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報道関係 各位

ホスピタルデザイン研究会
第 6 回 総会・研究大会 開催
ホスピタルデザイン研究会設立から 6 年を迎える今回の総会・研究大会では、「伝える、
変える、心に残る 実践的 PR 戦略」をテーマに、病院をマネジメントする視点からの広報のあ
り方についての特別講演 2 題を予定しています。
また、新企画として、全国より公募した医療関係者によるポスターによる事例発表の機会も
設けます。病院間の競争が激しくなっている昨今において、利用者の満足度を高めるための
実践的な試みを 6 題発表予定です。
総会では、『認定医療デザイナー*』（注）の認定証授与式も併せて開催します。医療とデザイン
の知識を持ち合わせた認定医療デザイナーは、今後ますますの活躍が期待されています。
*ホスピタルデザイン研究会により、医療の現場で役立つデザイン

（注）

の技術・医療知識を共に修得していることを証明する認定資格。

日時 ： 平成 31 年 2 月 16 日（土） 10：15～16：00
会場 ： 岡山済生会総合病院（岡山市北区北国体町 2-25）
管理棟４階 さいゆうホール
対象 ： 学生、会員、一般 （先着 70 名）
参加費 ： 2,000 円
*発表者、学生、会員（今回入会時から適用）は無料
主催 ： ホスピタルデザイン研究会
共催 ： 川崎医療福祉大学 医療福祉デザイン学科
※詳細は添付の資料をご参照ください。

■ホスピタルデザイン研究会
デザイン的視点を通じ医療分野への付加価値
を設けてゆく役割を担うべく、「ホスピタルデザ
インに関する包括的研究の発展と知識の交流
を図り、その成果を普及すること」及び「上記成
果を踏まえ、ホスピタルデザイン遂行を担う適
切な人材の育成を図ること」を目的として 2013
年に設立。

岡山県済生会 高市氏 特別講演スライドより抜粋
（上）市民健康セミナー/（下）院外広報誌

＜問合せ先＞
川崎医療福祉大学 医療福祉デザイン学科内
ホスピタルデザイン研究会 事務局
Tel：086-462-1111、内線：54356
担当：合田（ごうだ） 森

発行：学校法人 川崎学園 大学事務局 企画部
広報連携室
Tel 086-462-1111（代）
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今回は、2016 年1月に新築移転した岡山済生会総合病院で開催
致します。病院見学では、清潔感を感じる建物に、快適性、プライバシー
や安全に配慮された療養環境をご覧いただけます。特別講演では、
先進的医療だけでなく、地域ニーズの把握に努め地元に密着した医療
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第

の向上に取り組まれている病院ならではの広報活動や、病院をマネジ
メントする視点からの広報のあり方についてお話していただきます。
研究大会が、活発な議論を行う場となり、今後の取り組みへの刺激
になることを願いながら、
たくさんのご参加をお待ちしています。
ホスピタルデザイン研究会

会長

総会・研究大会

青木 陸祐
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ポスター発表者 募集中！
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【総会】10：15〜11：00

【見学会・研究大会】12：00〜16：00
発表希望者は1月10日 木 17時 までに
演題・所属・発表者名をメールでご連絡ください。

会場

岡山済生会総合病院
岡山県岡山市北区国体町2-25

＜応募にあたって＞
抄録：200文字・写真2枚までを事務局宛にメール送付
（抄録締切）2019年1月17日 木 17時
（送付先）hospital-design@mw.kawasaki-m.ac.jp
ポスター：発表者側で作成および印刷し、
当日持参
サイズはＡ1縦（幅594mm×高さ841mm）
大会当日9：50〜12：15に掲示準備

