
２０１６年度事業報告書 

 

１．HIS会員サポート事業 

HIS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（HIS Room）運営・管理 

c．無料講座開催（新 基本講座） 

d．各種電話相談および来談対応 

e．定時社員総会・理事会の開催および企画・運営・情報管理 

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 

提供業務は PDF資料の案内チラシあり 

・２０１６年度会員数（２０１７年３月３１日現在） 賛助会員３ 法人会員４１ 個人会員５０ 

 

２．はとはあと評価事業 

受審参加施設は、それぞれ応用展開や積極性に違いはあるものの大きな問題は寄せられていません。

第 1ステージについての実績は、現在までの累計参加数は 53施設で、その中でのレベルの更新審査は常

に稼働しています。事業全体の経過としては、レベル５認定施設を中心に第２ステージへの期待があり

ますが、実際に訪問して審査できる視点と能力をそなえた人材が少なく、予想外に苦慮しているところ

です。このため京都大学にも支援を求め、検討をしていますが、具体的な成果には結びついていないの

が現状です。 

また、第２ステージについては、昨年、京都大学において「第２ステージ検討会」を実施し、早急に

構想案をつくる確認ができていますが、以上の経緯により、現時点では未完成となっています。 

 

３．HIS病院広報担当者（PL）認定講座の開催事業 

２０１６年度は広報プランナー（PL）認定「実践講座」を下記のとおり４回、広報関係の講演会を２

回開催しています。 

 

日時 場所 受講者 講師 

４月９日 高知市・近森病院 15 石田章一 

７月２日 京都市・ウィングス京都 ６ 角谷和好 

９月 17日 京都市・ウィングス京都 ８ 石田章一 

10月 15日 東京都・(株) ウィ・キャン 5 石田章一 

（講師敬称略） 

 

４．第３期・病院広報専門指導員（SD）認定講座の開講 

広報は戦略的な要素が多く、将来の社会を見据え、それに応じた対応が必要となります。日本の医療 

の行く先が見えにくい状況に対してどうバランスをとるか、各施設の戦略も明確にしにくいため、関心

や経営ニーズが高くても、実施に時間がかかっているのが現状です。 



その様な経営視点と現場ニーズの感じ取り、院内の質をあげていくには、若い広報担当が育成される 

だけでは、成果は上がりにくいとの判断から、広報に対する支援のできる人材の育成としてスタートし

た講座です。時間がかかっても情報と環境風土が、質の高い医療現場を育むという理念と志にたって開

講していかねばと考えスタートしました。 

 

 今回は、すでに３期に入り 13名が受講しました。研修内容と講師陣は次のとおり。 

・3月 3日（金） 受付 9時 30分開始・オリエンテーション 

10時 10分〜11時 20分 中山健夫京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学教授 

11時 30分〜12時 30分 蝦名玲子 グローバルヘルスコミュニケーションズ代表 

13時 30分〜15時 20分 美留町利朗 地域計画医療研究所代表 

17時 10分〜18時 40分 今西二郎 明治国際医療大学・附属統合医療センター教授 

19時 00分〜21時 00分 広報担当者交歓会 

・3月 4日(土) 

9時〜12時  （まとめとして）日本 HIS研究センター代表 石田章一 

また、専門指導員（SD）認定は、１回きりの研修では果たせない問題を予測しての教養的教科や管理

能力も必要であり、受講者の見識や見参が必要になります。このため前期の集合研修に続き、通信に

よる課題演習（レポート提出３回）による後期研修を行い、その結果および面接により認定を行うこ

ととします。 

 

５． 2016年度（月別）年間活動報告概要 

4月 

・ HITO病院（四国中央市）に出向いて HISフォーラム企画会議 

・ 近森病院（高知市）において 185回 PL認定講座を開講。四国各地の病院広報担当者が受講 

・ あいおいニッセイ（東京都）訪問。「すこやか検定」について打ち合わせ 

5月 

・ 第 12回定時社員総会（京都市下京区・川南ビル） 

6月 

・ 安心でおいしい給食（病院食）の状況調査に参加（アドバンス・エム経由） 

・ 平病院好報委員会への出席、広報指導やテーマ設定指導を行う 

・ 京都桂病院で法人運営検討会実施 

7月 

・ 精華大学デザイン学部講師ディレクターによる 186回 PL認定講座(京都市ウィングス京都) 

