
２０１４年度事業報告書 

 

 

１．会員サポート事業 

会員サービスとして、病院広報に関する情報提供並びに次のサポート事業を実施いたしました。 

 a．バイブレーション配信（毎月１回） 

b．ホームページによる情報サービス運営・管理（随時） 

c．週刊医療タイムス社との提携による紙上講座（毎月 1回 1ページ） 

d．無料講座開催（定時社員総会時・フォーラム開催時） 

e．面談または電話相談（情報提供）対応（随時） 

f．定時社員総会・理事会および企画管理・運営 

h．会員システムによる入退会および異動情報の管理とメンテナンス 

・2014年度会員数（2015年 3月 31日現在）賛助会員 4 法人会員 50 個人会員 52 

 

２．はとはあと評価事業 

病院広報の積極性を設問に基づき審査し、基準をクリアした施設に広報活動改善の指標として活用いた

だく評価レポートを発行し、医療施設利用者に広報活動の積極性をわかりやすく理解いただくための評

価マークの入った認定証を発行する「はとはあと」評価事業は、当初計画の 50施設認定を達成し、現在、

正規版に修正しての審査に切り替え中であり、今後、当法人の中核事業として強化していきます。 

 

３．病院広報担当者養成講座（企画広報塾）の開催事業 

2014年度は広報プランナー認定講座 5 回（内 1回は 1 泊 2日の合宿講座）、特別無料講座を 1 回開催い

たしました。今後とも各理事の支援のもと、地方版広報塾の開催をお願いしています。 

・参加人数：a．広報プランナー養成講座 74名 b．合宿講座 30名 c．戦略講座 10名 

また、担当者に加え、広報の指導員の必要から、ほぼ 1 年の間、有志により病院広報指導員についての

議論・研究を重ね、認定指導員講座の創設につなぎ 1月、9月の会員を認定しました。 

 

４．HISフォーラムと BHI賞 

BHI 賞 2014 は、各地の医療・福祉施設の取り組み事例から多くを学び交流できる機会とし、医療・福

祉施設で行われた広報活動や情報公開に係る事例としての応募を募りました。開催主幹として飯塚病院

にお世話になり、10 月 17 日（金）に福岡県飯塚市・のがみプレジデントホテルでフォーラムを行いま

した。 

前日 16日（木）には、病院見学会も開催。第 18回全国病院広報研究大会、記念講演、BHI賞表彰式を

行った結果、延べ参加者約 170名という盛況のうちに幕を閉じることができました。 

 

５．30周年記念交歓会と広報担当者フォローアップ研修 

2015年 1月 17日（土）にホテルブライトンシティ京都山科にて 30周年記念式典を開催し 51名が参加 

しました。記念講演としてクロスメディア・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役 雨宮和弘氏に 



よる「たった半年で、広報が生まれ変わる」という題の企業広報の世界で画像・映像の効果的な活用方

法についての講演を、また第二部では龍谷大学社会学部 准教授 築地達郎氏による「本物の『サービス』

を目指すための広報」と題し、あるべき広報の姿についての講演をして頂き、好評を得ました。 

翌 18日（日）には広報担当者フォローアップ研修を行い、32名が受講しました。 

 



2014年度活動報告 月次順記載 

2014年の主な活動は以下に示すとおりです。今後と

も会員各位のご支援、よろしくお願い申し上げます。 

 