ＪＲ岡山駅(運動公園口)より
北へ徒歩9分

パネルにクリップ留めし、
イーゼルに設置
（パネル・クリップ・イーゼルは事務局で準備）

※応募多数の場合、
事務局にて
協議・決定を致します

内容

第１部
10：15〜
受付 9：50〜

第２部
12：00〜
受付11：45〜

参加申し込み時 記載事項

第３部
13：10〜

１ 氏名

受付12：50〜

２ 本研究会会員の方は会員番号

第６回 総会
第７回 認定医療デザイナー認定証授与式
見学会
岡山済生会総合病院
研究大会
ポスター発表
特別講演①

３ 所属
（勤務先・学生の方は学校名）
４ 所属または自宅の住所
（郵便番号）
・電話番号

（1）総会 （2）見学会 （3）研究大会

岡山県済生会 事務局参事 高市真須美 氏

病院広報歴30年以上。 『ＷＥＢ・広報誌・イベントの相乗効果で
広報実務のエキスパート！
幅広い情報発信を実現する』

５ メールアドレス
（ご本人と連絡がつくアドレス）
６ 参加種別：下記参加内容をご記入ください

周辺に関連施設が多数ございます。
来場の際はご留意ください。

特別講演②
ＨＩＴＯ病院（愛媛県）での
実践的ノウハウがここに！

咲デザイン 代表 大山幸一 氏

『広報マンにこれから求められることとは
〜激動の時代を生き抜くために〜』

７ ホスピタルデザイン研究会入会希望の有無

入会をご希望の方には，別途ご案内いたします

参加費

2,000 円
※発表者・学生・会員（今回入会時から適用）は無料

川崎医療福祉大学 医療福祉デザイン学科内 email : hospital-design@mw.kawasaki-m.ac.jp
ホスピタルデザイン研究会 事務局（合田・森） ☎ 086-462-1111（ex.54356）

研 究 大 会・特 別 講 演 概 要
特別講演①

病院広報歴30年以上。
広報実務のエキスパート！

WEB・広報誌・イベントの相乗効果で幅広い情報発信を実現する
岡山県済生会

病院広報は、患者・地域の方々との信頼関係を築き、病院の理

事務局参事

念・ビジョンへの理解を深め、病院をよく知っていただくため

高市 真須美 氏

に行うものです。岡山済生会総合病院では、院外・院内・地域の
医療連携機関向けの各広報誌、ホームページ等の WEB、健康セ

Masumi Takaichi

ミナーや済生会フェアなどのイベント開催をはじめ、多岐にわ
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たる広報を行っています。対象年齢層に合わせた広報活動や双

岡山済生会総合病院就職
岡山県済生会 総務部秘書広報室長
岡山県済生会 総務部次長・秘書広報課長兼務
岡山県済生会 事務局参事・秘書広報課長事務取扱
現在に至る

市民健康セミナー

方向のコミュニケーション、広聴活動について、当院の広報活動
の事例を紹介します。

院内広報誌『ニュースきわみ』

院外広報誌『やわらぎ』

特別講演②

HITO病院
（愛媛県）での
実践的ノウハウがここに！

広報マンにこれから求められることとは
咲デザイン

〜激動の時代を生き抜くために〜

広報マンは、非常に多くのことをミッションとして抱えてい

代表

る方が多く、広報専属ではなく例えば総務課と兼任で広報活動

大山 幸一 氏

を行っている方も多いのが現状です。そしてその方々が上司や
上層部の異動・方針転換などに大きな影響を受けることも現実

Koichi Oyama

としてあります。また、医療業界は診療報酬改定を受け、経費削

2001 年 広告代理店のデザイナー・クリエイティブディレクター
2013 年 （社医）
HITO病院 広報担当（全国広報大会で 2 度優勝）
2018 年 『咲デザイン』を設立
社会医療法人の立ち上げや BCP 活動など、経営支援
から制作まで一貫して提供している

減や予算見直しなど経営陣の慌ただしさを目にします。

空間を活かしたデザイン

そのような中、広報マンがいかにして組織人としてうまくや
り抜き、どのような観点・目線で「病院広報」の世界を群雄割拠
してゆくべきかについてお話しします。

収益シミュレーション

