
２０１７年度事業報告書 

 

１．HIS会員サポート事業 

 a．会員情報バイブレーションの配信（毎月１回） 

b．ホームページによる情報配信（毎月） 

c．病院広報コミュニケーション講座の開講 

d．医療サービス・情報公開・医療広告などの電話相談対応 

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 

 

・２０１７年度会員数（２０１８年３月３１日現在） 賛助会員４ 法人会員５０ 個人会員５４ 

 

２．はとはあと評価事業 

第 1 ステージによるスタートには次なる展望としての第 2 ステージの全体像が見えていることが重要

になる。昨年度の医療法改正などの外部条件の影響などもあり、遅滞している。前回の検討会を有意義

なものとするために早急の立ち上げ、前半期中に提示できるようにしたい。 

現在、理事や企画運営委員にも、個別の説明をおこない、将来に向けた病院広報の戦略的展開のため

に、個別のルートにより「はとはあと」を活用いただけるよう働きかけている。今期の目的として第 1

ステージの導入施設の受審とともに、第２ステージの実現に注力したい。 

 

３．HIS病院広報担当者（PL）認定講座の開催事業 

2017 年度の病院広報プランナー認定のための「基本講座」をはじめ５回（別に１回が理由により

中止）を実施した。その他の講師として外部機関の講座に２回出講した。 

2017年度は下記のとおり講座を開講した。 

 

日時 場所 受講者 講師 

４月 28日 京都市・アスニー山科 10 石田章一 

６月 24日 京都市・アスニー山科 ９ 石田章一 

７月 22日 京都市・アスニー山科 ９ 石田章一 

９月 16日 京都市・アスニー山科 ７ 美留町利朗 

１月 26日 京都市・アスニー山科 10 石田章一 

（講師敬称略） 

 

４．第４期・病院広報専門指導員（SD）認定講座の開講 

  この度の講座は、1日目は、コープイン京都で開催し、社会医療法人ペガサスの田中恭子事務部長や

ミッションラーニングの上田真士社長、そして美留町 HIS理事に講師をお願いしたあと、翌２日目は、

HIS フォーラム 2017 in OSAKA の会場に移動。10 題の発表を審査する審査員と同じ審査票によって採

点するという実技に参加してもらった。これにより具に病院広報の視点に立ち、唯の印象によるもの
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でなく客観的な理解・認識ができると考えてのことであった。４回目となる今期の受講は６名であっ

た。 

 

５．2017年度（月別）活動報告 

4月・21日：平病院「いのちとからだのすこやか検定」支援 

   ・28日：第 189回広報プランナー認定講座（京都市）開講 

5月・第 13回定時社員総会（アスニー山科） 

6月・24日：第 190回広報プランナー認定（アスニー山科） 

7月・22日第 191回広報プランナー認定講座（アスニー山科） 

8月・19日：企画運営会議の実施（アスニー山科） 

9月・16日：第 192回広報プランナー認定講座（アスニー山科） 

・23日：企画運営会議の実施（アスニー山科） 

10月・27日：第４期病院広報指導員（SD）講座開講 

    ・28日：HISフォーラム in OSAKAを開催したところ 150名の参加があった。 

11月・10日：統合医療センター訪問、京都洛西地区の地域包括ケア推進を提案 

    ・12日：企画運営会議の実施（松原クラタビル） 

・24日全日本病院協会新体制披露会に出席。加藤厚生労働大臣に挨拶 

12月・４日：医業経営コンサルタント協会セミナー（グランビア）参加 

     ・15日：企画運営会議の実施（京都 YWCA） 

１月・12日：全日本病院協会賀詞交歓会に出席（パレスホテル） 

       ・13日：企画運営会議の実施（京都 YWCA） 

       ・26日：第 194回広報プランナー認定講座（アスニー山科） 

       ・10日：企画運営会議の実施（京都 YWCA） 

３月・3日：企画運営会議の実施（京都 YWCA） 

    ・23日: フォーラム支援依頼で清水リハビリテーション病院を訪問 

・30日：企画運営委員会の実施（京都 YWCA） 

  

６．病院広報のチカラ（月１回・医療タイムス記事カラー３ページ提供）今までの掲載事例リスト  

（以下 18法人） 

京都桂病院 社会医療法人大道会 社会医療法人 HITO 病院 製鉄八幡記念病院 長野市民病院 医療

法人清和会長田病院 医療法人平病院 三菱京都病院  社会医療法人黎明会 徳洲会庄内余目病院 

医療法人社団永生会永生病院 岡山県済生会総合病院 友愛記念病院 医療法人祐基会帯山中央病院 

公立つるぎ病院 社会医療法人誠光会草津総合病院  医療法人歓生会豊岡中央病院（月１回更新中） 

 

 



