
平成２７年度 事業報告 

 
 

１ 事業運営の概要 

公益財団法人綾部市医療公社は、綾部市立病院の管理運営を通して２４時間救急医

療の提供、在宅医療やへき地医療の確保、疾病予防や健康増進啓蒙活動などの各種公

益目的事業を展開しました。 

超高齢化社会を見据え、地域の実情に見合った病院・病床の機能分化や再編が推進さ

れる中、綾部市立病院においても平成２６年度から病床機能分化の検討を進めてきまし

た。開院以来、全ての病床を一般急性期で運営してきましたが、人口減少、高齢化が進

む当該地域の医療事情や課題、将来展望など総合的に判断した結果、４病棟のうち１つ

の病棟（５０床）について、２８年度早期に回復期の性質を持つ地域包括ケア病棟へ変

更することを決定しました。 

  また、病院の診療体制につきまして、日々の外来診療や入院対応に加え、当直業務や

夜間・休日の緊急呼び出し対応など医師の負担が年々増加していることから、９月には

土曜日の内科外来を休診し、更に、２８年４月から全診療科において土曜日の外来診療

を休止することとなりました。多くの公的病院が土曜休診する中、患者サービスのため

に土曜外来を継続してきましたが、できる限り当院常勤医師の負担を軽減し、今後も将

来にわたって地域医療を確保、維持していくためとして、綾部市議会でも承認いただき

ました。 

このように、２７年度は今後の病院運営に関わる大きな方向性が示された年でした。 

そのほか、救急診療体制では、綾部市唯一の救急告示病院として前年度を上回る救急

搬送患者や時間外患者を受け入れました。２６年度から再開した産婦人科の分娩件数は

徐々に増えてきていますが、依然として常勤医師１人体制で、分娩件数が１００件／年

に満たない状況にあることから、助産師の退職が増え、助産師不足という新たな問題が

浮上しています。 

地域医療連携におきましては、定期的に地域の診療所や福祉介護施設等へ訪問し、当

院の情報発信に努めるほか、年１回開催していた地域連携会議について、施設との連携

をより強化し、地域への貢献度を高めるため、２７年度は２回開催しました。がんサロ

ン等も継続して取り組みました。 

施設設備整備では、平成２５年に着工しました第４次整備事業に係る工事として、外

来のインフォメーションやライトコート、売店の改修及び案内表示関係の工事を施工し、

７月には当該事業全て完了しました。また、昨年に引き続き看護師宿舎（位田寮（１０

室））の改修工事を行いました。 

経営面では、前年度が２３年ぶりの赤字決算となったことから、２７年度は健全経営

回復を目標に病院運営を行いました。職員に対し絶えず患者数状況や経営状況を発信し、

経営意識の啓発に努めた結果、入院収益、外来収益ともに前年度を上回ることができ、

２７年度は黒字運営を達成することができました。 

 



２ 病院の診療状況 

項    目 平成２７年度 平成２６年度 差  異 

入 
 

院 

年間延患者数(人) ６４，４８７ ６１，８０２ ２，６８５ 

１日平均患者数(人) １７６．２ １６９．３ ６．９ 

平均在院日数(日) １６．３ １４．９ １．４ 

病床利用率(％) ８５．５ ８２．２ ３．３ 

外 
 

来 

年間延患者数(人) １５５，４１０ １５６，１６４ △７５４ 

１日平均患者数(人) ５３０．４ ５３４．８ △４．４ 

時間外救急患者数(人) ７，４５４ ７，１２５ ３２９ 

 うち、救急車搬送患者数(人)  １，４７７ １，４６４ １３ 

手術件数(件) １，５６８ １，６４５ △７７ 

 うち、全身麻酔（件） ８６４ ９１７ △５３ 

分娩件数(件) ７５ ４６ ２９ 

人間ドック利用者数（人） ２，２６０ ２，２５５ ５ 

 

３ 訪問看護ステーションの活動状況 

項    目 平成２７年度 平成２６年度 差  異 

年間延利用者数(人) ７９３ ６８７ １０６ 

年間延訪問回数(回) ４，４７６ ４，２０７ ２６９ 

年間延ケアプラン作成数(件) ９０６ ９９９ △９３ 

 

４ 市立診療所への医師派遣 

 

５ 主な公衆衛生活動 

 

項   目 開所日 延派遣回数 延患者数（１日当たり） 

市立中上林診療所(八津合町) 月曜日・金曜日 ９４ ７５１（８．０） 

市立奥上林診療所(故屋岡町) 木曜日 ５０ ６５５（１３．１） 

項   目 開催回数等 会場等 

糖尿病教室 毎月１回(年１２回) 綾部市立病院講堂 

糖尿病教室試食会 毎月１回(年１２回) 綾部市立病院講堂 

世界糖尿病デー記念行事 １１月１４日 綾部市立病院講堂ほか 

生活習慣病教室 年４回 綾部市立病院講堂 

市民のための学術講演会 ８月１日 西町ＩＴビル 

ＦＭ放送健康番組出演 年７回 ＦＭあやべ 



６ 職員に関する事項                        （単位：人） 

区   分 H28.4.1現在 H27.4.1現在 H28.4.1新採 

医   師 ３３（２） ３４（３） ２（１） 

診療放射線技師 ７ ７  

臨床検査技師 １３ １３  

臨床工学技士 ６ ６ ２ 

理学療法士 ８ ７ １ 

作業療法士 ４ ３ １ 

言語聴覚士 １ １  

視能訓練士 ２ ２  

管理栄養士 ３ ３  

薬剤師 １０ ９ １ 

助産師 ４ ８  

看護師 １７４ １７９ ７ 

准看護師 ２ ２  

事務職員 ２０ ２０  

合   計 ２８７（２） ２９４（３） １４（１） 

（※ 医師（ ）は研修医 外数）  

 

