
２０１５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．ホームページ運営・管理 

c．無料講座開催（定時社員総会時・フォーラム開催時） 

d．電話相談対応 

e．定時社員総会・理事会、企画・運営 

f．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 

・２０１５年度会員数（２０１６年３月３１日現在）賛助会員３ 法人会員５０ 個人会員５９ 

 

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ています。また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など医療施設の健康診断として展開しています。９

月４日には評価ガイダンス正規版が完成いたしました。 

受審施設数 １施設  累計５１施設 （正規版、ベータ版含む） 

 

 第１ステージ正規版の評価が進むなか、第２ステージのあるべき姿に向けて話し合う「はとはあと」

評価検討会を、京都大学大学院医学研究科（中山健夫教授）の共催と支援を得て３月１９日(土)の午後、

開講いたしました。参加人数は２０名になり、熱心な話し合いがもたれました。 

 

 

３．HIS病院広報担当者（PL）認定講座の開催事業 

２０１５年度は広報プランナー認定「実践講座」が６回、広報プランナー認定「基本講座」を１回開

催しました。HIS 事務局だけでなく、アスニ―山科、西南学院大学、大阪産業創造館などでも実施いた

しました。 

 

日時 場所 受講者 講師 

4月 26日 京都・川南ビル７階 １５ 石田真也・島津英昌 

7月 26日 京都・川南ビル７階 ７ 小瀬宏和・関屋誠・石田真也 

8月 22日 京都・山科アスニー １３ 石田章一 

10月 23日 大阪・大阪産業創造館 ９ 石田章一 

11月 22日 福岡・西南学院大学 １３ 藤野博史 

12月 12日 京都事務局 ５ 石田真也 

2月 20日 京都事務局 ５ 盛 宮喜 

（講師敬称略） 
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４．「病院広報認定指導員（SD）」養成講座開催事業の概要 

 長年の広報プランナー(PL)養成の実績をもとに、より広く深い判断と行動ができる人材養成を目指し

て、第２期病院広報認定指導員（SD）養成講座を 2015 年 4 月 26 日（日）からスタートいたしました。

4月～8月で全 10講座を実施し、5名の認定を行い、12月 12日にその認定式を行いました。 

■第１講座（４月 26日） 

足下から始まるHIS思考とは（日本 HIS研究センターが目指すもの） 石田章一 

■第２講座（４月２６日） 

HISの基本概念とその思考について 問題解決としてのデザイン 石田章一 

■第３講座（５月２３日） 

ヘルスケアデザイン環境と情報を快適化するデザインとは（１）石田章一 

■第４講座（５月２３日） 

ヘルスケアデザイン環境と情報を快適化するデザインとは（２）石田章一 

■第５講座（６月２８日） 

「フレーム＆ワークモジュール」を経営戦略に活かす 田原祐子 

■第６講座（６月２８日） 

人事制度と教育研修の現状 モニター会の事例を中心として  大道会常務 天野 圓 

■第７講座・第８講座（７月２６日） 

ヘルスケア・マーケティングの基本的視座を考察する 菅原正博・石田章一 

■第９講座（８月２３日） 

戦略課題の発見と SWOT分析の活かし方とは  菅原正博 

■第 10講座（８月２３日） 

病院広報認定指導員の使命と役割とは（今期のまとめ） 石田章一 

 ■反転学習 レポート提出２回                        （講師敬称略） 

 

 

５．BHI賞とフォーラム in釧路 

BHI 賞は、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を広報事例として応募を募り１５件の応募がありました。

９月１２日（土）に ANAクラウンプラザホテル釧路で行われたフォーラムでは、釧路市長に審査委員長

としてご出席いただき選抜された１０件の発表を行った結果、社会医療法人石川記念会 HITO 病院がグ

ランプリを受賞、会場には約３００名が参加し大盛況で幕を閉じました。 
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2015年度活動報告 （月次順記載） 