・ 岡田玲一郎氏により社会医療戦略講座（京都・西本願寺聞法会館）を開講 

8月 

・ 日本経営協会（大阪市）主催による病院広報セミナーで石田代表理事が講演 

・ 審査員７名による BHI賞 2016病院広報応募事例第一審査実施（ウェブ） 

9月 

・ 医療タイムスと連携し「真・病院広報のチカラ」（カラー３頁／月）を開始 



・ 187回 PL実践講座（ウィングス京都・病院の戦略デザイン構築）を開講 

・ BHIデザイン賞 2016（広報誌＆ウェブ）の審査開始 

・ 広島の中国系の企業からの依頼により明治国際医療大学ほかを訪問調査 

10月 

・ 188回 PL認定実践講座（東京都築地／株式会社ウィ・キャン研修室）を開講 

・ YWCA(京都市)で法人運営のあり方検討会実施 

11月 

・ BHI賞 2016を決める HISフォーラム（四国中央市・HITO病院）開催、パナソニック健康保険組合 

松下記念病院が最高賞（BHI）を獲得                                                             

12月 

・ パナソニック健康保険組合松下記念病院を訪問し、2017年度の共催を確認 

・ 京都市市民活動センターに定款変更などの運営について相談訪問 

・ 病鍼連携協議会（大阪市梅田）に参加 

１月 

・ 四病院団体賀詞交歓会に出席（帝国ホテル） 

・ 松下記念病院で HISフォーラム 2017について意見交換会 

２月 

・ 賛助会員あいおいニッセイ（東京都）を訪問 

・ MMPGおよびアイ・パートナー（横浜市）を訪問 

・ 松下記念病院で HISフォーラム 2017について意見交換（門真市） 

３月 

・ 第３期・病院広報専門指導員認定講座の開講(ホテル京都エミナース・３～４日) 

・ 日本経営（大阪市）と「はとはあと」評価の連携強化に関する会合を実施 

・ 運営協力者の会の開催（京都市・YWCA） 

 

 



[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 1,041,000 
   現　　　金 19,061   短期借入金 224,000 
   普通　預金 1,566,439    流動負債  計 1,265,000 
    現金・預金 計 1,585,500  【固定負債】
  （その他流動資産）   長期借入金 424,000 
   前払　費用 85,320    固定負債  計 424,000 
    その他流動資産  計 85,320 負債の部合計 1,689,000 
     流動資産合計 1,670,820 
 【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 266,794 
   敷　　　金 213,840   当期正味財産増減額 △ 71,134 
    投資その他の資産  計 213,840    正味財産　計 195,660 
     固定資産合計 213,840 正味財産の部合計 195,660 

資産の部合計 1,884,660 負債・正味財産の部合計 1,884,660 

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29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 2,398,500 
    賛助会員会費収入 360,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 347,000 
  【事業収益】
    戦略講座収入 82,000 
    病院広報塾収入 612,680 
    BHI収入 885,828 
    はとはあと評価収入 54,000 
    講師講演収入 59,000 
    ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ収入 235,000 
  【その他収益】
    受取　利息 14 
    雑　収　益 29,800 
      経常収益  計 5,063,822 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      人件費計 0 
    （その他経費）
      発　送　費 29,658 
      旅費交通費 111,639 
      会　議　費 322,036 
      事務用消耗品費 64,533 
      業務委託費 169,772 
      賞　　　品 106,056 
      支払手数料 972 
      講　師　料 200,153 
      諸　謝　金 70,000 
      研　究　費 2,176 
      雑　　　費 4,040 
        その他経費計 1,081,035 
          事業費  計 1,081,035 
  【管理費】
    （人件費）
      給料　手当 503,375 
      通　勤　費 239,280 
        人件費計 742,655 
    （その他経費）
      通  信  費 512,653 
      発  送  費 29,865 
      水道光熱費 99,402 
      旅費交通費 194,446 
      接待交際費 15,940 
      会　議　費 139,336 
      事務用消耗品費 105,160 
      備品消耗品費 179,000 
      印刷製本費 69,660 
      修　繕　費 52,920 
      地代　家賃 1,023,840 
      租税　公課 2,700 
      リース　料 446,472 
      諸　会　費 132,400 
      慶　弔　費 7,722 
      支払手数料 13,296 