 

 

 

７ 評議員会、理事会、監査に関する事項 

区分 年月日 出席者 審議・議決・監査事項 

評議員会 H27. 6. 16 

 

評議員８人 

監 事１人 

理 事３人 

議案第１号 

「公益財団法人綾部市医療公社平成２６年度事

業報告及び決算に関する件」 

議案第２号 

「公益財団法人綾部市医療公社理事の選任に関

する件」 

H28. 2. 29 評議員７人 

監 事１人 

理 事１人 

議案第３号 

「公益財団法人綾部市医療公社平成２８年度事

業計画及び収支予算に関する件」 

議案第４号 

「公益財団法人綾部市医療公社平成２７年度収

支補正予算に関する件」 



理事会 H27. 5.29 

 

理 事６人 

監 事２人 

 

議案第１号 

「公益財団法人綾部市医療公社平成２６年度事

業報告及び決算に関する件」 

議案第２号 

「公益財団法人綾部市医療公社理事候補者の推

薦に関する件」 

議案第３号 

「公益財団法人綾部市医療公社平成２７年度第

１回評議員会の開催に関する件」 

H27. 6.16 理 事６人 

監 事１人 

議案第４号 

「公益財団法人綾部市医療公社代表理事及び業

務執行理事の選任に関する件」 

H27.12.1 理 事６人 

監 事２人 

議案第５号 

「公益財団法人綾部市医療公社平成２７年度補正

予算（第１号）に関する件」 

H28.2.19 

 

理 事５人 

監 事１人 

議案第６号 

「公益財団法人綾部市医療公社平成２８年度事

業計画及び収支予算に関する件」 

議案第７号 

「公益財団法人綾部市医療公社平成２７年度収

支補正予算（第２号）に関する件」 

議案第８号 

「公益財団法人綾部市医療公社職員就業規則の

一部改正に関する件」 

議案第９号 

「公益財団法人綾部市医療公社職員給与規則の

一部改正に関する件」 

議案第１０号 

「公益財団法人綾部市医療公社会計規則の一部

改正に関する件」 

議案第１１号 

「公益財団法人綾部市医療公社平成２７年度第

２回評議員会の開催に関する件」 

監査 H27. 5.21 監事 ３人 平成２６年度決算監査（H26.4～H27.3） 

H27.11.18 監事 ２人 平成２７年度中間監査（H27.4～H27.9） 

※その他外部監査 四方宏治公認会計事務所による会計及び財務諸表調査 

         平成２７年５月１９日～２０日 対象：平成２６年度 

         平成２８年２月１６日～１７日 対象：平成２７年度上半期 



８ 平成２７年度の主な行事等 

  

 ・ふれあい看護体験開催（４月、７月、１１月の年３回） 

・京都府立医大とのロボットリハビリ共同研究開始 

共同記者会見（５月） 

バランス練習アシストリハビリロボット設置（５月） 

歩行練習アシストリハビリロボット設置（８月） 

 ・外来の診察室番号や案内サインを一新（５月） 

・全国自治体病院協議会近畿・東海地方会議開催（京都市）（６月） 

 ・青森県十和田市議会による病院視察（７月） 

  ・外来ホールで七夕コンサート開催（７月） 

・病院第４次整備工事完了（７月） 

・開院２５周年記念式開催（８月） 

・病院売店リニューアルオープン（８月） 

・キッズセミナー（小学生対象医療体験セミナー）開催（８月） 

・内科外来土曜日休診（９月） 

・大規模災害受入訓練実施（９月） 

・大阪府ひらかた市民病院による病院視察（９月） 

・福井県公立丹南病院組合による病院視察（１０月） 

・中国常熟市第二人民医院研修生受入れ（１０月～１１月） 

   看護師２名（10/8～10/28） 医師２名（10/28～11/17） 

・医療公社監事 由良正敏氏 ご逝去（１１月） 

・京都府立医科大学吉川敏一学長来院（１１月） 

  ・市民公開講座「知っ得、糖尿病 ～あなたは大丈夫？～」開催（１１月） 

・外来ホールでクリスマスコンサート開催（１２月） 

・京都府中丹東・西保健所と合同で新型インフルエンザ対策訓練実施（１２月） 

  ・近畿厚生局による施設基準適時調査（２月） 

  ・綾部市立病院ホームページリニューアル（３月） 

・看護師寮（位田寮新棟（1998年築）１０室）改修工事完了（３月） 