[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）   未　払　金 260,000 
   現　　　金 18,503   前　受　金 792,000 
   普通　預金 565,904   短期借入金 116,630 
    現金・預金 計 584,407    流動負債  計 1,168,630 
  （その他流動資産）  【固定負債】
   前払　費用 85,320   長期借入金 232,000 
    その他流動資産  計 85,320    固定負債  計 232,000 
     流動資産合計 669,727 負債の部合計 1,400,630 
 【固定資産】
  （投資その他の資産）  【正味財産】
   敷　　　金 213,840   前期繰越正味財産額 195,660 
    投資その他の資産  計 213,840   当期正味財産増減額 △ 712,723 
     固定資産合計 213,840    正味財産　計 △ 517,063 

正味財産の部合計 △ 517,063 
資産の部合計 883,567 負債・正味財産の部合計 883,567 

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30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 2,027,250 
    賛助会員会費収入 360,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 50,000 
  【事業収益】
    病院広報塾収入 578,960 
    BHI収入 376,000 
    はとはあと評価収入 213,300 
  【その他収益】
    受取　利息 9 
      経常収益  計 3,605,519 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      人件費計 0 
    （その他経費）
      発　送　費 17,100 
      旅費交通費 5,300 
      会　議　費 148,856 
      事務用消耗品費 27,349 
      賞　　　品 14,199 
      支払手数料 648 
      講　師　料 80,000 
      諸　謝　金 35,000 
      諸　会　費 30,000 
      研  究  費 5,592 
        その他経費計 364,044 
          事業費  計 364,044 
  【管理費】
    （人件費）
      給料　手当 948,500 
      通　勤　費 196,640 
        人件費計 1,145,140 
    （その他経費）
      通  信  費 438,101 
      発  送  費 28,321 
      水道光熱費 99,829 
      旅費交通費 86,680 
      接待交際費 30,941 
      会　議　費 156,364 
      事務用消耗品費 88,003 
      備品消耗品費 106,922 
      修　繕　費 42,120 
      地代　家賃 1,023,840 
      保　険　料 11,440 
      租税　公課 1,800 
      リース　料 436,752 
      諸　会　費 32,400 
      支払手数料 14,228 
      管理　諸費 101,400 
      研  究  費 29,264 
      支払　利息 6,410 
      雑　　　費 4,243 
      市民､府民税 70,000 
        その他経費計 2,809,058 

特定非営利活動法人日本HIS研究センター
自 平成29年 4月 1日  至 平成30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29年 4月 1日  至 平成30年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

          管理費  計 3,954,198 
            経常費用  計 4,318,242 
              当期経常増減額 △ 712,723 
【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 △ 712,723 
    経理区分振替額 0 
      当期正味財産増減額 △ 712,723 
      前期繰越正味財産額 195,660 
      次期繰越正味財産額 △ 517,063 



[税込]（単位：円）

全事業所

  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 18,503 
      普通　預金 565,904 
          京都信用 (6,745)
          三井住友 (559,159)
        現金・預金 計 584,407 
    （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 669,727 
  【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 883,567 

  【流動負債】
    未　払　金 260,000 
    前　受　金 792,000 
    短期借入金 116,630 
      流動負債  計 1,168,630 
  【固定負債】
    長期借入金 232,000 
      固定負債  計 232,000 
        負債の部  合計 1,400,630 

        正味財産 △ 517,063 

特定非営利活動法人日本HIS研究センター
平成30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 2,027,250 
    賛助会員会費収入 360,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 50,000 
  【事業収益】
    病院広報塾収入 578,960 
    BHI収入 376,000 
    はとはあと評価収入 213,300 
  【その他収益】
    受取　利息 9 
        経常収益  計 3,605,519 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      発　送　費 17,100 
      旅費交通費 5,300 
      会　議　費 148,856 
      事務用消耗品費 27,349 
      賞　　　品 14,199 
      支払手数料 648 
      講　師　料 80,000 
      諸　謝　金 35,000 
      諸　会　費 30,000 
      研  究  費 5,592 
        その他経費計 364,044 
          事業費  計 364,044 
  【管理費】
    （人件費）
      給料　手当 948,500 
      通　勤　費 196,640 
        人件費計 1,145,140 
    （その他経費）
      通  信  費 438,101 
      発  送  費 28,321 
      水道光熱費 99,829 
      旅費交通費 86,680 
      接待交際費 30,941 
      会　議　費 156,364 
      事務用消耗品費 88,003 
      備品消耗品費 106,922 
      修　繕　費 42,120 
      地代　家賃 1,023,840 
      保　険　料 11,440 
      租税　公課 1,800 
      リース　料 436,752 
      諸　会　費 32,400 
      支払手数料 14,228 
      管理　諸費 101,400 
      研  究  費 29,264 
      支払　利息 6,410 
      雑　　　費 4,243 
      市民､府民税 70,000 
        その他経費計 2,809,058 

自 平成29年 4月 1日  至 平成30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29年 4月 1日  至 平成30年 3月31日

活　動　計　算　書

          管理費  計 3,954,198 
            経常費用  計 4,318,242 
              当期経常増減額 △ 712,723 
【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 △ 712,723 
        経理区分振替額 0 
          当期正味財産増減額 △ 712,723 
          前期繰越正味財産額 195,660 
          次期繰越正味財産額 △ 517,063 


