム

教育研修計画

教育研修
記録

新人（初級者）研修

中級者研修

上級者研修

理解度テスト
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