2015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（22日） 

・ 第 2期病院広報認定指導員（SD）講座（26日） 

・ 広報プランナー（PL）認定講座（26日） 

5月 

・ 決算理事会開催（23日（土）） 

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 ２０１４年度事業報告の承認を求める件 

 第２号議案 ２０１４年度収支決算の承認を求める件 

 第３号議案 任期満了に伴う次期役員候補 

第４号議案 ２０１５年度事業計画（案）の承認を求める件 

 第５号議案 ２０１５年度収支予算（案）の承認を求める件 

 第６号議案 第１１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  

 

・ 第 11回定時社員総会開催（23日（土）） 

  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 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 

 

6月 

・ 友愛記念病院 広報評価情報提供（8日） 

・ 伊奈病院 広報評価情報提供（9日） 

7月 

・ 病院広報認定指導員会議（25日） 

・ 広報プランナー認定講座（26日） 

・ 病院広報認定指導員講座（25日） 

8月 

・ 広報プランナー実践講座（アスニー山科）（22日） 

・ 病院広報認定指導員講座（23日） 
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9月 

・ 「はとはあと」評価ガイダンス正規版完成（4日） 

・ HISフォーラム 2015（第 19回全国病院広報研究大会）（釧路・社会医療法人孝仁会）（12日（土）） 

10月 

・ 広報プランナー認定講座（大阪大阪産業創造館）（23日） 

11月 

・ 広報プランナー認定講座（福岡・西南学院大学）（22日） 

12月 

・ 広報プランナー認定・実践講座（12日） 

・ 病院広報認定指導員認定式（12日） 

1月 

・ 熊本県保険医協会セミナーにおいて講演（23日） 

・ 「はとはあと」評価導入研修会開催（30日） 

2月 

・ 183回広報プランナー認定講座に盛宮喜氏 

3月 

・ 「はとはあと」評価検討会（19日） 

・ 事務局移転業務契約・移転業務開始（23日） 

 

●HIS研ホームページ（毎月２〜３回更新） 

●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 1,521,000 
   現　　　金 3,082   短期借入金 413,000 
   普通　預金 2,514,552    流動負債  計 1,934,000 
    現金・預金 計 2,517,634  【固定負債】
  （その他流動資産）   長期借入金 616,000 
   前払　費用 85,320    固定負債  計 616,000 
    その他流動資産  計 85,320 負債の部合計 2,550,000 
     流動資産合計 2,602,954 
 【固定資産】  【正味財産】
  （投資その他の資産）   前期繰越正味財産額 419,267 
   敷　　　金 213,840   当期正味財産増減額 △ 152,473 
    投資その他の資産  計 213,840    正味財産　計 266,794 
     固定資産合計 213,840 正味財産の部合計 266,794 

資産の部合計 2,816,794 負債・正味財産の部合計 2,816,794 

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28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 2,215,500 
    賛助会員会費収入 360,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 32,000 
  【事業収益】
    病院広報塾収入 1,180,080 
    BHI収入 324,000 
    はとはあと評価収入 81,000 
    ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ収入 564,000 
    その他事業収入 74,000 
  【その他収益】
    受取　利息 496 
    雑　収　益 1,700 
      経常収益  計 4,832,776 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      人件費計 0 
    （その他経費）
      発　送　費 45,473 
      旅費交通費 236,670 
      会　議　費 71,109 
      事務用消耗品費 45,546 
      印刷製本費 81,000 
      制　作　費 59,180 
      業務委託費 385,399 
      支払手数料 3,348 
      講　師　料 55,685 
      諸　謝　金 37,000 
      研　究　費 8,737 
      雑　　　費 6,152 
        その他経費計 1,035,299 
          事業費  計 1,035,299 
  【管理費】
    （人件費）
      給料　手当 482,600 
      通　勤　費 265,800 
        人件費計 748,400 
    （その他経費）
      通  信  費 517,502 
      発  送  費 389,256 
      水道光熱費 118,800 
      旅費交通費 330,480 
      接待交際費 18,802 
      会　議　費 161,776 
      事務用消耗品費 134,773 
      備品消耗品費 135,921 
      修　繕　費 70,920 
      地代　家賃 509,328 
      保　険　料 11,440 
      租税　公課 1,050 
      リース　料 320,112 
      諸　会　費 132,400 
      慶　弔　費 16,199 
      支払手数料 85,990 

