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全セッション受講でPL認定直近！
ひとの確保と成長に
繋がる戦略広報

今回のテーマと内容

ますので、病院広報担当者とし

今 回の1泊 研 修で は 、特に「ひ

て間もない方にとっても、経 験

わが 国 経 済 の 再生に向 けて、

と」にスポットをあてた戦 略広

豊富な管理職の方にとっても、

安部内閣は6月、積極的な金融

報が学べるようにプログラムを

役立つ内容を準備しました。

緩和、機動的な財政出動に続く

組んでいます。
「ひと」とは、来

「日本再興戦略」の第３の矢と

院する患者さんだけではなく、

特別講師 伊吹 勇亮氏

して、日本版NIHの創設や一般

病院 職 員を含めた「ひと」であ

本 講 座 の 特 別 講 師 、伊 吹 氏 は

医薬品のネット販売解禁といっ

り、持続可能な病院経営のため

2005年、京都大学大学院経済学

た医療改革も織り込んだ「成長

に必要なひとの確保と、“人財 ”

研究科組織経営分析専攻博士後

戦略」をまとめました。

となる職員の成長の面に着目し

期課程学修認定取得退学後、長

日本が再興するための、また、

ています。

岡大学産業経営学部専任講師、

日本が成長していくための「戦

このような視点から、病院を、

同大学経済経営学部人間経営学

略」が示されたわけですが、国

ひとが集まり成長していく場と

科専任講師を経て京都産業大学

家はもちろんのこと、規模の大

して捉え、
「人材確保・成長につ

経営学部経営学部経営学科 准

小にかかわらず、さまざまな組

なぐ戦略広報」を今回のテーマ

教授。専門は、コーポレート・コ

織において、自らの存続と発展

としました。より一層理 解を深

ミュニケーション論、経営戦略

のためには、
「戦 略」的な思考

めていただけるよう、京都産業

論、広告産業論。

が必要です。病院という組織に

大学から伊吹勇亮先生（コーポ

おいてもそれは例外ではありま

レート・コミュニケーション論）

受講者への広報支援資料

せん。病院の存続と発展のため

を講 師としてお招きし、テーマ

には、独自の経営的な戦略が必

に沿った内容を講演していただ

・病院広報の基本講座
（DVD講座）

要であり、組織経営と密に繋が

きます。

・病院広報の基本テキスト

る広報活動として経営戦略に基

戦 略 広 報 の 基 本 からスタート

・院内掲示適正化10カ条

づいた「戦略広報」を策定する

し、ワークショップによる実践的

必要があります。

な企画やデザインにも取り組み

い ぶ き ゆうすけ

・医療イラストCD
（200点収録）

10単位・１泊研修の
あらまし
１日目（8月30日・金）
10:00〜10:20 ……………………
オリエンテーション
10:20〜12:00 ……………………
戦略広報の基本、経営、サービス
理解をすすめる（講義）
13:00〜15:00 ……………………
広報の企画とデザイン（講義）
15:15〜17:15 ……………………
ワークショップ（役割分担演習）
17:15～18:45 ……………………
伊吹勇亮氏（講演）
19:30～ …………………………
夕食会（１日目修了）

２日目（8月31日・土）
9:00〜12:00………………………
広報担当者の果たす経営的役割
13:00〜15:00 ……………………
ワークショップ、総括、
「生き生きと
関わり合える病院づくりとは」
15:00〜11:50 ……………………
フィールドワーク＜自由参加＞
世界遺産・西本願寺などを見学

第165回ＨＩＳ広報プランナー養成講座「基本＋実践」
●テ
●日
●会

ー マ ： 人材確保・成長につなぐ戦略広報とは
時 ： 8月30日（金）10:00〜31日（土）15:00
場 ： 聞法会館（京都市下京区・西本願寺北）

●指導進行：

石田章一（日本HIS研究センター代表） ほか

● 特別講師：

伊吹勇亮（いぶき ゆうすけ）氏

●対

員：20名

会員31,500円／一般44,100円（税込）

●受講料：

※会員とは、NPO法人日本HIS研究センター会員です
※いずれも１名あたり。宿泊・食事（夜・朝）費用が含まれています
※宿泊は参加者同士のコミュニケーションを図るため、１室２～３名の利用となります