4月 

・ 折原監事による会計監査（4月 22日（火）） 

5月 

・ 決算理事会開催（5月 10日（土）） 

場所：NPO 法人日本 HIS研究センター事務局 

  次の議案が審議され、全て承認議決されました。 

  第１号議案 ２０１３年度事業報告の承認を求

める件 

  第２号議案 ２０１３年度収支決算の承認を求

める件 

  第３号議案 ２０１４年度事業計画（案）の承

認を求める件 

  第４号議案 ２０１４年度収支予算（案）の承

認を求める件 

  第５号議案 第１０回定時社員総会開催日程の

承認を求める件 

  第６号議案 第１０回定時社員総会に付議する

事項の承認を求める件 

  その他 a．役員変更の件 

      b．２０１４年度取り組み事業について 

      c． 交流スペース活用の提案について 

・ 第 10回定時社員総会開催（5月 30日（金）） 

  場所：NPO法人日本 HIS研究センター事務局 

  次の議案が審議され、全て承認議決されました。 

  第１号議案 ２０１３年度事業報告の承認を求

める件 

  第２号議案 ２０１３年度収支決算の承認を求

める件 

  第３号議案 ２０１４年度事業計画（案）の承

認を求める件 

  第４号議案 ２０１４年度収支予算（案）の承

認 を求める件 

・ 戦略講座開講（5月 30日（金）） 

・ 第 171 回 HIS 広報プランナー養成＜企画広報

塾・実践講座＞(京都)受講 8名（5月 31日（土）） 

テーマ：広報誌の編集とデザインの原則 

6月 

・ 第 172 回 HIS 広報プランナー養成＜企画広報

塾・実践講座＞(札幌)受講 24名（6月 13日（金）） 

テーマ：あすから役立つ病院広報の ABC 

7月 

・ 第 18回全国広報事例研究会応募締切 

8月 

・ 第 173回 HIS広報プランナー認定「総合（京都 

1泊）講座」西本願寺聞法会館 開講（8月 30日

（土）～8月 31日（日）） 

10名参加 

講師：さくらスタジオ代表 西村俊則 

Proto Vision 代表取締役 菅原正博 

・ 新規入会（法人会員）2件 

9月 

・ BHIデザイン賞審査会 

10月 

・ HIS フォーラム 2014（第 18 回全国病院広報研

究大会）（福岡・飯塚病院）（10月 17日（金）） 

11月 

・ 「はとはあと」第 1 ステージ正規版の新規受付

を開始（11月 1日（土）） 

・ 第 175 回 HIS 広報プランナー養成＜企画広報

塾・実践講座＞(仙台)受講 12名 

（11 月 27 日（木））テーマ：知られて役立つ病

院広報を、まず知る A to Z 

12月 

・ 臨時理事会を開催（12月 18日（木）） 

場所：NPO 法人日本 HIS研究センター 京都事 

務局会議室 

  次の議案が審議され、全て承認議決されました。 

  第１号議案 会員増強策と現状について 

  第２号議案 30周年記念行事開催について 

  第３号議案 特定非営利活動法人日本HIS研究 

        センター運営計画について 

・ 地域医療広報マスター研修会運営 



1月 

・ 30 周年記念交歓会（ホテルブライトンシティ京

都山科）開催（1月 17日（日）） 

・ 広報担当者フォローアップ研修（京都）受講 32

名（1月 18日（日）） 

2月 

・ 恵寿総合病院（七尾市）訪問、HIS 活動につい

て説明のあと、病院見学 

3月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 平病院広報支援 認知症予防教室・第 2回すこ 

やか検定実施（3月 7日（土）） 

 

●HIS研ホームページ（毎月更新） 

●平成 26年度（26年 12月 1日まで）に会報 

「VIBRATION」を配信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[税込]（単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額
 【流動資産】  【流動負債】
  （現金・預金）   前　受　金 1,621,500 
   現　　　金 9,063   短期借入金 800,000 
   普通　預金 3,639,704    流動負債  計 2,421,500 
    現金・預金 計 3,648,767  【固定負債】
     流動資産合計 3,648,767   長期借入金 808,000 

   固定負債  計 808,000 
負債の部合計 3,229,500 

 【正味財産】
  前期繰越正味財産額 590,019 
  当期正味財産増減額 △ 170,752 
   正味財産　計 419,267 

正味財産の部合計 419,267 
資産の部合計 3,648,767 負債・正味財産の部合計 3,648,767 

正　味　財　産　の　部

貸　借　対　照　表

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部
全事業所 平成27年 3月31日 現在
特定非営利活動法人日本HIS研究センター



[税込]（単位：円）

全事業所
【経常収益】
  【受取会費】
    正会員会費収入 2,418,750 
    賛助会員会費収入 360,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 7,630 
  【事業収益】
    病院広報塾収入 924,720 
    BHI収入 282,240 
    はとはあと評価収入 15,750 
    原稿執筆収入 21,600 
    ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ収入 408,400 
    その他事業収入 693,880 
  【その他収益】
    受取　利息 611 
    雑　収　益 3,400 
      経常収益  計 5,136,981 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      人件費計 0 
    （その他経費）
      発　送　費 50,437 
      旅費交通費 261,870 
      会　議　費 630,190 
      接待交際費 25,000 
      事務用消耗品費 83,582 
      制　作　費 72,360 
      業務委託費 258,827 
      賞　　　品 69,796 
      支払手数料 5,196 
      講　師　料 306,944 
      諸　謝　金 11,137 
      施設等評価費用 57,000 
      雑　　　費 2,665 
        その他経費計 1,835,004 
          事業費  計 1,835,004 
  【管理費】
    （人件費）
      給料　手当 400,350 
      通　勤　費 214,600 
        人件費計 614,950 
    （その他経費）
      通  信  費 401,637 
      発  送  費 51,633 
      水道光熱費 118,800 
      旅費交通費 320,546 
      接待交際費 41,786 
      会　議　費 104,286 
      事務用消耗品費 175,785 
      備品消耗品費 272,260 
      修　繕　費 47,540 
      地代　家賃 457,920 
      業務委託費 225,072 
      租税　公課 800 
      ﾘｰｽ料 249,631 
      諸　会　費 100,000 