特定非営利活動法人日本HIS研究センター
自 平成28年 4月 1日  至 平成29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28年 4月 1日  至 平成29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 
      講  師  料 22,274 
      原稿執筆料 32,400 
      研  究  費 53,234 
      支払　利息 10,242 
      雑　　　費 11,904 
      市民､府民税 70,000 
        その他経費計 3,311,266 
          管理費  計 4,053,921 
            経常費用  計 5,134,956 
              当期経常増減額 △ 71,134 
【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 △ 71,134 
    経理区分振替額 0 
      当期正味財産増減額 △ 71,134 
      前期繰越正味財産額 266,794 
      次期繰越正味財産額 195,660 



[税込]（単位：円）

全事業所

  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 19,061 
      普通　預金 1,566,439 
          京都信用 (75,587)
          三井住友 (1,490,852)
        現金・預金 計 1,585,500 
    （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 1,670,820 
  【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 1,884,660 

  【流動負債】
    前　受　金 1,041,000 
    短期借入金 224,000 
      流動負債  計 1,265,000 
  【固定負債】
    長期借入金 424,000 
      固定負債  計 424,000 
        負債の部  合計 1,689,000 

        正味財産 195,660 

特定非営利活動法人日本HIS研究センター
平成29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 2,398,500 
    賛助会員会費収入 360,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 347,000 
  【事業収益】
    戦略講座収入 82,000 
    病院広報塾収入 612,680 
    BHI収入 885,828 
    はとはあと評価収入 54,000 
    講師講演収入 59,000 
    ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ収入 235,000 
  【その他収益】
    受取　利息 14 
    雑　収　益 29,800 
        経常収益  計 5,063,822 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      発　送　費 29,658 
      旅費交通費 111,639 
      会　議　費 322,036 
      事務用消耗品費 64,533 
      業務委託費 169,772 
      賞　　　品 106,056 
      支払手数料 972 
      講　師　料 200,153 
      諸　謝　金 70,000 
      研  究  費 2,176 
      雑　　　費 4,040 
        その他経費計 1,081,035 
          事業費  計 1,081,035 
  【管理費】
    （人件費）
      給料　手当 503,375 
      通　勤　費 239,280 
        人件費計 742,655 
    （その他経費）
      通  信  費 512,653 
      発  送  費 29,865 
      水道光熱費 99,402 
      旅費交通費 194,446 
      接待交際費 15,940 
      会　議　費 139,336 
      事務用消耗品費 105,160 
      備品消耗品費 179,000 
      印刷製本費 69,660 
      修　繕　費 52,920 
      地代　家賃 1,023,840 
      租税　公課 2,700 
      リース　料 446,472 
      諸　会　費 132,400 
      慶　弔　費 7,722 
      支払手数料 13,296 

自 平成28年 4月 1日  至 平成29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28年 4月 1日  至 平成29年 3月31日

活　動　計　算　書

      管理　諸費 86,400 
      講  師  料 22,274 
      原稿執筆料 32,400 
      研  究  費 53,234 
      支払　利息 10,242 
      雑　　　費 11,904 
      市民､府民税 70,000 
        その他経費計 3,311,266 
          管理費  計 4,053,921 
            経常費用  計 5,134,956 
              当期経常増減額 △ 71,134 
【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 △ 71,134 
        経理区分振替額 0 
          当期正味財産増減額 △ 71,134 
          前期繰越正味財産額 266,794 
          次期繰越正味財産額 195,660 