受講のお申し込み・お問い合わせは…

京都産業大学 経営学部経営学部経営学科 准教授

象 ： 病院経営・企画広報担当者・関係者など
（HIS広報プランナー認定を目指している方は必須）

●認定単位：

●定

全セッション受講および修得度テスト合格で10単位

会員サポートデスク

〒600-8415 京都市下京区烏丸通松原上る井筒因幡堂町ビル5F
TEL.075-353-1801・FAX.075-353-1733・E-mail：info-his@j-his.jp

http://www.j-his.jp

知りたい。伝えたい。良くしたい。ヘルスケアを変えるNPO

NPO法人日本HIS研究センター・事務局行き

受付 FAX.075-353-1733
HIS広報プランナー養成講座 受講申込書
下記のとおり受講を申し込みます。

年

法人名または施設名（企業名）

派遣責任者

お名前

受講者名①

（部 署・職 種）

受講者名②

（部 署・職 種）

受講者名③

（部 署・職 種）

TEL

ー

）

(

E-mail：

)

FAX

＠

(

)

http://

会場へのアクセス

会場マップ

◎市バスご利用の場合
・JR京都駅から9、28、75号系統「西本願寺前」下車 進行方向（北）に徒歩5分
◎タクシーご利用の場合
・在来線でお越しの方：京都駅烏丸口タクシーのりばよりご乗車

会場：聞法会館

（京都府京都市下京区堀川通花屋町上ル）

十条通

八坂
神社

四条（地下鉄）
HIS事務局
五条（地下鉄）

聞法
会館
西本
願寺

東寺

烏丸（阪急）

東大路通

大宮
（阪急）

七条通

◆お振込口座

鴨川

五条通

川端通

河原町通

お申し込みと同時に、下記口座へお振り込みください。受講料の納付が確認
でき次第、受講票をお送りします
● お申し込みはなるべく、
8月20日（火）までにお願いします
● 登録後のキャンセルはご容赦ください
（キャンセルの場合は代理の方の受講
をお願いします）
● 受講者が10名に達しない場合は中止する場合がありますので、
予めご了承く
ださい

ＪＲ山陰線 丹波口

四条通

●

8176104

烏丸通

三条通

◆お申し込み前に必ずお読みください

（普通）

堀川通

大宮通

・新幹線でお越しの方：京都駅八条口タクシーのりばよりご乗車
◎徒歩の場合
・JR京都駅より徒歩約20分

三井住友銀行京都支店

日

いずれかに○印をつけてください
【 HIS会員／一般 】

（お役職）

所在地（〒

月

東本
願寺

京都駅
1

新幹線
十条（地下鉄）

トクヒ）日本HIS研究センター

BHI賞（第17 回 全国病院広報研究大会）

●共催：地方独立行政法人 岡山県精神科医療センター／NPO法人日本HIS研究センター

医療・福祉施設で行われた広報活動や情報公開に関わる事
例（実際に主体的に実施した例）についてご応募ください。
広報誌や病院案内書、ホームページなどの企画制作物も広
報事例の対象です。
詳しくは

http://his.popmc.jp/ をご覧ください

HISフォーラム2013 in Okayama

1日目

◆応募締切
◆応募費用

2013年8月31日（土）
無料

BHI賞2013（第17回全国病院広報研究大会）事務局

地方独立行政法人

岡山県精神科医療センター

TEL.086-225-3821 / FAX.086-234-2639 / E-mail: his-2013@popmc.jp

11月29日（金）会場：倉敷中央病院

2日目

11月30日（土）会場：倉敷市民会館

