
 

平成３０年１月 

 

 

「＜ナント＞医療・介護セミナー」を開催！ 
 

南都銀行(頭取 橋本 隆史)は、本年３月、病院・介護事業者さまへの経営サポートの一環として   
「＜ナント＞医療・介護セミナー」を開催します。  

本年４月の診療報酬・介護報酬のダブル改定では、２０２５年に向けた地域医療構想実現と地域包括
ケアシステム構築への後押しが見込まれ、病院・介護事業者さまは地域での役割を見据えた経営戦略の
構築が重要です。本セミナーでは、最新の政策動向や報酬改定の内容と影響、その対応策や今後の展望
をテーマに、医療･介護分野のコンサルティングに精通した株式会社日本経営ホールディングスより 
専門講師を招き、今後の医療・介護経営に役立つ情報を提供します。  
特に、３月１日（木）は「＜ナント＞元気企業マッチングフェア２０１８」と同時開催し、医療・    

介護の現場における職員のみなさまの負担軽減・業務効率化に注目が集まるロボット・ICT 機器の展示
会および商品プレゼンテーションも併せて開催します。  
当行は、医療・介護分野の専担者を本部内に配置するとともに、コンサルタント会社などの専門企業

との連携強化を図るなど、サポート体制を整えています。今後も引続き地域金融機関として、地域の  
医療・介護を支えるお取引先さまのお役に立てるよう、総合的なサポートを行ってまいります。  
詳細は以下のとおりです。 

■＜ナント＞医療・介護セミナー 

◆開催日時・会場・定員 

日時 会場 定員 

３月 １日（木）13:30～16:30 
グランフロント大阪北館地下 2 階 

ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター ルーム１ 

100 名

先着順

３月１３日（火）13:30～16:30 南都商事本社 4階 新大宮セミナールーム 
70 名 

先着順

※両会場とも内容は同じ 

◆テーマ：「医療・介護政策からトップが考えるこれからの舵取り」 
     ・2018 年の医療政策がこれからの体制を決定づける 
     ・診療・介護報酬改定の変遷から改定内容を読み解く 
     ・介護サービス別の改定内容とポイント 

◆講 師：株式会社日本経営ホールディングス 代表取締役会長 藤澤
ふじさわ

 功
かつ

明
あき

 氏 

◆対象者：病院・介護事業者の経営者層 

◆主 催：当行 

◆共 催：株式会社日本経営ホールディングス 

◆参加料：無料 
 
■医療・介護機器展示会 

◆開催日時：３月１日（木）10：00～17：00   

◆開催場所：グランフロント大阪北館地下2階ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター ルーム2 
◆出展企業：積水ホームテクノ、大和リース、日本経営、パナソニックエイジフリー 

パラマウントベッド、富士ソフト、三菱電機ビジネスシステム 

■商品プレゼンテーション 

◆開催日時：３月１日（木）10：15～12：30（出展企業各社のスケジュールはチラシを参照ください） 

◆開催場所：グランフロント大阪北館地下2階ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター ルーム1 

 

【本件に関するお問合せ先】法人営業部 バリュー開発グループ  谷
たに

﨑
ざき

、小島
こ じ ま

 ℡ 0742-27-1670 



原則病院、介護事業者の方に限定させていただきます。それ以外のご参加ご希望の方は、事前にご相談ください。

積水ホームテクノ

大和リース

日本経営

パナソニックエイジフリー

パラマウントベッド

富士ソフト

三菱電機ビジネスシステム

10:15～10:30

10:35～10:50

10:55～11:10

11:15～11:30

11:35～11:50

11:55～12:10

12:15～12:30

入浴介助負担の軽減により、ご施設の安定運営をサポートします。

自立支援と介護負担の軽減及びコミュニケーション支援をご提案します。

病院経営のコンサルタントをいつでもあなたのお手許に、病院分析システム“Libra”

“持ち上げない介護”で離床のハードルを下げる離床アシストロボット“リショーネPLUS”

利用者の睡眠&覚醒（呼吸・心拍）を一元管理！労務環境改善に直結！

高齢者の生活機能改善と介護職員の負担軽減に繋がる、介護現場で大人気“PALRO”

介護現場でのICT活用による業務改善に向けて、総合ITソリューション“MELFARE”のご提案

出展企業名スケジュール プレゼンテーションテーマ

日 時 平成30年3月1日（木） 10:00～17:00

テーマ 医療・介護政策からトップが考えるこれからの舵取り
●2018年の医療政策がこれからの体制を決定づける
●診療・介護報酬改定の変遷から改定内容を読み解く
●介護サービス別の改定内容とポイント

