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株式会社 伊予銀行 
 

 

 

～具体的事例やデータに基づき、今後の愛媛県の医療連携についてご説明～ 

 

株式会社伊予銀行（頭取 大塚 岩男）は、野村證券株式会社及び日本経営グループと共同で、医療

機関向けトップマネジメントセミナーを開催いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。 

医療業界では、団塊の世代が後期高齢者に達し、超高齢社会により社会保障費が急増する 2025 年に

向け、地域医療構想※の考え方のもと、公立病院を中心とした病院機能の連携が進んでいます。 

 このセミナーでは、地域医療構想の考え方と愛媛県の医療圏毎の特徴を踏まえ、全国の具体的事例や

データに基づいた愛媛の医療連携のあるべき姿についてご説明いたします。 
 

記 
 
○トップマネジメントセミナー「地域医療構想を踏まえた今後の経営戦略」 

項   目 内   容 

日   時 2019 年 12 月 11 日(水) 13:30～16:30（開場・受付 13:00～） 

会   場 ANA クラウンプラザホテル 南館 4F エメラルドルーム（松山市一番町 3-2-1） 

対   象 

・地域医療構想の実現を掲げている病医院の理事長、院長や経営幹部の方 
・医療行政に携わる自治体担当者の方 
・地域医療の連携について関心のある医療・介護業界の職員の方 

プログラム 

＜第 1部＞ 

テーマ：社会保障制度の現状と課題 

講 師：株式会社日本ヘルスケア研究所 上席研究員 元厚生労働事務次官 二川 一男氏 

＜第 2部＞ 

テーマ：地域医療連携推進法人の概要と具体的事例 

講 師：野村ヘルスケア・サポート&アドバイザリー株式会社  

代表取締役社社長 森 清司氏 

＜第 3部＞ 

テーマ：愛媛県地域医療構想を踏まえた病院の目指すべきポジショニング戦略 

講 師：株式会社日本経営 ヘルスケア事業部 副部長 角谷 哲氏 

定   員 100 名（定員になり次第申込締切となります） 

参 加 費 無料 

お申込方法 

別添パンフレット裏面の「参加申込書」に申込必要事項をご記入いただき、当行コンサ

ルティング営業部（FAX：089-946-9110）又は野村證券株式会社松山支店（FAX：

089-933-4771）に FAX にてお申し込みください。 

主   催 当行 

共   催 野村證券株式会社、日本経営グループ 

※地域医療構想とは、将来人口推計をもとに 2025 年に必要となる病床数を 4つの医療機能ごとに推計した上で、地域

の医療関係者の協議を通じて病床の機能分化と連携を進め、効率的な医療提供体制を実現する取組みです。 
 

以 上 
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共催 

病医院の幹部・職員方々向け 

理事長・院長 各位 

12月 11日（水） 

13：30～16：30 

定員 100名 

会場 ANAクラウンプラザホテル
南館４階 

野村ヘルスケア・サポート 
&アドバイザリー株式会社 

 代表取締役社長 
 森 清司 氏 

株式会社日本経営 
ヘルスケア事業部 

副部長 
 角谷 哲 氏 

講師（登壇順） 

地域医療構想を踏まえた今後の経営戦略 
～愛媛の医療連携の将来を考える～ 

トップマネジメントセミナー 

2019年 

株式会社日本ヘルスケア研究所 
上席研究員 

元厚生労働事務次官 
二川 一男 氏 

愛媛県松山市一番町3-2-1 

＊当日のセミナー内容は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

料金 無料 

「 エメラルドルーム 」 

定員になり次第、締切いたします。お早めのお申込をお待ち申し上げます。 

2025年の必要病床数を掲げた地域医療構想

に関して、公立病院を中心とした地域の連携 

事例が徐々に動き出し始めています。 

本セミナーでは、地域医療構想の考え方と愛媛

県の医療圏毎の特徴を理解した上で、全国の 

具体的事例やデータに基づいた愛媛のあるべき

姿についてお伝えいたします。 

遠くない2025年に向け、愛媛県の医療体制の

あり方を考える一つのきっかけとして、是非 

とも活用いただきたい内容となっております。 

経営者のみなさまの参加をお待ち申し上げます。 

第１部 
社会保障制度の現状と課題 

 ・人口減少・高齢化を受けた医療需要の変化 

 ・財政難を踏まえた地域連携の必要性と働き方改革 

第２部 
地域医療連携推進法人の概要と具体的事例 

 ・地域医療連携推進法人制度のあらまし 

 ・同制度における設立事例と水面下での検討事例の紹介 

第３部 
愛媛県地域医療構想を踏まえた病院の目指すべきポジショニング戦略 

 ・愛媛県における二次医療圏の特徴と課題 

 ・データ結果から得られる愛媛県の医療連携モデルの提示 

主催 



法人名 
医療機関名 

所在地 
〒     ― 

ＴＥＬ （   ） ＦＡＸ （   ） 

ご氏名 

  