特定非営利活動法人日本HIS研究センター
自 平成26年 4月 1日  至 平成27年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書



[税込]（単位：円）

全事業所
特定非営利活動法人日本HIS研究センター

自 平成26年 4月 1日  至 平成27年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

      慶　弔　費 23,866 
      支払手数料 16,684 
      管理　諸費 86,400 
      講  師  料 10,000 
      研  究  費 47,744 
      支払　利息 17,870 
      雑　　　費 17,519 
      市民､府民税 70,000 
        その他経費計 2,857,779 
          管理費  計 3,472,729 
            経常費用  計 5,307,733 
              当期経常増減額 △ 170,752 
【経常外収益】
  経常外収益  計 0 
【経常外費用】
  経常外費用  計 0 

    税引前当期正味財産増減額 △ 170,752 
    経理区分振替額 0 
      当期正味財産増減額 △ 170,752 
      前期繰越正味財産額 590,019 
      次期繰越正味財産額 419,267 



[税込]（単位：円）

全事業所

  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 9,063 
      普通　預金 3,639,704 
          京都信用金庫 (484,322)
          三井住友銀行 (3,155,382)
        現金・預金 計 3,648,767 
          流動資産合計 3,648,767 
            資産の部  合計 3,648,767 

  【流動負債】
    前　受　金 1,621,500 
    短期借入金 800,000 
      流動負債  計 2,421,500 
  【固定負債】
    長期借入金 808,000 
      固定負債  計 808,000 
        負債の部  合計 3,229,500 

        正味財産 419,267 

特定非営利活動法人日本HIS研究センター
平成27年 3月31日 現在

財　産　目　録

《資産の部》

《負債の部》



[税込]（単位：円）

特定非営利活動法人日本HIS研究センター
【経常収益】
  【受取会費】
    正会員会費収入 2,418,750 
    賛助会員会費収入 360,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 7,630 
  【事業収益】
    病院広報塾収入 924,720 
    BHI収入 282,240 
    はとはあと評価収入 15,750 
    原稿執筆収入 21,600 
    ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ収入 408,400 
    その他事業収入 693,880 
  【その他収益】
    受取　利息 611 
    雑　収　益 3,400 
        経常収益  計 5,136,981 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      発　送　費 50,437 
      旅費交通費 261,870 
      会　議　費 630,190 
      接待交際費 25,000 
      事務用消耗品費 83,582 
      制　作　費 72,360 
      業務委託費 258,827 
      賞　　　品 69,796 
      支払手数料 5,196 
      講　師　料 306,944 
      諸　謝　金 11,137 
      施設等評価費用 57,000 
      雑　　　費 2,665 
        その他経費計 1,835,004 
          事業費  計 1,835,004 
  【管理費】
    （人件費）
      給料　手当 400,350 
      通　勤　費 214,600 
        人件費計 614,950 
    （その他経費）
      通  信  費 401,637 
      発  送  費 51,633 
      水道光熱費 118,800 
      旅費交通費 320,546 
      接待交際費 41,786 
      会　議　費 104,286 
      事務用消耗品費 175,785 
      備品消耗品費 272,260 
      修　繕　費 47,540 
      地代　家賃 457,920 
      業務委託費 225,072 
      租税　公課 800 
      ﾘｰｽ料 249,631 
      諸　会　費 100,000 

自 平成26年 4月 1日  至 平成27年 3月31日

活　動　計　算　書



[税込]（単位：円）

特定非営利活動法人日本HIS研究センター 自 平成26年 4月 1日  至 平成27年 3月31日

活　動　計　算　書

      慶　弔　費 23,866 
      支払手数料 16,684 
      管理　諸費 86,400 
      講  師  料 10,000 
      研  究  費 47,744 
      支払　利息 17,870 
      雑　　　費 17,519 
      市民､府民税 70,000 
        その他経費計 2,857,779 
          管理費  計 3,472,729 
            経常費用  計 5,307,733 
              当期経常増減額 △ 170,752 
【経常外収益】
    経常外収益  計 0 
【経常外費用】
    経常外費用  計 0 
        税引前当期正味財産増減額 △ 170,752 
        経理区分振替額 0 
          当期正味財産増減額 △ 170,752 
          前期繰越正味財産額 590,019 
          次期繰越正味財産額 419,267 