会 場 グランフロント大阪北館地下2階 ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター ルーム1

出展企業と主な展示物

会 場 グランフロント大阪北館地下2階 ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター ルーム2

講 師 株式会社日本経営ホールディングス 代表取締役会長  藤澤 功明 氏

定 員 １００名（先着順、参加費無料）

定 員 各回１００名（先着順・参加費無料）

共 催 株式会社日本経営ホールディングス

お申込は裏面のお申込方法をご参照ください。

場 所 グランフロント大阪北館地下2階
ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター

■〈ナント〉医療・介護セミナー

■医療・介護機器展示会

■出展企業によるプレゼンテーション

●積水ホームテクノ  ●大和リース  ●日本経営
●パナソニックエイジフリー  ●パラマウントベッド
●富士ソフト  ●三菱電機ビジネスシステム

見て 触って 体験

参加
無料

　2018年度は診療報酬・介護報酬のダブル改定に加え、第7次医療計画・第7期介護保険事業計画・第3期医療費適正化計画のスタートなど、医療・
介護提供体制の大改革が行われる大きな節目になります。特に診療報酬・介護報酬のダブル改定では、2025年に向けた地域医療構想実現と、地域
包括ケアシステム構築への後押しが見込まれ、病院・介護事業者さまは、地域での役割を見据えた経営戦略の構築が重要です。
　そこで、南都銀行では、病院・介護事業者さまを対象に、最新の政策動向や報酬改定の内容と、病院・介護事業経営への影響、その対応策や今後の
展望に関する「〈ナント〉医療・介護セミナー」を開催いたします。また、医療・介護の現場における職員の負担軽減・業務効率化に注目が集まるロボット・
ICT機器を、実際に触れて体験できる展示会、および商品プレゼンテーションも併せて開催いたします。
　今後の病院・介護事業経営に役立つ内容となっておりますので、この機会にぜひご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。

〔略歴〕株式会社日本経営入社後、平成19年3代目社長に就任し、平成26年12月より現職。病医院を中心に、中期経営計画策定
指導、経営指導、職員教育等多数の指導実績をほこる。また、その結果を全国1000回以上にわたり講演および指導を行い、その的
確な講演内容には定評がある。

パラマウントベッド
眠りSCAN

富士ソフト
PALRO（パルロ）

パナソニックエイジフリー
リショーネPLUS

積水ホームテクノ
浴槽可変システムバス

原則病院、介護事業者の方に限定させていただきます。
それ以外のご参加ご希望の方は、事前にご相談ください。

※平成30年3月13日（火）に奈良市（南都商事 本社4階 新大宮セミナールーム）にて開催する〈ナント〉医療・介護セミナーと同一の内容となります。

ふじ さわ     かつ あき

時 間 13:30～16:30

時 間 10:00～17:00

時 間 10:15～12:30

会 場 グランフロント大阪北館地下2階  ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター ルーム1

大和リース
マッスルスーツ

〈ナント〉医療・介護セミナー&
元気企業マッチングフェア2018

医療・介護機器展示会



南都銀行HPアドレス
http://www.nantobank.co.jp/

平成30年2月27日（火）　　　　　　　　　　　　　　　までに、
下記当行サイトより直接お申込みください。
※申込企業多数の場合等、ご希望に添えない場合がございます。
　予めご了承ください。

事 前 受 !!付

〈主催〉

■お問い合わせ 南都銀行 法人営業部 バリュー開発グループ

医療・介護事業担当：谷﨑・小島 0742-27-1670TEL

ナレッジキャピタル
コングレコンベンションセンター

■会場アクセス
ご来場の際は､電車・バスをご利用くださいますようお願いします。
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グランフロント大阪

北館 地下2階
ナレッジキャピタル

コングレコンベンションセンター

阪神高速道路
池田線
梅田出口

阪神高速道路
池田線
梅田出口
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N

JR
大阪駅

ノースゲート
ビルディング

グランフロント大阪
南館

タワーA

タワーB
タワーC

北館

北館地下2階

ナレッジキャピタル

■電車をご利用の場合
○地下鉄御堂筋線「梅田駅」より徒歩3分
○阪急「梅田駅」より徒歩3分
○阪神「梅田駅」より徒歩6分

■車をご利用の場合
○阪神高速道路池田線「梅田出口」から約3分

■駐車場

【機械式駐車場の車両制限】
※1 平面往復機械方式／車高：2,000mm 車幅：1,900mm 全長：5,300mm 重量：2,300kg未満まで
※ 二段方式／車高：2,000mm（一部1,550mm） 車幅：1,850mm 全長：5,050mm未満まで
※ 車高1,550mm以上の車等の駐車可能位置は限定されます。駐車場の入場規制を行い、入庫できない場合もございますので、
　 あらかじめご了承願います。