ご氏名   

E-Mail 

伊予銀行ホームページ   https://www.iyobank.co.jp/privacy/ 
日本経営グループホームページ    https://nkgr.co.jp/privacypolicy 

 

タイトル 地域医療構想を踏まえた今後の経営戦略 ～愛媛の医療連携の将来を考える～ 

講 師 
（登壇順） 

株式会社日本ヘルスケア研究所 上席研究員 元厚生労働事務次官 二川 一男 氏 
1980年3月東京大学法学部卒業後、同年4月に厚生労働省入省。 
2014年7月厚生労働省医政局長へ就任、2015年10月には厚生労働省の事務次官へ就任。2017年7月に退官。 

野村ヘルスケア・サポート&アドバイザリー株式会社 代表取締役社長 森 清司 氏 
野村証券株式会社にて20年以上にわたり国内外のM&Aアドバイザリーやファイナンス手法の投資銀行業務
を提供。2018年4月より野村ヘルスケア事業統括本部長を経て、2019年4月に同社 代表取締役社長へ就任。 
医療機関や介護施設等に対するコンサルティングや事業承継対策を踏まえたM&A事業を指揮。 

株式会社日本経営 ヘルスケア事業部 副部長 角谷 哲 氏 
複数の民間病院等に出向し事務部門トップとして事業再生支援のほか、地域医療連携促進支援に関するコン
サルティング業務に従事。行政関係では、広域連合化による病院事業の再編統合業務や中核市の医療計画策
定業務に従事。病院の戦略策定、業務改善支援の経験に基づき全国各地で講演を行っている。2019年度よ
り総務省の地方公営企業等経営アドバイザー就任。 

共催 野村證券株式会社・日本経営グループ 

申込方法 セミナー参加申込書（別紙）に必要事項をご記入いただき、ＦＡＸにてご送信下さい。 

開催要領 

日時・会場 

地域 日時 会場 アクセス 

松山 
2019年12月11日(水) 

 
13:30-16:30(13:00開場) 

ANAクラウンプラザホテル 
南館４階 
「エメラルドルーム」 
 
所在地 
愛媛県松山市一番町3-2-1 

・バス停 一番町近く 
  松山空港から 約30分 
  松山観光港から 約40分 
  JR松山駅から 約10分 
・市内電車大街道電停近く 
 
※駐車場には限りがありますので 
 公共の交通機関をご利用下さい 

＊コンサルティング会社、会計事務所、社労士事務所などの同業者のご参加はお断りします。 
＊当日のセミナー内容は多少変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 
＊資料請求のみのお申込はお断りさせて頂きます。また、当日ビデオなどの録画・録音機の持ち込みはご遠慮願います。 

 

申込必要事項 

ふりがな 

ご記入いただきましたお客様の個人情報は、主催の
株式会社伊予銀行（以下、「伊予銀行」）が取
得致しますが、共催の社日本経営グループ（「以下、
「日本経営」）、野村證券株式会社（以下、「野
村證券」）、協力会社の野村ヘルスケア・サポート
＆アドバイザリー株式会社（以下、「NHS&A」）と
の間で参加者把握のために共同利用させていただき
ます。 
伊予銀行、日本経営、野村證券、 NHS&Aが、共
同利用させて頂く個人情報の項目は、お客様の法
人名、所属部署、役職、氏名、住所、電話番号、
FAX番号、E-Mailです。 
伊予銀行、日本経営、野村證券、 NHS&Aにおい
て、お客様の個人情報は、お客様およびお取引先
相手とのお取引やご連絡を適切かつ円滑に履行す
るために利用します。また、電話・郵便・Ｅメール等
による各種サービスのご案内を行うことにも利用させ
ていただきます。なお、各社の利用目的の範囲は、
以下のＵＲＬをご覧ください。 

    【個人情報の取扱いについて】                             

ふりがな （部署・役職） 

（部署・役職） 

野村證券ホームページ  https://www.nomura.co.jp/ 
NHS&Aホームページ    https://www.nomuraholdings.com/nhs-a/ 

株式会社伊予銀行 コンサルティング営業部  担当：徳増・玉井・仲西 
愛媛県松山市南堀端町1番地  TEL：089-941-1141  メールアドレス：iyo016ova6@iyobank.co.jp お 問 合 せ 先 

セミナー参加申込書 ＦＡＸ．0 8 9 - 9 4 6 – 9 1 1 0 
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