特定非営利活動法人日本HIS研究センター
自 平成27年 4月 1日  至 平成28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27年 4月 1日  至 平成28年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

      管理　諸費 86,400 
      研  究  費 53,164 
      支払　利息 14,125 
      雑　　　費 23,112 
      市民､府民税 70,000 
        その他経費計 3,201,550 
          管理費  計 3,949,950 
            経常費用  計 4,985,249 
              当期経常増減額 △ 152,473 
【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 △ 152,473 
    経理区分振替額 0 
      当期正味財産増減額 △ 152,473 
      前期繰越正味財産額 419,267 
      次期繰越正味財産額 266,794 



[税込]（単位：円）

全事業所

  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 3,082 
      普通　預金 2,514,552 
          京都信用 (278,260)
          三井住友 (2,236,292)
        現金・預金 計 2,517,634 
    （その他流動資産）
      前払　費用 85,320 
        その他流動資産  計 85,320 
          流動資産合計 2,602,954 
  【固定資産】
    （投資その他の資産）
      敷　　　金 213,840 
        投資その他の資産  計 213,840 
          固定資産合計 213,840 
            資産の部  合計 2,816,794 

  【流動負債】
    前　受　金 1,521,000 
    短期借入金 413,000 
      流動負債  計 1,934,000 
  【固定負債】
    長期借入金 616,000 
      固定負債  計 616,000 
        負債の部  合計 2,550,000 

        正味財産 266,794 

特定非営利活動法人日本HIS研究センター
平成28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 2,215,500 
    賛助会員会費収入 360,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 32,000 
  【事業収益】
    病院広報塾収入 1,180,080 
    BHI収入 324,000 
    はとはあと評価収入 81,000 
    ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ収入 564,000 
    その他事業収入 74,000 
  【その他収益】
    受取　利息 496 
    雑　収　益 1,700 
        経常収益  計 4,832,776 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      発　送　費 45,473 
      旅費交通費 236,670 
      会　議　費 71,109 
      事務用消耗品費 45,546 
      印刷製本費 81,000 
      制　作　費 59,180 
      業務委託費 385,399 
      支払手数料 3,348 
      講　師　料 55,685 
      諸　謝　金 37,000 
      研　究　費 8,737 
      雑　　　費 6,152 
        その他経費計 1,035,299 
          事業費  計 1,035,299 
  【管理費】
    （人件費）
      給料　手当 482,600 
      通　勤　費 265,800 
        人件費計 748,400 
    （その他経費）
      通  信  費 517,502 
      発  送  費 389,256 
      水道光熱費 118,800 
      旅費交通費 330,480 
      接待交際費 18,802 
      会　議　費 161,776 
      事務用消耗品費 134,773 
      備品消耗品費 135,921 
      修　繕　費 70,920 
      地代　家賃 509,328 
      保　険　料 11,440 
      租税　公課 1,050 
      リース　料 320,112 
      諸　会　費 132,400 
      慶　弔　費 16,199 
      支払手数料 85,990 

自 平成27年 4月 1日  至 平成28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27年 4月 1日  至 平成28年 3月31日

活　動　計　算　書

      管理　諸費 86,400 
      研  究  費 53,164 
      支払　利息 14,125 
      雑　　　費 23,112 
      市民､府民税 70,000 
        その他経費計 3,201,550 
          管理費  計 3,949,950 
            経常費用  計 4,985,249 
              当期経常増減額 △ 152,473 
【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 △ 152,473 
        経理区分振替額 0 
          当期正味財産増減額 △ 152,473 
          前期繰越正味財産額 419,267 
          次期繰越正味財産額 266,794 