場 所 料 金 利用可能時間台 数

南館 B2F
約330台

600円／60分
以降300円／30分北館 B3F

約170台

約160台

9：00～24：00

7：00～24：00

※1

3F 改札口

2F 連絡デッキ

N

JR「大阪駅」2F
ノースゲートビルディング
中央北口より徒歩3分

オーナーズタワー

医療・介護機器展示会

〈ナント〉医療・介護セミナー&

元気企業マッチングフェア2018

見て 触って 体験

南都銀行ホームページ  →  法人のお客さま  →  〈ナント〉医療・介護セミナー



テーマ

会   場

講   師

定   員 70名（先着順、参加費無料）

南都商事本社4階 新大宮セミナールーム

日　時 平成30年3月13日（火）

近鉄新大宮駅 南へ徒歩1分 （南都銀行大宮支店が1階に入居するビルです。）

13時30分～16時30分（１3時00分受付開始）

※駐車場はご用意しておりません。公共交通機関をご利用ください。

※平成30年3月1日（木）グランフロント大阪にて開催する〈ナント〉医療・介護セミナーと同一の内容です。

医療・介護政策から
トップが考えるこれからの舵取り

原則病院、介護事業者の方に限定させていただきます。
それ以外のご参加ご希望の方は、事前にご相談ください。

●2018年の医療政策がこれからの体制を決定づける
●診療・介護報酬改定の変遷から改定内容を読み解く
●介護サービス別の改定内容とポイント

ふじ    さわ かつ    あき

株式会社日本経営ホールディングス  代表取締役会長  藤澤 功明 氏
〔略歴〕株式会社日本経営入社後、平成19年3代目社長に就任し、平成26年12月より
現職。病医院を中心に、中期経営計画策定指導、経営指導、職員教育等多数の指導
実績をほこる。また、その結果を全国1000回以上にわたり講演および指導を行い、
その的確な講演内容には定評がある。

　2018年度は診療報酬・介護報酬のダブル改定に加え、第7次医療計画・第7期介護保険事業計画・
第3期医療費適正化計画のスタートなど、医療・介護提供体制の大改革が行われる大きな節目になり
ます。特に診療報酬・介護報酬のダブル改定では、2025年に向けた地域医療構想実現と、地域包括
ケアシステム構築への後押しが見込まれ、病院・介護事業者さまは、地域での役割を見据えた経営
戦略の構築が重要です。
　そこで、南都銀行では、病院・介護事業者さまを対象に、最新の政策動向や報酬改定の内容と、
病院・介護事業経営への影響、その対応策や今後の展望に関する「〈ナント〉医療・介護セミナー」を
開催いたします。　今後の病院・介護事業経営に役立つ内容となっておりますので、この機会にぜひ
ご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。

セミナー概要

「〈ナント〉医療・介護セミナー」のご案内

裏面に記載のウェブサイトよりお申込ください。



〈共  催〉

■お問い合わせ 
南都銀行 法人営業部 バリュー開発グループ
医療・介護事業担当：谷﨑・小島

株式会社日本経営ホールディングス
〈主  催〉
株式会社 南都銀行

0742-27-1670TEL

■会場アクセス

◀東面
　入り口かごの屋

新大宮セミナールーム
デイリーヤマザキ
奈良大宮店

セブン-イレブン
奈良大宮町６丁目店

近鉄新大宮駅

369

南都商事本社4階 新大宮セミナールーム
近鉄新大宮駅 南へ徒歩1分 （南都銀行大宮支店が1階に入居するビルです。）
※駐車場はご用意しておりません。公共交通機関をご利用ください。

N

南都銀行HPアドレス
http://www.nantobank.co.jp/

南都銀行ホームページ  →  法人のお客さま  →  〈ナント〉医療・介護セミナー

※申込企業多数の場合等、ご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。

事 前 受 !!付

平成30年3月12日（月）までに、下記当行サイトより直接お申込みください。

〈ナント〉医療・介護セミナー


